
平成２２年度　先進的・独創的活動支援事業　助成決定一覧（第１次助成）

①　高齢者・障害者が主体的・積極的に活動することができるよう創意工夫を活かした場の提供等を図る事業

（例） ・　地域で生きがいをもって普通の暮らしをすることを支援する事業

・　高齢者等の健康保持事業の促進、団塊の世代等による地域のコミュニティの再生に関する事業

・　認知症高齢者を地域で交え、受け入れていくための支援事業

・　高齢者・障害者の住環境問題に関する事業

所在地 団体名 事業名

東京都 社会福祉法人はばたき福祉事業団 ＨＩＶ感染者の就労促進と就労環境整備の発展のための協働ワークショップ事業 4,316

東京都 財団法人健康・体力づくり事業財団
アクティブエイジングを促進する啓発情報パッケージとモニタリング開発のための実践
モデル事業

9,100

東京都
特定非営利活動法人在宅ケアを支える診療所・市民全国
ネットワーク

市民目線の事業所評価システム研究・開発事業 7,011

滋賀県 社会福祉法人滋賀県社会福祉事業団 障害者アートの推進及び全国普及事業 7,737

東京都 特定非営利活動法人身上監護協会 社会生活支援アドバイザー研修モデル実施事業 8,000

東京都 社団法人全国国民健康保険診療施設協議会 中山間地域における認知症ケア・ネットワーク構築事業 9,976

大阪府 特定非営利活動法人全国視覚障害者情報提供施設協会 インターネットを活用した点字教育システムのモデル構築事業 5,000

東京都 全国自立生活センター協議会 障害者の差別をなくし、共に生きる社会を築くための人材養成・啓発事業 6,240

東京都 社団法人全国脊髄損傷者連合会 脊髄損傷患者の社会参加ガイドブック製作事業 3,500

決定額
（千円）



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 12,985

東京都 社会福祉法人全国盲ろう者協会 盲ろう者地域団体の連携組織構築事業 25,767

東京都 社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会 知的障害者と家族のエンパワーメント事業 5,000

宮城県 宅老所・グループホーム全国ネットワーク 高齢者の地域での暮らしを柔軟に支える宅老所の普及啓発事業 5,538

東京都 特定非営利活動法人地域ケア政策ネットワーク 認知症を支える地域づくり支援（キャラバン・メイト養成研修）事業 23,100

東京都 財団法人長寿社会開発センター 全国健康福祉祭いしかわ大会文化交流事業 20,647

東京都 社団法人長寿社会文化協会 低所得でも地域で安心して暮せるモデル事業 7,840

東京都 社団法人日本てんかん協会 てんかんのある人の自立生活を支えるための事業ー地域のネットワークづくりー 5,000

東京都 社会福祉法人日本肢体不自由児協会 肢体不自由児・者の写真作品制作サポート事業 3,490

東京都 財団法人日本障害者リハビリテーション協会 読みの障害児・者に向けたＤＡＩＳＹ版教科書支援研究事業 5,000

東京都 社団法人日本精神保健福祉連盟 難治性うつ事例へのリハビリテーションシステム開発事業 5,000

東京都 社会福祉法人日本点字図書館 高齢の視覚障害者を中心としたＤＡＩＳＹ録音図書利用促進事業 3,162

愛知県 特定非営利活動法人ＨＥＡＲＴ　ＴＯ　ＨＥＡＲＴ 認知症買い物安心マーク普及事業 5,000



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いぶりたすけ愛 みんなで社会的企業家になる事業 5,000

東京都 特定非営利活動法人ことばの道案内 言葉による駅構内ナビゲーション事業 4,004

兵庫県 特定非営利活動法人コミュニティリンク モバイルシニアネット事業 4,978

熊本県 特定非営利活動法人コレクティブ 小規模多機能と地域の互助を結び繋ぐ事業 4,500

埼玉県 特定非営利活動法人さいたまＮＰＯセンター 介護者アセスメント開発と支援活動形成事業 5,000

東京都 特定非営利活動法人ジャパンマック 依存症者就労支援センターモデル事業 5,000

長崎県 特定非営利活動法人ステップアップステーション 障害者（児）・ＤＶ被害者・児童の支援事業 4,335

大阪府 ハートブレイク 特別支援学校と地域での性教育者育成事業 4,043

千葉県 特定非営利活動法人ほのぼの研究所 「共想法」による高齢者の社会参加促進事業 4,677

埼玉県 特定非営利活動法人メディア・アクセス・サポートセンター 日本映画のバリアフリー上映推進事業 4,970

東京都 リカバリーキャラバン隊 精神障害者のリカバリー・キャラバン事業 4,179

愛知県 特定非営利活動法人健康情報処理センターあいち 健康診査での特定高齢者早期把握と対策事業 4,971

大阪府
特定非営利活動法人視聴覚二重障害者福祉センターすま
いる

携帯電話用点字インターフェース研究開発事業 5,000



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自立支援センターふるさとの会 困窮要介護単身高齢者地域支援拠点設置事業 4,082

神奈川県 社会福祉法人小田原福祉会 「食」の確保で在宅生活を可能にする地域支援事業 5,000

大阪府
特定非営利活動法人寝屋川市民たすけあいの会地域ケア
センター

障害者の住まいの確保サポート事業 2,380

東京都 特定非営利活動法人新現役ネット シニアが地域ＮＰＯで活躍する仕組構築事業 5,000

東京都 全国老人給食協力会 元気高齢者による食事サービス活動促進事業 2,000

東京都 社会福祉法人巣立ち会 福祉でのうつ病復職支援プログラム開発事業 5,000

長野県 特定非営利活動法人長野県ＮＰＯセンター ＮＰＯ便利屋推進・運営対策事業 5,000

東京都 特定非営利活動法人日本コンチネンス協会 認知症高齢者の排泄ケア医療連携推進事業 4,903

東京都 特定非営利活動法人日本トラベルヘルパー協会 地域巡回温泉リハビリ外出支援バス事業 5,000

神奈川県 特定非営利活動法人日本災害救護推進協議会 ろうあ者の救命救急活動による社会参加事業 3,683

東京都 一般社団法人日本色彩環境福祉協会 色彩の心理効果をモデル施設で検証する事業 5,000

群馬県 特定非営利活動法人日本認知症予防研究所 〔Ｙｅｓ’脳ＣＡＮ〕認知症予防機能訓練担当者育成支援事業 4,879

北海道 北海道社会福祉士会釧根地区支部 多機能型自立支援手帳事業 4,900



所在地 団体名 事業名
決定額
（千円）

新潟県 特定非営利活動法人野外教育学修センター魚沼伝習館 限界集落の地域コミュニティ再生事業 3,477

長野県 特定非営利活動法人遊び塾ｗｉｔｈｙｏｕ－ｗｉｔｈｍｅ 高齢者と不登校児童・ひきこもり等の共事業 4,859

北海道 特定非営利活動法人地域生活支援ネットワークサロン 地域密着型コミュニティハウス普遍化事業 5,000

北海道 特定非営利活動法人十勝障がい者支援センター 相談機能を包括した障がい児者余暇支援事業 3,527

322,75652 事業



平成２２年度　先進的・独創的活動支援事業　助成決定一覧（第１次助成）

②　貧困対策等社会的支援（福祉的支援）が必要な事業

（例） ・　生活保護のボーダーにある低所得者を支援する事業

・　ホームレス、ネットカフェ難民等を支援する事業

・　発達障害や医療的ケアが必要な状態にある者とその家族への支援

・　刑務所出所者への福祉的支援

・　へき地等におけるサービス提供

所在地 団体名 事業名

愛知県 特定非営利活動法人アスペ・エルデの会 成人期の高機能広汎性発達障害者と家族のサポートツール開発事業 5,000

東京都 社団法人日本自閉症協会 高機能自閉症とアスペルガー症候群の地域サポート事業 7,877

東京都 社団法人日本社会福祉士会 地域生活定着支援センターの機能充実に向けた調査研究事業 8,000

東京都 日本難病看護学会
医療依存度の高い在宅重度障害者の日常生活活動における安全で有効な支援方法
の開発・普及と連携支援システムのあり方、および家族支援に関する事業

2,788

東京都 社団法人日本発達障害福祉連盟 発達障害（知的障害を含む）の増加原因の解明と対応策の策定事業 11,858

東京都 特定非営利活動法人えがおファンクラブ 医療的ケアの必要な子供のモデルデイ事業 4,919

東京都 特定非営利活動法人エッジ ディスレクシアのための就労後手引作成事業 2,627

京都府 社会福祉法人カトリック京都司教区カリタス会 高齢者の在宅支援とホームレス就労支援事業 2,000

決定額
（千円）



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グループゆう 発達障害者の支援付き就労の調査研究事業 2,050

神奈川県 特定非営利活動法人さなぎ達 寿みまもりボランティアプログラム事業 2,910

大阪府 特定非営利活動法人みらいず 不登校・発達障害者就労支援事業 5,000

東京都 みんなＫｉｌａＫｉｌａ子育てネット 高機能広汎性発達障害児の外遊び療育事業 4,000

北海道 社会福祉法人旭川旭親会 アスペルガー症候群の職業訓練事業 5,000

大阪府 医療的ケア連絡協議会 医療的ケアの必要な人への地域移行支援事業 5,000

大阪府 社会福祉法人高槻ライフケア協会 医療的ケア研修など支援ネットワーク事業 1,320

東京都 特定非営利活動法人新宿ホームレス支援機構 ホームレスワンストップシェルター事業 4,301

東京都 特定非営利活動法人地域ケアさぽーと研究所 医療的ケア児・者のＱＯＬ向上事業 3,430

東京都 日本ＡＬＳ協会 医療的ケアを要する難病患者セミナー事業 3,033

千葉県 特定非営利活動法人日本エデュテイメントカレッジ アスペルガー支援プログラム開発事業 3,840

熊本県 夢・さぽーと 若者の居場所を拠点とした地域自立・共生モデル事業 1,946

北海道 社会福祉法人楡の会 重度障がい児家庭の子育て支援事業 1,295



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あい ヘルパーと看護師の医療的ケア連帯連携事業 5,000

93,19422事業



平成２２年度　先進的・独創的活動支援事業　助成決定一覧（第１次助成）

③　福祉・介護従事者の確保・育成に関する事業

（例） ・　福祉・介護分野に従事する者の資質の向上に関する事業

・　福祉・介護分野に従事する者の定着支援に関する事業

・　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

東京都 財団法人ダイヤ高齢社会研究財団 利用者モニタリングの有効活用に関する研究事業 5,040

東京都 財団法人テクノエイド協会 福祉用具指導者養成のための標準化プログラム開発事業 5,223

岡山県 特定非営利活動法人岡山健康医学研究会 介護・福祉・医療分野の従事者の資質向上と定着支援による地域包括ケアの構築事業 3,081

東京都 社団法人全国国民健康保険診療施設協議会 口腔機能向上による高齢者施設入所者の健康増進事業 10,471

東京都 特定非営利活動法人全国失語症友の会連合会 医療・介護・行政職対象の失語症の理解とケアの実践講座事業 3,880

京都府 社会福祉法人全国手話研修センター 手話奉仕員及び手話通訳者養成のためのモデル教材開発事業 7,638

京都府 全国手話通訳問題研究会 専門的な手話通訳者の雇用状況に関する調査研究事業 5,328

東京都
特定非営利活動法人全国小規模多機能型居宅介護事業者
連絡会

小規模多機能型居宅介護研修システム開発事業 10,500

神奈川県 一般社団法人全国新型特養推進協議会 新型特養介護職研修と地域ネットワーク事業 8,000

決定額
（千円）



所在地 団体名 事業名
決定額
（千円）

東京都 社団法人全国老人保健施設協会 介護職の離職後の職場復帰に関する調査研究事業 7,082

東京都 特定非営利活動法人当事者エンパワメントネットワーク 当事者主体の地域支援と自立支援協議会運営における研修事業 5,000

東京都 一般社団法人日本介護支援専門員協会 介護支援専門員の生涯学習体系に関する調査研究事業 14,000

東京都 一般社団法人日本介護支援専門員協会 介護支援専門員の研修受講管理システムの検討事業 14,000

東京都 社団法人日本介護福祉士会 障害種別に対応した介護のあり方に関する調査研究事業 16,361

東京都 社団法人日本介護福祉士養成施設協会 専門介護福祉士の認定制度に関する研究事業 21,730

東京都 社団法人日本社会福祉士会 専門社会福祉士認定システム構築事業 9,829

東京都 財団法人日本障害者リハビリテーション協会 個別支援計画の人材育成についての調査研究事業 3,270

東京都 社団法人日本精神保健福祉士協会 被保護精神障害者支援に関する研修事業 5,000

東京都 特定非営利活動法人グレースケア機構 上質なケア人材を伸ばす指名制ヘルパー事業 3,640

奈良県 財団法人たんぽぽの家 「言語から身振りへ」ふれあう回路開発事業 5,000

京都府 特定非営利活動法人つくし会 視覚障害訪問マッサージ師の指導者養成事業 2,875

愛知県 社会福祉法人むそう 障害者向け住宅アセスメント者養成事業 5,000



所在地 団体名 事業名
決定額
（千円）

和歌山県 特定非営利活動法人よつ葉福祉会 障害者介護員及び福祉職場支援者養成事業 4,464

東京都 特定非営利活動法人全国高齢者ケア協会 高齢者の尊厳ある終末期ケアの支援事業 2,351

東京都 社団法人日本医療社会事業協会 病院ソーシャルワーカー実績データ管理事業 4,454

東京都 特定非営利活動法人日本家族カウンセリング協会 ケアする人のための心のケア事業 2,200

神奈川県 日本語指導グループ“Ｙ” 在日ブラジル人介護分野への就労支援事業 4,870

福岡県 特定非営利活動法人北九州市障害者相談支援事業協会 障害者ケアマネジメント推進のための事業 5,000

滋賀県 立命館大学医療経営研究センター 東アジアとの共生（看護人材の質向上）事業 5,000

200,28729事業



平成２２年度　先進的・独創的活動支援事業　助成決定一覧（第１次助成）

④　地域や家庭における子育て支援に関する事業

（例） ・　子育て支援のネットワーク作りや安全・安心な子育て環境作りを支援する事業

・　児童虐待・ＤＶ・いじめ等により保護・支援が必要な子ども・家庭の支援事業

・　ひとり親家庭等への相談・就労等を支援する事業

・　青少年の非行防止・健全育成に関する事業

所在地 団体名 事業名

愛知県 一般社団法人ＤＶサバイバーアドヴォカシーセンター 地域におけるＤＶ防止とＤＶ被害家族のエンパワメント事業 7,251

東京都 ＤＶサバイバーネットワーク「さくら草」 ＤＶサバイバー相互支援事業 1,648

大阪府 ＩＰＡ（子どもの遊ぶ権利のための国際協会）日本支部 子どもの遊ぶ権利に関する専門家会議事業 2,615

東京都 特定非営利活動法人Ｔｒｉｐｌｅ　Ｐ　Ｊａｐａｎ
前向き子育てプログラム（Ｔｒｉｐｌｅ　Ｐ）による子育てプライマリケア推進とグループ支援の
促進事業

4,114

千葉県 特定非営利活動法人Ｗｉｎｋ 養育費と面接交渉推進のための啓発事業 5,000

東京都 特定非営利活動法人キッズエクスプレス２１実行委員会 プレパパ・プレママからの「子育て支援」プロジェクト事業 6,000

東京都 財団法人こども教育支援財団 引きこもり予防を含む不登校改善のための支援等推進事業 4,500

東京都 特定非営利活動法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ 母子家庭の母の就労・生活自立支援事業 5,580

東京都 特定非営利活動法人チャイルドライン支援センター 「子どもの声に耳を澄ませて」事業 7,200

決定額
（千円）



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ファミリーハウス 全国滞在施設運営団体の事例に基づく研修事業 3,346

東京都 ホームスタート・ジャパン 家庭訪問型子育て支援（ホームスタート）の全国普及事業 7,324

東京都 財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会 子育て支援のための妊娠中から継続したケアの研究事業 5,000

神奈川県 ＮＰＯ法人家庭的保育全国連絡協議会 家庭的保育研修等事業 10,038

東京都 財団法人健康・生きがい開発財団 地域における子育て支援のための人材育成事業 8,000

東京都 特定非営利活動法人元気な１２０才を創る会 地域でつくる「和愛（わいわい）食」事業 8,000

東京都 財団法人国際障害者年記念　ナイスハート基金
子どもたちの心のバリアをなくす啓発事業～障害のあるなしに関わらず音楽を通じてコ
ミュニケーションを図るワークショップ～

3,480

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 病児ＱＯＬ向上・病院支援コーディネート事業 13,779

神奈川県 ＮＰＯ法人子育てひろば全国連絡協議会 子育てひろば０１２３育ちの詩事業 7,608

東京都 財団法人児童育成協会 屋外遊びを通じたネットワークづくり事業 6,055

東京都 財団法人児童健全育成推進財団 児童館運営ガイドラインに関するテキスト作成・普及事業 4,653

東京都 障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会 障害児の里親促進のための基盤整備事業 7,752

埼玉県 特定非営利活動法人新座子育てネットワーク 地域子育て支援拠点における父親支援推進事業 6,000



所在地 団体名 事業名
決定額
（千円）

東京都 公益財団法人生協総合研究所 子育て期を支える一時保育地域拠点の確立と人材開発研究事業 3,791

宮城県
特定非営利活動法人全国コミュニティライフサポートセン
ター

保育施設の子どもの権利保障に関する普及啓発事業 8,854

東京都 社団法人全国子ども会連合会 発達課題に対応した活動カリキュラムと体験学習プログラムに関する調査研究事業 5,000

東京都 全国肢体不自由児施設運営協議会 肢体不自由児施設における虐待児への療育モデル事業 6,760

愛知県 全国自立援助ホーム連絡協議会 自立援助ホーム推進（子どもの自立援助機能強化）事業 4,164

東京都 社会福祉法人全国重症心身障害児（者）を守る会 重症心身障害児（者）のきょうだい支援事業 5,000

東京都 特定非営利活動法人全国女性シェルターネット
ＤＶ家庭における性虐待児童・性暴力被害当事者女性のための地域サポートネットワー
ク構築事業

7,853

東京都 全国地域活動連絡協議会 母親クラブの研修用テキストブック（マニュアル）作成事業 4,770

東京都 財団法人全国母子寡婦福祉団体協議会 母子家庭の子どもを中心とした生活実態（ヒアリング）調査事業 5,680

東京都 社団法人長寿社会文化協会 コミュニティカフェ活用の子育て支援モデル事業 7,200

東京都 財団法人東京基督教女子青年会 ＤＶ被害母子への支援システム強化のための調査・モデル構築事業 5,000

東京都 特定非営利活動法人難病のこども支援全国ネットワーク 小児慢性特定疾患児ピアカウンセリング研修事業 2,100

東京都 特定非営利活動法人日本子どもＮＰＯセンター 児童館・放課後児童クラブの指定管理にあたるＮＰＯ法人等の実態調査事業 2,128



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

虐待防止のためのメール相談および家庭支援事業 10,640

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 7,803

東京都 社団法人日本女医会 「十代の性の健康」支援ネットワーク作り事業 6,508

東京都 日本保育園保健協議会 保育所における感染症対策事業 7,633

東京都 社会福祉法人日本保育協会 保育所児童保育要録を中心とした保小連携推進事業 5,909

東京都 特定非営利活動法人日本冒険遊び場づくり協会 冒険遊び場づくり全国普及推進事業 6,316

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 7,520

東京都 財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター 大学生等青少年薬物乱用防止対策強化事業 32,713

東京都 財団法人民間放送教育協会 院内児童課外学習活動サポート事業 5,600

東京都
特定非営利活動法人ＪａｐａｎＨｉｐ－ｈｏｐＤａｎｃｅＡｓｓｏｃｉａｔｉｏ
ｎ

ダンスによる潜在能力開発の研究開発事業 4,982

北海道 一般社団法人Ｊ－ＣＡＰＴＡ 要保護児童と援助者へのサポート事業 5,000

兵庫県 特定非営利活動法人ＰＡＲＩＦ 子育てマスター・子育てヘルパー養成事業 4,714

東京都 特定非営利活動法人ＴＥＥＮＳＰＯＳＴ “ボーイズ＆ガールズ　トゥゲザー”自立支援ネットワーク事業 5,000



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キッズドア 学生による学習ボランティアの普及拡大事業 4,077

愛知県 ＮＰＯ法人こどもサポートネットあいち 「虐待児継続手記集作成と施設の現状考察」事業 4,366

東京都 特定非営利活動法人セルフ・サポート研究所 薬物依存症者のための外来リハビリ提供事業 5,000

東京都 特定非営利活動法人でんでん子ども応援隊 ひろばから学童まで＠子育てコンビニ事業 4,415

東京都 にっぽん子育て応援団 地方におけるソーシャルキャピタル研究事業 4,840

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創出事業 5,000

東京都 特定非営利活動法人フリースクール全国ネットワーク フリースクールの中間支援・機能強化事業 4,283

東京都 特定非営利活動法人プレーパークせたがや 思春期の子ども支援・親支援事業 4,978

岐阜県 特定非営利活動法人まちの家赤坂宿 地域で子育て「お茶の間保健室」事業 4,000

神奈川県 特定非営利活動法人ワンデーポート 若者のギャンブラー自立支援普及事業 5,000

福岡県 特定非営利活動法人九州大学こころとそだちの相談室 安全委員会ネットワークの形成事業 1,479

岡山県 特定非営利活動法人子どもシェルターモモ 緊急一時避難をした青少年の自立支援事業 5,000

福岡県 子どもと病院を考えるプロジェクトｋｏｐｉｔａｌ 長期入院の子どもへのアートと地域参画事業 4,350



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子どもの村福岡 家庭的養護の人材養成プログラム開発事業 4,126

東京都 特定非営利活動法人生きるちからＶＩＶＡＣＥ 子どものホスピス運営のための調査研究事業 4,610

東京都 社団法人青少年健康センター ひきこもり者の社会参加テキスト作成事業 1,500

香川県 全国子育てタクシー協会 親子や子供の移動支援にかかる事業 3,814

新潟県 多世代交流館になニ～ナ 「子育て防災士養成講座」事業 4,671

東京都 特定非営利活動法人多摩在宅支援センター円 精神疾患をもつ親とその家族の在り方検討事業 1,936

埼玉県 特定非営利活動法人地球元気村 ひとり親家庭向け冒険体験プログラム事業 4,250

東京都
特定非営利活動法人登校拒否・不登校を考える全国ネット
ワーク

不登校と医療とのネットワークづくり事業 4,838

東京都 日本アノレキシア・ブリミア協会 親子で読める摂食障害対応ガイド作成事業 5,000

東京都 財団法人日本予防医学協会 夜泣き防止による育児支援ネットワーク事業 5,000

福島県 一般社団法人日本養育研究会 児童養護施設における養護技能調査研究事業 2,800

兵庫県 特定非営利活動法人神戸定住外国人支援センター 多文化子ども共育センター事業 5,000

兵庫県 特定非営利活動法人市民活動センター神戸 ネットワークによる経営手法の共同開発事業 5,000



所在地 団体名 事業名
決定額
（千円）

422,91474 事業



平成２２年度　先進的・独創的活動支援事業　助成決定一覧（第１次助成）

⑤　高齢者・障害者の介護を担う家族を支援するための基盤の確保及びネットワーク整備を図る事業

（例） ・　介護知識の提供・介護技術の習得を支援する事業

・　地域で介護を担う家族の一時的な休息、見守り等を支援する事業

・　在宅で安心して生活できる環境をサポートするネットワーク事業

所在地 団体名 事業名

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

認知症高齢者介護家族への個別相談対応のための研修システム構築事業 21,000

愛知県 社会福祉法人ＡＪＵ自立の家 ＧＩＳ災害時要援護者支援システム開発事業 4,883

京都府 京都障害児放課後ネットワーク 障害児家族就労促進調査・研究事業 2,300

長野県 高齢者協同企業組合泰阜 生活リハビリ教室・要介護者生活支援事業 3,642

東京都 特定非営利活動法人市民福祉サポートセンター 「子育て・介護複合課題」調査研究事業 3,300

東京都 特定非営利活動法人若年認知症サポートセンター 若年認知症のファミリーへの支援事業 4,750

青森県 社会福祉法人青森県社会福祉協議会 「新型福祉安心電話サービス」開発事業 5,000

千葉県 特定非営利活動法人地域精神保健福祉機構 統合失調症の初期家族講座事業 4,900

岡山県 日本プライマリ・ケア学会岡山支部会 「プライマリ・ケア地域連携パス」づくり事業 3,740

決定額
（千円）



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福島県ベンチャー・ＳＯＨＯ・テレワー
カー共働機構

情報通信技術を活用した地域見守り事業 4,000

57,51510事業



平成２２年度　先進的・独創的活動支援事業　助成決定一覧（第１次助成）

⑥　高齢者・障害者の就労支援・権利擁護等に関する事業

（例） ・　就労支援のための場の提供、ネットワークづくり等を支援する事業

・　虐待・消費者被害等高齢者・障害者の権利擁護のため相談・支援する事業

所在地 団体名 事業名

東京都 高齢社会ＮＧＯ連携協議会 成年後見制度の利用をサポートする成年後見アドバイザーの養成事業 8,000

東京都 特定非営利活動法人日本セルプセンター 共同事業化を目指した製造技術の向上と新商品開発のための実践研修事業 5,000

東京都 社団法人日本精神保健福祉士協会 精神障害者の生活支援と権利擁護に関する普及啓発事業 7,832

東京都 日本労働者協同組合連合会 協同労働で障害者就労を進めるセンター機能の研究事業 3,938

東京都 特定非営利活動法人ＷＥＬ’Ｓ新木場 屋上ワインづくりと障害者職業訓練事業 1,817

神奈川県 社会福祉法人あおぞら共生会 地域住民による地域住民のための権利擁護事業 5,000

滋賀県 特定非営利活動法人あさがお 法人を核とする成年後見事業 3,088

神奈川県 特定非営利活動法人オープンソースソフトウェア・シティ ＩＴ利活用支援ヘルプデスク事業 5,000

兵庫県 特定非営利活動法人ソーシャル・デザイン・ファンド 福祉施設の商品力・販売力向上地域連携事業 5,000

兵庫県 社会福祉法人伊丹市社会福祉協議会 包括的権利擁護支援たよれるネット構築事業 5,000

決定額
（千円）



所在地 団体名 事業名
決定額
（千円）

埼玉県 ＮＰＯ法人埼玉成年後見センターいきいきネット 法人後見システム構築事業 4,390

大分県 特定非営利活動法人成年後見・権利擁護大分ネット 社会福祉ＡＤＲ実践に関する調査研究事業 3,602

東京都
特定非営利活動法人全国精神障害者就労支援事業所連合
会

働く精神障害者のネットＴＶ配信事業 4,400

愛知県 特定非営利活動法人東三河後見センター 市民後見人養成とサポートシステム構築事業 3,007

香川県 特定非営利活動法人明日に架ける橋 障害者による地域の見守りサービス創出事業 4,145

北海道 特定非営利活動法人和 農協等との連携による障がい者就労開拓事業 5,000

宮城県 特定非営利活動法人雲母倶楽部 高齢者支援を通じた高次脳機能障害者の就労事業 4,642

78,86117事業



平成２２年度　先進的・独創的活動支援事業　助成決定一覧（第１次助成）

⑦　日常生活、社会参加等を支援する福祉用具の実用化研究開発に関する事業

所在地 団体名 事業名

北海道 株式会社電制
舌・顎・唇における構音運動を補完するリアルタイム音声コミュニケーション装置の研究
開発事業

5,000

東京都 アライド・ブレインズ株式会社 肢体不自由者向けＰＣ操作・入力支援ソフトの全面リニューアルと機能拡張事業 8,000

島根県 特定非営利活動法人プロジェクトゆうあい
携帯ゲーム機を活用した発声障がい者のためのコミュニケーション支援ソフトの開発事
業

9,765

島根県 有限会社ユーエムディー 電動車いす用の新方式入力装置の開発事業 5,000

東京都 全国福祉用具専門相談員協会
福祉用具利用後の状況確認（モニタリング）から見える製品使用の不具合に関する調
査研究事業

4,000

東京都 テクノツール株式会社稲城事業所 重度障がい者の介護・支援者のための携帯型エアペン文字盤システムの開発事業 14,000

東京都 フランスベッド株式会社 手動車いす自動ブレーキ装置の改良と実用化の事業 20,331

埼玉県 株式会社サンワ
搭乗フロアー自動水平式の手動・電動車いす用階段昇降車コンパクトタイプの開発事
業

14,000

東京都 株式会社東京信友 環境音を文字情報に変える聴覚障がい者用屋内信号装置の開発事業 12,915

大阪府 株式会社アシスト
「共通ジョイントシステム」による「コスト抑制」と「納期短縮」と「リサイクル」を目的とする
「姿勢保持用車いす等オーダーフレーム」の開発事業

10,500

北海道 株式会社プラウシップ 小型軽量なトランスファ・スツールの開発事業 5,528

決定額
（千円）



所在地 団体名 事業名
決定額
（千円）

109,03911 事業



平成２２年度　先進的・独創的活動支援事業　助成決定一覧（第１次助成）

⑧　その他全国又は広域的な普及・波及効果が期待できる事業

所在地 団体名 事業名

東京都 社会福祉法人全国社会福祉協議会 「全国ボランティアフェスティバルひろしま」開催事業 35,467

東京都 公益社団法人日本動物病院福祉協会 アニマルセラピーに従事するボランティアの研修事業 2,500

東京都 社団法人日本福祉用具供給協会 福祉用具貸与サービスに対する利用者の評価に関する調査事業 8,000

東京都 社会福祉法人東京都社会福祉協議会 地域福祉推進のための協働契約研究開発事業 5,000

50,967

決定額
（千円）

4事業



①　高齢者・障害者が主体的・積極的に活動することができるよう創意工夫を活かした場の提供等を図る事業

（例） ・　地域で生きがいをもって普通の暮らしをすることを支援する事業

・　高齢者等の健康保持事業の促進、団塊の世代等による地域のコミュニティの再生に関する事業

・　認知症高齢者を地域で交え、受け入れていくための支援事業

・　高齢者・障害者の住環境問題に関する事業

所在地 団　体　名 事　　業　　名

北海道 社団法人北海道総合研究調査会 共生型施設における地域福祉創出モデル事業 9,205

千葉県
特定非営利活動法人リカバリーサポートセンターＡＣＴＩ
ＰＳ

精神障害者の医療・保健・福祉を包括した支援体制つくり事業 2,440

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開発事業 4,815

東京都 特定非営利活動法人市民福祉団体全国協議会 団塊世代の地域デビュープロジェクト事業 11,390

神奈川県 特定非営利活動法人かながわ子ども教室 高齢者による「子ども教室」の全国展開事業 3,870

神奈川県 特定非営利活動法人健康生きがいづくり教室 団塊世代参加による地域高齢者支援増強事業 4,000

神奈川県 財団法人現代人形劇センター 聴覚障害者の文化活動への参加推進事業 3,121

滋賀県 特定非営利活動法人五環生活 高齢者を対象とした自転車タクシーによるコミュニティ輸送事業 1,753

大阪府 特定非営利活動法人全日本企業福祉協会 団塊世代の高齢者支援組織設立運営支援事業 4,000

大阪府 社会福祉法人ポポロの会 書及び絵画、創作品の展覧会事業 536

45,130

平成２２年度　先進的・独創的活動支援事業　助成決定一覧（第２次助成）

決定額
（千円）

10事業



②　貧困対策等社会的支援（福祉的支援）が必要な事業

（例） ・　生活保護のボーダーにある低所得者を支援する事業

・　ホームレス、ネットカフェ難民等を支援する事業

・　発達障害や医療的ケアが必要な状態にある者とその家族への支援

・　刑務所出所者への福祉的支援

・　へき地等におけるサービス提供

所在地 団　体　名 事　　業　　名

北海道 ＤＰＩ北海道ブロック会議 障害児・者の医療的ケア等に関する検討事業 3,700

埼玉県 「なくそう！子どもの貧困」全国ネットワーク 「子どもの貧困」をなくそう啓発事業 2,402

東京都 特定非営利活動法人日本ソーシャル・マイノリティ協会 再チャレンジ・出所者自立支援事業 10,218

静岡県 ＮＰＯ　ＰＯＰＯＬＯ あんしんライフサポート事業 3,399

愛知県 医療・福祉・保健・教育のネットワーク名古屋 重度障害者の医療的ケアを考える事業 4,968

京都府 特定非営利活動法人グローバルヒューマン 貧困者に対する研修・就労支援モデル事業 17,188

奈良県 特定非営利活動法人奈良ＤＡＩＳＹの会 発達障害児へのマルチメディア図書提供事業 3,000

広島県 ぶらっと広島 矯正施設出所者等への社会生活支援事業 6,271

福岡県 社会福祉法人グリーンコープ ホームレス施設入所者の自立を支援する事業 11,240

決定額
（千円）

平成２２年度　先進的・独創的活動支援事業　助成決定一覧（第２次助成）



所在地 団　体　名 事　　業　　名
決定額
（千円）

長崎県 全国地域生活定着支援センター運営協議会 地域生活定着支援センター啓発研修事業 6,073

沖縄県 一般社団法人Ｋｕｋｕｒｕ 医療ケアの必要な子どもと家族の支援事業 2,193

70,65211事業



③　福祉・介護従事者の確保・育成に関する事業

（例） ・　福祉・介護分野に従事する者の資質の向上に関する事業

・　福祉・介護分野に従事する者の定着支援に関する事業

・　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

宮城県 みやぎ小規模多機能型居宅介護連絡会 東北の小規模多機能型居宅介護の連携事業 3,270

千葉県 全国公的扶助研究会 貧困問題ワーカー全国研修事業 6,700

東京都 社団法人日本精神保健福祉士協会 精神保健福祉士災害支援体制整備事業 9,738

愛知県 一般社団法人発達支援協会 障害児・者の発語を促す指導セミナー事業 1,450

21,1584事業

平成２２年度　先進的・独創的活動支援事業　助成決定一覧（第２次助成）

決定額
（千円）



④　地域や家庭における子育て支援に関する事業

（例） ・　子育て支援のネットワーク作りや安全・安心な子育て環境作りを支援する事業

・　児童虐待・ＤＶ・いじめ等により保護・支援が必要な子ども・家庭の支援事業

・　ひとり親家庭等への相談・就労等を支援する事業

・　青少年の非行防止・健全育成に関する事業

所在地 団　体　名 事　　業　　名

北海道 特定非営利活動法人札幌市福祉生活支援センター 青少年と高齢者の世代交流を行う事業 1,000

東京都 家庭訪問型子育て支援研究会 家庭訪問型子育て支援の標準化調査研究事業 3,042

東京都 一般社団法人ギブキッズザワールド・ジャパン 難病の子どもと家族に夢を提供する事業 4,500

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

民間団体子育て虐待防止電話相談員研修事業 3,665

大阪府 宗教法人カトリック大阪大司教区 虐待経験のあるこどもたちのセルフケア事業 953

大阪府 社会福祉法人太陽社会福祉事業協会 子どもシェルター運営事業 3,820

兵庫県 特定非営利活動法人こどもコミュニティケア 医療的ケア共生保育教育プログラム開発事業 2,740

広島県 特定非営利活動法人よもぎのアトリエ 団塊世代おばさん達の社会的子育て支援事業 4,900

福岡県 ＳＨＯＷ－ＧＵＹＳステージプロジェクト委員会 ＳＨＯＷ－ＧＵＹＳステージイベント交流事業 2,707

佐賀県 特定非営利活動法人ＩＴサポートさが 親子で学ぶ情報モラル啓発モデル事業 4,246

31,57310事業

平成２２年度　先進的・独創的活動支援事業　助成決定一覧（第２次助成）

決定額
（千円）



⑤　高齢者・障害者の介護を担う家族を支援するための基盤の確保及びネットワーク整備を図る事業

（例） ・　介護知識の提供・介護技術の習得を支援する事業

・　地域で介護を担う家族の一時的な休息、見守り等を支援する事業

・　在宅で安心して生活できる環境をサポートするネットワーク事業

所在地 団　体　名 事　　業　　名

北海道 特定非営利活動法人北海道ＮＰＯサポートセンター 中間支援ＮＰＯによる市民等への福祉主体形成事業 3,414

埼玉県 社会福祉法人明正会 介護施設での看取り介護講演会事業 668

東京都 社会福祉法人浴風会 認知症高齢者の家族と医療との連携促進事業 11,797

静岡県 社会福祉法人小羊学園 在宅重症心身障害児者への特殊食提供事業 2,200

兵庫県 特定非営利活動法人スマイルウェイ 男性介護者用コミュニティとビデオ制作事業 5,076

23,155

平成２２年度　先進的・独創的活動支援事業　助成決定一覧（第２次助成）

5事業

決定額
（千円）



⑥　高齢者・障害者の就労支援・権利擁護等に関する事業

（例） ・　就労支援のための場の提供、ネットワークづくり等を支援する事業

・　虐待・消費者被害等高齢者・障害者の権利擁護のため相談・支援する事業

所在地 団　体　名 事　　業　　名

北海道 社会福祉法人小樽市社会福祉協議会 成年後見制度適正活用のための官民協働事業 4,349

埼玉県 特定非営利活動法人むさしの里山研究会 里山保全活動による障害者の自立支援事業 741

大阪府 ネクストステージ大阪有限責任事業組合 発達障害等を含む若者の就労マッチング事業 3,000

8,090

平成２２年度　先進的・独創的活動支援事業　助成決定一覧（第２次助成）

3事業

決定額
（千円）



⑦　日常生活、社会参加等を支援する福祉用具の実用化研究開発に関する事業

所在地 団　体　名 事　　業　　名
決定額
（千円）

平成２２年度　先進的・独創的活動支援事業　助成決定一覧（第２次助成）

該  当  な  し



⑧　その他全国又は広域的な普及・波及効果が期待できる事業

所在地 団　体　名 事　　業　　名

茨城県 特定非営利活動法人リヴォルヴ学校教育研究所 冊子：読み書き障害への理解と支援配布事業 1,000

東京都 共用品ネット ミュージアムのＵＤ配慮推進事業 1,320

東京都 建築環境ワークス協同組合 耐火木造による福祉施設建設指針策定事業 5,000

東京都 特定非営利活動法人日本せきずい基金 脊損者支援・再生医療シンポジウム開催事業 855

東京都 特定非営利活動法人日本バリアフリー協会 音楽イベントによる障害児者の自立促進事業 5,250

東京都 福祉デザイン研究所 限界集落・自治体の地域コミュニティ再生事業 1,847

熊本県 特定非営利活動法人おーさぁ 自治体と進む地域包括ケアシステム構築事業 5,000

20,2727事業

決定額
（千円）

平成２２年度　先進的・独創的活動支援事業　助成決定一覧（第２次助成）



②　貧困対策等社会的支援（福祉的支援）が必要な事業

（例） ・　生活保護のボーダーにある低所得者を支援する事業

・　ホームレス、ネットカフェ難民等を支援する事業

・　発達障害や医療的ケアが必要な状態にある者とその家族への支援

・　刑務所出所者への福祉的支援

・　へき地等におけるサービス提供

所在地 団　体　名 事　　業　　名

東京都 特定非営利活動法人山友会 生活困難者総合支援モデル開発事業 1,820

東京都 特定非営利活動法人自立支援センターふるさとの会 ホームレス等配食活動・緊急居住・相談事業 2,504

東京都 特定非営利活動法人ＴＥＮＯＨＡＳＩ 路上生活状態にある障害者支援事業 5,294

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 4,017

東京都 特定非営利活動法人ホームレス支援全国ネットワーク ホームレス支援専門員育成プログラム開発研究事業 3,308

東京都 ホームレス総合相談ネットワーク ホームレス問題を解決する相談事業・普及啓発事業 3,350

神奈川県 特定非営利活動法人さなぎ達 寿ＪＵＭＰ事業 500

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モデル事業 1,869

決定額
（千円）

平成２２年度　先進的・独創的活動支援事業　助成決定一覧（第３次助成）



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ささしま共生会 野宿生活者の「自立」の為の総合支援事業 5,180

滋賀県 近江よまわりの会 滋賀県下ホームレス支援事業 500

大阪府 特定非営利活動法人長居公園元気ネット 貧困者の＜出会い－協同体験＞創造事業 1,082

大阪府 野宿者ネットワーク 凍死を防ぐために寝袋を各人配布する事業 500

大阪府 特定非営利活動法人ビッグイシュー基金 若者ホームレス白書作成、報告会開催等事業 1,473

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自立支援・促進事業 3,375

熊本県 特定非営利活動法人熊本ホームレス自立支援の会 ホームレス等生活支援・配食・サロン事業 3,013

沖縄県 特定非営利活動法人プロミスキーパーズ ホームレス自立、居宅確保、就労支援事業 3,863

41,64816事業



平成２２年度　先進的・独創的活動支援事業　助成決定一覧（第４次助成）

②　貧困対策等社会的支援（福祉的支援）が必要な事業

（例） ・　生活保護のボーダーにある低所得者を支援する事業

・　ホームレス、ネットカフェ難民等を支援する事業

・　発達障害や医療的ケアが必要な状態にある者とその家族への支援

・　刑務所出所者への福祉的支援

・　へき地等におけるサービス提供

所在地 団体名 事業名

東京都 社会福祉法人全国社会福祉協議会 大規模災害時の情報集約システム構築事業 12,542

決定額
（千円）


