
平成２３年度　地域連携活動支援事業　助成決定一覧（第１次助成）

地域連携活動支援事業（第１次助成：総括表）

助成テーマ 件数 金額（千円）

１　高齢者などが地域で普通の暮らしをすることを支援する事業 34    106,625        

２　高齢者・障害者の就労支援・権利擁護等に関する事業 5      14,568          

３　地域や家庭における子ども・子育てに関する事業 40    142,594        

４　貧困対策等社会的支援（福祉的支援）を行う事業 12    73,857          

５　福祉・介護従事者の確保・育成及びボランティア活動の振興に関する事業 7      22,350          

計 98    359,994        



１　高齢者などが地域で普通の暮らしをすることを支援する事業（第１次助成）

（１）配食や買い物、見守り、居場所づくりなどにより、高齢者などの社会からの孤立を防止する事業

（２）障害の特性に応じた自立の支援に関する事業

（３）病院や施設を退院・退所する高齢者や障害者の在宅移行支援事業

（４）成育過程において支援を受けられなかった発達障害者（成人）に対する支援事業

（５）認知症（若年性認知症を含む）の者と家族の支援に関する事業

（６）老老介護世帯の支援に関する事業

（７）難病や終末期医療等の重度な状態にある者の家族の支援に関する事業

（８）たんの吸引等医療的ケアの必要な障害児・者とその家族の支援に関する事業

（９）介護福祉士等に対するたんの吸引等医療的ケアに関する研修事業

（１）配食や買い物、見守り、居場所づくりなどにより、高齢者などの社会からの孤立を防止する事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

宮城県
特定非営利活動法人ばざーる太白社会事業セ
ンター

高齢者・障がい者の孤立防止・生活環境改善事業 4,566

群馬県 特定非営利活動法人ホワイトベル 買いもの難民救済作戦事業 841

東京都 特定非営利活動法人「育て上げ」ネット 発達障害者による高齢者への御用聞き事業 4,169

東京都 社会福祉法人プシケおおた 高齢者・障害者への休憩場提供と配食事業 4,320

富山県 社会福祉法人恵風会 Ｙ・Ｙふるさと創造・絆プロジェクト事業 1,700

静岡県
特定非営利活動法人エヌ・ピー・オー　ライ
フケア浜松

はるの暮らしサポーターズ事業 2,321



所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

三重県
特定非営利活動法人伊賀流いきいきプランさ
ちの会

福祉でまちづくり伊賀流ささえあい推進事業 3,833

京都府 紫野カルチャー亭運営協議会 災害にも強いまちづくり推進事業 2,575

大阪府 介護、住まい、防災ネットワーク 今里校区居場所づくり事業 782

大阪府 特定非営利活動法人寝屋川あいの会 新しい公共としての高齢者サポートセンター事業 4,398

福岡県 特定非営利活動法人シニア情報プラザ久留米 新コミュニティ交通体系構築検証事業 5,705

福岡県 特定非営利活動法人よかよかネットワーク 地域づくり軽トラ隊事業 3,477

大分県
特定非営利活動法人チャレンジおおいた福祉
共同事業協議会

「いのち」をつなぐ防災ネットワーク事業 6,021

鹿児島県 特定非営利活動法人ふう ふれあいの居場所事業 5,950



（２）障害の特性に応じた自立の支援に関する事業 

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

北海道 特定非営利活動法人ＺＥＲＯ 障がい者による共同作品展示会を行う事業 611

宮城県 特定非営利活動法人Ｓｗｉｔｃｈ 障害者の特性に応じた自立生活の支援に関する事業 6,118

群馬県 特定非営利活動法人ふれあいサークル 地域の障害者団体連携による講習会事業 927

東京都
社団法人全国肢体不自由児・者父母の会連合
会

結成５０周年記念企画「地域支援大見本市」事業 861

神奈川県 特定非営利活動法人日本脳外傷友の会 脳外傷友の会全国大会の開催事業 2,236

愛知県 社会福祉法人エゼル福祉会
当事者参加の自立を考える～私達ぬきに私達のことを決めないで～
事業

1,425

大阪府
特定非営利活動法人地域自立支援推進協議会
ＪＯＴＯ

城東区障害者支援ネットワーク構築事業 2,961

広島県 特定非営利活動法人ＷＩＮＤえのみや 喫茶と工房と当事者活動の支援強化事業 1,523

広島県 特定非営利活動法人福山ろうあ協会 びんご聴覚障害者防災連絡協議会事業 2,598

徳島県 特定非営利活動法人つなぐ手たけのこ 災害に強いろう者になり隊事業 3,166



所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

佐賀県 佐賀県腎臓病患者連絡協議会 透析食の製造および提供事業 1,081



（３）病院や施設を退院・退所する高齢者や障害者の在宅移行支援事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

愛知県 社会福祉法人半田市社会福祉協議会 地域移行・地域定着の連携と社会資源開発事業 5,709



（４）成育過程において支援を受けられなかった発達障害者（成人）に対する支援事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

北海道 社会福祉法人はるにれの里 成人発達障がい者の居場所づくり事業 3,056

愛知県 発達障害当事者ネットワーク 成人発達障害者のソーシャルスキル向上事業 6,300

大阪府 特定非営利活動法人発達障害を持つ大人の会 発達障害の当事者によるピアサポート事業 4,831



（５）認知症（若年性認知症を含む）の者と家族の支援に関する事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

兵庫県 特定非営利活動法人認知症予防ネット神戸 地域で取り組む認知症予防と町づくりの事業 1,635



（７）難病や終末期医療等の重度な状態にある者の家族の支援に関する事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

神奈川県 一般財団法人海のみえる森 子どものホスピス開設に向けた調査・研究事業 4,199

宮崎県 特定非営利活動法人ホームホスピス宮崎 高齢者が地域で普通の暮らしをすることを支援する事業 2,544



（９）介護福祉士等に対するたんの吸引等医療的ケアに関する研修事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

愛知県 社会福祉法人ＡＪＵ自立の家 たん吸引等医療的ケアに関する研修事業 2,972

香川県 社会福祉法人こがも福祉会 生活介護事業 1,214



２　高齢者・障害者の就労支援・権利擁護等に関する事業（第１次助成）

（１０）高齢者・障害者の特性に応じた就労支援に関する事業

（１１）虐待や消費者被害の防止等高齢者・障害者の権利擁護のための相談支援事業

（１０）高齢者・障害者の特性に応じた就労支援に関する事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

京都府
特定非営利活動法人京都メンタルケア・アク
ション就労支援センターそらいろ

精神障害者の職域拡大開発の為の起業事業 838

兵庫県 特定非営利活動法人ピュアコスモ 発達障害者の就労支援連携ネットワーク構築事業 1,750

和歌山県 社会福祉法人一麦会 障害者職場開拓としての農産直売所設立事業 5,576

福岡県 ふくおか美緑ＵＰ推進協議会 みやま一番シイタケ栽培事業 3,549



（１１）虐待や消費者被害の防止等高齢者・障害者の権利擁護のための相談支援事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

大阪府 特定非営利活動法人きずな支援センター 人権擁護相談及び広報支援事業 2,855



３　地域や家庭における子ども・子育てに関する事業（第１次助成）

（１２）安全・安心な子育ての環境づくりを支援する事業

（１３）ひとり親家庭の親の就労支援事業

（１４）児童虐待防止に向けた普及・啓発に関する事業

（１５）虐待・ＤＶ被害者の緊急避難施設（シェルター）運営事業

（１６）児童虐待防止に向けた親支援に関する事業

（１７）虐待・ＤＶ被害者の自立支援に関する事業

（１８）病院・児童養護施設等を退院・退所した子どもへの支援に関する事業

（１２）安全・安心な子育ての環境づくりを支援する事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

福島県
特定非営利活動法人Ｃｏｍｍｕｎｅ　ｗｉｔ
ｈ　助産師

「こども・あい（愛・ｉ）ネット」構築事業 3,951

千葉県 特定非営利活動法人千葉自然学校 地域で支える親と子・自然の癒しプログラム事業 2,359

千葉県
特定非営利活動法人子ども家庭サポートセン
ターちば

南房総地域における子育て支援事業 5,865

千葉県
特定非営利活動法人子ども劇場千葉県セン
ター

ケータイ世代に着目した子育て応援事業 2,621

東京都 きらめきライフ多摩 シニアによる地域協働子ども教室事業 1,387

東京都 にぎやかクラブ 障がい児の放課後や休日の子育て支援事業 2,052

東京都 東村山子ども劇場 あそびとアートによる面識社会拡大事業 1,542



所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

東京都 特定非営利活動法人日本子ども文化学会 子ども文化育成事業 600

東京都 特定非営利活動法人野外遊び喜び総合研究所 みんな集まれ！地域ふれあい広場事業 2,193

神奈川県 特定非営利活動法人足跡の会 １０人１１脚フットレース事業 1,143

新潟県 企画集団「ふあふあ」 第３回生命をつなぐ子育てをもとめて事業 500

愛知県 特定非営利活動法人愛西児童老人ふれあい館 愛西市全域小学校高学年の児童安全保護事業 2,941

愛知県 特定非営利活動法人交流ネット 日系外国人の子供を対象としたフリースクール事業 3,162

愛知県
なごや子ども・若者サポーターズネット「え
ん」

支援ネットワーク構築および理解者養成事業 3,550

三重県
特定非営利活動法人三重県子どもＮＰＯサ
ポートセンター

幸せな出産と豊かな子育てのサポート事業 613

京都府 京都子育てネットワーク 育ちにハードルを抱える親子のノーマライゼーション事業 3,200

京都府 特定非営利活動法人亀岡子育てネットワーク 「輝く女性へ」いつからでもチャレンジ事業 3,400

大阪府 特定非営利活動法人こももネット 地域の子育てネットワークを活用して子育て環境を充実する事業 1,484



所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

兵庫県
特定非営利活動法人社会還元センターグルー
プわ

伝承文化事業、環境保全事業、学習支援事業 1,221

兵庫県 宝塚市助産師会 宝塚っ子の安全安心な子育てサポート事業 4,212

鳥取県
特定非営利活動法人えがおサポート　Ｌｅａ
ｆ＆ＣＨＵＣＨＵ

「みんなが繋がる子育て情報ステーション」事業 4,207

徳島県
特定非営利活動法人フリースクール阿波風月
庵

徳島県青少年自立支援ネットワーク促進事業 5,052

福岡県 特定非営利活動法人子どもの村福岡 続・家庭的養護の人材養成プログラム開発事業 5,816

佐賀県 特定非営利活動法人ＩＴサポートさが 地域で作る安心・安全なネット環境モデル事業 5,700

鹿児島県
特定非営利活動法人親子ネットワークがじゅ
まるの家

島のお産・子育て安心ネットワーク事業 6,555



（１４）児童虐待防止に向けた普及・啓発に関する事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

栃木県
特定非営利活動法人表現遊び開発教育研究所
マム

人形劇で学ぶ児童虐待防止プログラム＆命の授業事業 3,335

神奈川県
特定非営利活動法人葉山っ子すくすくパラダ
イス

前向き子育てプログラム「トリプルＰ」を普及啓発し、地域の子育
て力向上を目指す事業

2,223

静岡県 子ども虐待防止センターしずおか 子ども虐待防止運動で「心作り」事業 2,538

岡山県
岡山市オレンジリボンキャンペーン実行委員
会

子ども虐待防止のオレンジリボン啓発事業 2,698

宮崎県
特定非営利活動法人子ども虐待防止みやざき
の会

子ども子育て地域ネットワーク事業 5,125

鹿児島県 特定非営利活動法人おきなわＣＡＰセンター 親子が健やかに育つ虐待予防啓発モデル事業 6,650



（１５）虐待・ＤＶ被害者の緊急避難施設（シェルター）運営事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

岡山県 特定非営利活動法人子どもシェルターモモ 子どもシェルター運営事業 6,997

福岡県 福岡子どもシェルター設立準備会 虐待被害者のためのシェルター運営事業 6,899



（１６）児童虐待防止に向けた親支援に関する事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

北海道 特定非営利活動法人ちいさなおうち 子育て拠点運営と小規模多機能サービス事業 5,950

東京都 子どもの虐待防止市民ネットワーク多摩 虐待防止の啓発と要保護児童の支援、地域連携活動支援事業 500

愛知県
特定非営利活動法人子育て支援を考える会Ｔ
ＯＫＯＴＯＫＯ

児童虐待を予防する地域システムづくり事業 5,950

三重県 すずか子育て支援研究会 妊娠期からの子育てネットワークの構築事業 4,103



（１８）病院・児童養護施設等を退院・退所した子どもへの支援に関する事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

茨城県 オレンジガーデン 子どもの虐待予防の為の市民力向上セミナー事業 5,737

京都府 特定非営利活動法人子どもの村を設立する会 災害児と共に　絆・自立のための事業 1,844

福岡県 福岡子どもホスピスプロジェクトチーム 重い病気の子どもと家族の地域在宅支援事業 6,719



４　貧困対策等社会的支援（福祉的支援）を行う事業（第１次助成）

（１９）生活保護のボーダーにある低所得者、ホームレス、ネットカフェ難民等を支援する事業

（２０）多重債務者、低所得者等に対する福祉施策の利用や家計管理などの指導・助言等に関する事業

（２１）薬物乱用防止に関する普及・啓発事業

（２２）薬物・アルコール中毒者への社会復帰支援事業

（２３）生活困窮者や貧困世帯への福祉的支援に携わる人材の確保・育成等に関する事業

（１９）生活保護のボーダーにある低所得者、ホームレス、ネットカフェ難民等を支援する事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

東京都
特定非営利活動法人メドゥサン・デュ・モン
ド　ジャポン

路上障がい者援助方法の連携開発事業 7,000

山梨県 特定非営利活動法人フードバンク山梨 食のセーフティネットチャレンジ事業 8,789

岐阜県 特定非営利活動法人日本人材交流再生機構 東北関東大震災地域連携交流支援事業 5,321

愛知県 特定非営利活動法人ささしま共生会 社会的弱者に対する共生社会推進支援事業 6,650

大阪府 特定非営利活動法人ビッグイシュー基金 若者ホームレス支援ネットワーク立上げ準備事業 6,274

岡山県 岡山・野宿生活者を支える会 ホームレス等困窮者への伴走的自立支援事業 6,308

熊本県 特定非営利活動法人くまもと支援の会 ホームレス等生活困窮者を支援する事業 6,299



所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

熊本県 特定非営利活動法人夢・さぽーと 若者の居場所を拠点とした地域自立・共生事業 6,195

大分県
一般社団法人自立生活サポートセンターこん
ぱす

ケアプランと地域ネットワークでの支援事業 6,300

沖縄県 特定非営利活動法人プロミスキーパーズ 地域繋がり支援事業 6,650



（２２）薬物・アルコール中毒者への社会復帰支援事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

北海道 特定非営利活動法人北海道ダルク 薬物依存症者社会復帰支援センター設立事業 6,271



（２３）生活困窮者や貧困世帯への福祉的支援に携わる人材の確保・育成等に関する事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

愛知県 特定非営利活動法人名古屋オレンジの会 生活困窮者の社会的居場所と支援者育成事業 1,800



５　福祉・介護従事者の確保・育成及びボランティア活動の振興に関する事業（第１次助成）

（２４）福祉・介護従事者の資質の向上、定着支援及び福祉・介護分野への人材の参入促進等に関する事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

茨城県
特定非営利活動法人茨城ＮＰＯセンター・コ
モンズ

移動困難者を原子力災害から救う事業 3,658

神奈川県 一般社団法人国際交流＆日本語支援Ｙ 在日外国人介護分野への就労支援事業 5,456

石川県 加賀市小規模多機能型居宅介護事業者連絡会 小規模多機能ケアと地域協働に係る実践事業 2,550

長野県
特定非営利活動法人長野サマライズ・セン
ター

難聴児支援ボランティア応援事業 1,530

福岡県 福岡の医療と教育を考える会 重症心身障害児者の在宅支援に関する事業 2,634

鹿児島県 特定非営利活動法人地域ケア交流会 意欲を持って働き続けられる介護の職場づくり支援事業 2,782

鹿児島県 特定非営利活動法人日本予防医学推進協会 抗加齢医学に基づいた老化予防スクール事業 3,740



地域連携活動支援事業（第２次助成：総括表）

助成テーマ 件数 金額（千円）

１　高齢者などが地域で普通の暮らしをすることを支援する事業 7      41,361          

２　高齢者・障害者の就労支援・権利擁護等に関する事業 1      1,725             

３　地域や家庭における子ども・子育てに関する事業 13    56,871          

４　貧困対策等社会的支援（福祉的支援）を行う事業 3      12,199          

５　福祉・介護従事者の確保・育成及びボランティア活動の振興に関する事業 1      1,889             

計 25    114,045        

平成２３年度　地域連携活動支援事業　助成決定一覧（第２次助成）



１　高齢者などが地域で普通の暮らしをすることを支援する事業（第２次助成）

（１）配食や買い物、見守り、居場所づくりなどにより、高齢者などの社会からの孤立を防止する事業

（２）障害の特性に応じた自立の支援に関する事業

（３）病院や施設を退院・退所する高齢者や障害者の在宅移行支援事業

（４）成育過程において支援を受けられなかった発達障害者（成人）に対する支援事業

（５）認知症（若年性認知症を含む）の者と家族の支援に関する事業

（６）老老介護世帯の支援に関する事業

（７）難病や終末期医療等の重度な状態にある者の家族の支援に関する事業

（８）たんの吸引等医療的ケアの必要な障害児・者とその家族の支援に関する事業

（９）介護福祉士等に対するたんの吸引等医療的ケアに関する研修事業

（１）配食や買い物、見守り、居場所づくりなどにより、高齢者などの社会からの孤立を防止する事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

福島県 特定非営利活動法人ＮＰＯほうらい バスを通じた仮設住宅コミュニティー事業 6,132

千葉県
特定非営利活動法人運転免許取得支援セン
ター

東北震災被災地の高齢者の健康支援事業 7,000

千葉県
特定非営利活動法人千葉まちづくりサポート
センター

集合住宅高齢移動困難者の社会参加促進事業 4,770

兵庫県 兵庫県移送サービスネットワーク 仮設住宅支援「おでかけ送迎サービス」他事業 6,813

兵庫県 ろっこう医療生活協同組合 大船渡市での被災者健康管理支援事業 6,756



（２）障害の特性に応じた自立の支援に関する事業 

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

東京都 特定非営利活動法人おおた市民活動推進機構 緊急時避難準備区域南相馬の移送支援事業 7,000

神奈川県 アート・ビーンズ・ファクトリー 宮城と湘南つなげ元気旗プロジェクト事業 2,890



２　高齢者・障害者の就労支援・権利擁護等に関する事業（第２次助成）

（１０）高齢者・障害者の特性に応じた就労支援に関する事業

 （１１）虐待や消費者被害の防止等高齢者・障害者の権利擁護のための相談支援事業

（１０）高齢者・障害者の特性に応じた就労支援に関する事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

兵庫県 三田を知る会 被災地福祉作業所授産品の販売支援事業 1,725



３　地域や家庭における子ども・子育てに関する事業（第２次助成）

（１２）安全・安心な子育ての環境づくりを支援する事業

（１３）ひとり親家庭の親の就労支援事業

（１４）児童虐待防止に向けた普及・啓発に関する事業

（１５）虐待・ＤＶ被害者の緊急避難施設（シェルター）運営事業

（１６）児童虐待防止に向けた親支援に関する事業

（１７）虐待・ＤＶ被害者の自立支援に関する事業

（１８）病院・児童養護施設等を退院・退所した子どもへの支援に関する事業

（１２）安全・安心な子育ての環境づくりを支援する事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

宮城県 特定非営利活動法人せんだい杜の子ども劇場 支援の輪をつなぐ子育て応援まつり開催事業 6,853

宮城県
特定非営利活動法人ＤｏＴａｎｋみやぎ地域
政策研究行動会議

東日本大震災復興自立子育て支援事業 6,527

千葉県
特定非営利活動法人パラリンピックキャラバ
ン

ハート＆ハンドプロジェクト事業 6,980

東京都 公益財団法人あしたの日本を創る協会 仮設住宅の子ども支援活動事業 1,490

東京都 特定非営利活動法人悟空研究所 子どもたちが自作民話紙芝居で施設慰問事業 3,817

東京都 特定非営利活動法人地域再生研究機構 ひきこもり改善と被災児童・生徒支援事業 1,614

東京都 日本フロアホッケー連盟 フロアホッケー交流キャラバン事業 1,589



所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

東京都 財団法人民間放送教育協会
被災地子育て支援～「朗読会とミニコンサート」、「読み聞かせ講
習会」～事業

2,500

神奈川県 特定非営利活動法人全日本企業福祉協会 被災者家庭子育て支援環境づくり事業 4,043

新潟県 子ども劇場おやこ劇場全国フォーラム アートで福島の母子の不安を取り除く事業 4,079

香川県
特定非営利活動法人子育て応援ＮＰＯフレン
ズ

「子育てタウン観音寺」移住体験事業 6,394

沖縄県 特定非営利活動法人プロミスキーパーズ 東日本大震災沖縄県内避難者受入支援　東北沖縄ゆいまーる事業 6,118



（１４）児童虐待防止に向けた普及・啓発に関する事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

愛知県
特定非営利活動法人日本子どもの虐待防止民
間ネットワーク

子育て虐待防止ホットライン広報事業 4,867



４　貧困対策等社会的支援（福祉的支援）を行う事業（第２次助成）

（１９）生活保護のボーダーにある低所得者、ホームレス、ネットカフェ難民等を支援する事業

（２０）多重債務者、低所得者等に対する福祉施策の利用や家計管理などの指導・助言等に関する事業

（２１）薬物乱用防止に関する普及・啓発事業

（２２）薬物・アルコール中毒者への社会復帰支援事業

（２３）生活困窮者や貧困世帯への福祉的支援に携わる人材の確保・育成等に関する事業

（１９）生活保護のボーダーにある低所得者、ホームレス、ネットカフェ難民等を支援する事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

岩手県
特定非営利活動法人みやこ自立サポートセン
ター

東日本大震災復興・若者支援事業 3,491

東京都
特定非営利活動法人医療ネットワーク支援セ
ンター

暮らし復興支援ハートネットプロジェクト事業 6,972



（２３）生活困窮者や貧困世帯への福祉的支援に携わる人材の確保・育成等に関する事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

神奈川県 特定非営利活動法人わい・わい 川崎市における避難生活困窮者の支援事業 1,736



５　福祉・介護従事者の確保・育成及びボランティア活動の振興に関する事業（第２次助成）

（２４）福祉・介護従事者の資質の向上、定着支援及び福祉・介護分野への人材の参入促進等に関する事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

大阪府
特定非営利活動法人日常生活支援ネットワー
ク

東北⇔大阪　被災地障害者継続支援促進事業 1,889


	生活困窮者や貧困世帯への福祉的支援に携わる人材の確保・育成等に関する事業

