
全国的・広域的ネットワーク活動支援事業（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 22    158,121        

２　高齢者・障害者の就労支援・権利擁護等に関する事業 6      36,584          

３　地域や家庭における子ども・子育てに関する事業 11    79,670          

４　貧困対策等社会的支援（福祉的支援）を行う事業 7      134,825        

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 9      53,477          

計 55    462,677        

平成２３年度　全国的・広域的ネットワーク活動支援事業　助成決定一覧（第１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）

東京都 一般社団法人シニア社会学会 ＩＣＴによる高齢者孤立防止モデル普及事業 6,379

東京都 特定非営利活動法人身上監護協会 社会生活支援研修事業 13,887

東京都 社団法人全国老人保健施設協会 巡回型通所リハビリテーション事業 8,226



（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）

千葉県
特定非営利活動法人エコ平板・防塵マスク支
援協会

小規模作業向けモザイクレンガ製作事業 4,250

千葉県 特定非営利活動法人ほっとハート 福祉的「アウトリーチ」普及の為の研修事業 2,137

東京都 特定非営利活動法人全国失語症友の会連合会 失語症の理解とケアの実践講座事業 4,122

東京都 社会福祉法人全国盲ろう者協会 全国盲ろう者団体ネットワーク活動支援事業 21,517

東京都 社会福祉法人全国盲ろう者協会 盲ろう者コミュニケーション訓練促進事業 11,856

東京都 特定非営利活動法人大活字文化普及協会 読み書きサービスの全国普及促進事業 3,554

東京都 財団法人日本障害者リハビリテーション協会 デイジーによる読みの困難な人への支援事業 5,171

東京都 社団法人日本てんかん協会 てんかんのある人の災害時生活支援事業 5,193

大阪府
特定非営利活動法人シーエス障害者放送統一
機構

情報障害者と支援者の学び合いの場づくり事業 11,631

愛媛県 特定非営利活動法人みんなのＩＣＴ 誰もがいつでもどこからでも利用できる点訳サービス事業 4,432



所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

福岡県 特定非営利活動法人九州補助犬協会 九州介助犬普及活動のネットワーク化事業 1,982

福岡県 特定非営利活動法人ＷＲＡＰ研究会 精神障害者ピアサポート育成事業 2,304



（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）

東京都 特定非営利活動法人えどがわ悠人会 宿泊支援活用型広域的ふるさと移行促進事業 1,884

東京都 一般社団法人支援の三角点設置研究会 精神障害者地域移行・地域定着支援推進事業 8,127

東京都 特定非営利活動法人東京ソテリア 高齢精神障害者に対する退院促進支援事業 6,011



（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）

宮城県
社会福祉法人東北福祉会　認知症介護研究・
研修仙台センター

認知症介護家族への支援体制開発・普及事業 11,436

東京都 特定非営利活動法人シルバー総合研究所 ネットワークで重度認知症の人を支える事業 9,917



（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）

京都府 特定非営利活動法人希少難病患者支援事務局 希少難病患者自身が行動できる体制整備事業 4,000



（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

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

東京都 日本ＡＬＳ協会 医療的ケア地域ネットワークの構築事業 10,105



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）

神奈川県 朋ボランティアグループ 福祉製品販路開拓ネットワーク事業 1,282

愛知県 特定非営利活動法人ビリーブ 愛知・静岡障害者就労促進・定着支援事業 4,640

大阪府
特定非営利活動法人大阪精神障害者就労支援
ネットワークス

精神障害者の就労準備講座普及事業 5,720

山口県
特定非営利活動法人障害者自立就労支援メッ
セージ花くじら

福祉機器リユース（再使用）ネットワーク構造事業 10,695



（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）

兵庫県 全国権利擁護支援ネットワーク 権利擁護支援の推進とネットワーク拡大事業 10,197

鹿児島県 特定非営利活動法人九州金銭教育普及協会 認知症者等の権利擁護のための相談支援事業 4,050



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）

東京都 社会福祉法人全国心身障害児福祉財団 発達障害児に対する早期支援基盤整備事業 8,640

神奈川県
特定非営利活動法人教育支援グループＥｄ．
ベンチャー

被災地の子ども達の居場所づくり支援事業 3,938

兵庫県 特定非営利活動法人ＰＡＲＩＦ 心を守る「子育てヘルパー」現地養成事業 8,800



（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）

北海道 一般社団法人Ｊ－ＣＡＰＴＡ 若者と共に支える被災地社会的養護推進事業 6,300

埼玉県 一般社団法人日本多胎支援協会 虐待防止のための連携型多胎支援事業 7,821

東京都
特定非営利活動法人子どもすこやかサポート
ネット

子どもへの暴力防止キャンペーン事業 3,885

東京都 社団法人母子保健推進会議 母子保健推進員等組織による子育て応援事業 6,842



（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）

東京都 特定非営利活動法人ダルク女性ハウス 依存症女性子育て支援ネットワーク構築事業 12,770

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

虐待防止の電話相談員研修・家庭支援事業 10,973



（１７）虐待・ＤＶ被害者の自立支援に関する事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

東京都 公益財団法人東京ＹＷＣＡ ＤＶ被害者自立支援の支援システム強化事業 3,201



（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）

大阪府 特定非営利活動法人エスビューロー 小児がん学習支援コミュニティ全国展開事業 6,500



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 財団法人健康・生きがい開発財団 東日本大震災の被災者就労支援事業 26,108

東京都 特定非営利活動法人市民福祉団体全国協議会 生活困窮者応援事業 13,648

東京都 特定非営利活動法人難民支援協会 在日難民のセーフティネットを確保する事業 7,723

京都府 特定非営利活動法人グローバルヒューマン ホームレス・被災ハウスレス者への支援事業 29,068

広島県 特定非営利活動法人風の家 生活困窮者への社会生活維持・復帰支援事業 27,562



（２１）薬物乱用防止に関する普及・啓発事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

東京都 財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター 薬物乱用防止ネットワーク事業 23,966



（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）

千葉県 全国公的扶助研究会 生活困窮者福祉的支援人材育成全国研修事業 6,750



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）

埼玉県
特定非営利活動法人埼玉県障害者相談支援専
門員協会

相談支援専門員連携・育成強化のためのインターンシップ（実務研
修ＯＪＴ）事業

4,964           

東京都 特定非営利活動法人ジャパンマック アルコール依存症回復支援施設職員全国研修事業 4,675           

東京都 一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会 福祉用具の事故防止を視点とした技術・連携研修事業 6,822           

東京都 一般社団法人チーム医療フォーラム 福祉・介護・医療の人を繋ぐ勉強会開催事業 4,184           

東京都 社団法人日本自閉症協会 成人発達障害者当事者団体の支援推進事業 6,654           

神奈川県
一般社団法人全国個室ユニット型施設推進協
議会

ユニット型施設職員研修とネットワーク事業 12,800         

富山県 一般社団法人ＤＶエキスパートセンター ＤＶ被害者と支援者のエンパワーメント事業 3,300           

愛知県 一般社団法人発達支援協会 発語（言葉）音楽療法の広域的連携活動支援事業 2,513           

長崎県 社会福祉法人南高愛隣会 精神障がい者地域生活支援を担う人材育成事業 7,565           



全国的・広域的ネットワーク活動支援事業（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 4      31,402          

２　高齢者・障害者の就労支援・権利擁護等に関する事業 3      22,178          

３　地域や家庭における子ども・子育てに関する事業 10    123,186        

４　貧困対策等社会的支援（福祉的支援）を行う事業 1      19,243          

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 5      32,248          

計 23    228,257        

平成２３年度　全国的・広域的ネットワーク活動支援事業　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）

兵庫県 特定非営利活動法人コミュニティリンク モバイルコミュニティによる地域の“絆”再生事業 4,310



（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 日本バリアフリー観光推進機構 バリアフリー観光推進を通じた東北支援事業 9,712

愛知県 社会福祉法人ＡＪＵ自立の家 被災地の障害者支援および地域福祉底上げ事業 13,565



（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）

宮城県 株式会社リブレ 今回震災から学ぶ地域連携と高齢者支援事業 3,815



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）

東京都 社会福祉法人ウィズ町田 被災地の障害者就労支援事業の復興支援事業 9,558

東京都 特定非営利活動法人ＷＥＬ’Ｓ新木場 連携による障がい者支援施設復興支援事業 4,711

東京都 財団法人未来工学研究所 気仙沼大島への離島連携による被災支援事業 7,909



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）

千葉県 一般社団法人こども環境学会 子ども元気まちづくりガイドライン作成事業 5,612

東京都
特定非営利活動法人子どもＮＰＯ・子ども劇
場全国センター

被災したママパパを受け止める傾聴電話事業 8,476

東京都 社団法人中央青少年団体連絡協議会 青少年団体連携ポニーに乗せて夢届け事業 7,642

東京都 にっぽん子育て応援団 被災地の子ども子育て支援ネットワーク事業 2,643

東京都 社団法人日本助産師会 妊産婦・女性のための災害時支援対策事業 5,509

東京都
特定非営利活動法人アートインＡｓｉｂｉｎ
ａ

ほっとひといき　あそびとアートお届け事業 2,683



所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

静岡県 特定非営利活動法人伊豆どろんこの会 被災や障害吹飛せ！スポーツ丸ごと心旅事業 28,198

愛知県 愛知学童保育連絡協議会 東日本大震災で被災した学童保育の支援事業 3,202

広島県 特定非営利活動法人よもぎのアトリエ 子供達を放射能から安全・健康に疎開させる事業 4,300



（１７）虐待・ＤＶ被害者の自立支援に関する事業

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全国女性シェルターネッ
ト

２４時間のホットラインと被災地の女性団体への人材提供、雇用創
出、財政支援事業

54,921



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）

京都府 特定非営利活動法人グローバルヒューマン ボランティア中間支援と被災農家救援事業 19,243



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）

埼玉県 一般社団法人情報環境コミュニケーションズ 被災者およびＮＰＯ向け情報環境支援事業 8,672           

東京都 特定非営利活動法人あい 大震災の被災者に対する介護等のボランティア派遣事業 5,869           

東京都
一般社団法人障がい者福祉支援人材育成研究
会

東日本大震災被災地精神障害者支援連携事業 8,040           

京都府 特定非営利活動法人ハイビスカス 東北被災地・西日本間交流型復興支援事業 7,000           

福岡県 特定非営利活動法人エスタスカーサ 多様連携強化及び自己発見促進事業 2,667           


