
平成２２年度　地域活動支援事業　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

北海道 特定非営利活動法人とむての森 地域共同開放型ピザ・燻製窯製作事業 2,000

北海道 東北海道コーチズ 高齢者の自立を促す介護予防体操普及事業 2,000

北海道 社会福祉法人富良野市社会福祉協議会 地域住民による社会的弱者支援体制整備事業 2,000

北海道 特定非営利活動法人ボラナビ倶楽部 地域で求められる新たな受け皿づくり事業 930

北海道 特定非営利活動法人わーかーびぃー 地域協働による共生型障がい者総合支援事業 2,000

札幌市 特定非営利活動法人教育キャリアプロデュース 「重度障がい者をコンサートホールへ」事業 1,734

青森県 特定非営利活動法人青森市手をつなぐ育成会 青森市手をつなぐ育成会地域生活支援事業 1,618

青森県 社会福祉法人田舎館村社会福祉協議会 東日流うどんの会事業 1,600

青森県 ちゃぺの会 津軽沿線ふれあいステーション事業 1,979

決定額
（千円）



所在地 団体名 事業名
決定額
（千円）

青森県 ふくけん福祉住環境研究会 ちいさなまちづくり物語事業 1,600

岩手県 特定非営利活動法人ワークハウス雲 障害者と主婦による独居老人への配食事業 1,951

宮城県
特定非営利活動法人宮城県認知症グループホーム協
議会

みやぎＧＨ劇団事業 2,000

秋田県 社会福祉法人秋田市社会福祉協議会 一人暮らし高齢者等への安心キット事業 2,000

山形県 ｆｙｃファミリー倶楽部 団塊世代による地域のコミュニティ再生事業 2,000

山形県 特定非営利活動法人むあはうす NPO法人むあはうす山ぶどう販売事業 1,111

山形県 山形県パーキンソン病友の会 パーキンソン病患者の啓蒙と理解推進事業 1,400

福島県 「ありがとうの会２０１０」実行委員会 人と人を結び感謝し合える街づくり事業 627

茨城県 特定非営利活動法人アニマルセラピー協会 認知症高齢者へのアニマルセラピー普及事業 2,000

茨城県
特定非営利活動法人茨城県地域密着型介護サービス
協議会

認知症地域サポート相談員養成事業 1,963

茨城県 特定非営利活動法人茨城県中途失聴・難聴者協会 難聴者生活のサポート事業 2,000

茨城県 特定非営利活動法人月曜クラブ 牛久市団塊世代対象者活性化推進事業 2,000

茨城県 特定非営利活動法人友の会かたくりポッケ 高齢者、障害者介護支援生活支援事業 1,773



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風の詩 認知症高齢者の地域生活支援連携構築事業 1,900

栃木県 特定非営利活動法人さわやかガーデンみかも 団塊世代等による高齢者への園芸支援事業 2,000

栃木県 光舞隊 地域への障害理解及び障害者の社会参加事業 1,110

栃木県 特定非営利活動法人ぼらーれ 機織で障がい者の地域活動を拡充する事業 1,350

群馬県 特定非営利活動法人生きがい１１０番 地域のみんなが安心して暮らせる助けあい事業 1,330

群馬県 特定非営利活動法人かけはし 傾聴ボランティア養成講座開催事業 712

群馬県 ふれあいサークル 障害児・者の居場所作り事業 1,423

埼玉県 Ｗ．ｃｏコミュニティスペースふるーつぽんち みんなおいで！ふるーつぽんち事業 1,361

埼玉県 特定非営利活動法人こすもす これで親離れ子離れバッチリ！宿泊体験事業 2,000

埼玉県 特定非営利活動法人埼玉カウンセリングセンター 地域コミュニティによる災害時心のケア事業 2,000

埼玉県 社会福祉法人徳誠会 自立生活を長く送れるような身体作り事業 1,816

さいたま
市

特定非営利活動法人ＫＨＪ埼玉けやきの会家族会 引きこもり若者社会参加展開事業 1,215

さいたま
市

コミュニティーグループ千草の会 団塊世代高齢健常者障害者社会参加促進事業 1,460



所在地 団体名 事業名
決定額
（千円）

千葉県 たまりば「はなみずき」 たまりばコンサート事業 1,840

千葉県 財団法人千葉県肢体不自由児協会 バリアフリーグルメマップＨＰ作成事業 2,000

千葉県 特定非営利活動法人ながれやま栞 電子機器による視覚障害者音読環境促進事業 1,225

千葉県 特定非営利活動法人野田文化研究会 団塊世代の豊かなボランティア活動養成事業 900

千葉県 花いちりん柏 高齢者の生きがいステーションづくり事業 228

東京都 特定非営利活動法人ＤＰＩ日本会議 協働のバリアフリーづくりモデル事業 2,000

東京都 特定非営利活動法人ＶＩＶＩＤ 生活スキルプログラム研究・開発事業 1,100

東京都 あきる野市地域自立支援協議会 市民の障がい理解を深める事業 1,092

東京都 三昧や 食による高齢者と引きこもり青年の支援事業 2,000

東京都 東京都多摩地区生涯学習インストラクターの会 団塊世代等による高齢者の生きがい支援事業 1,830

東京都 社会福祉法人ドリームヴイ 障害者のバランス夕ごはん食事会事業 1,840

東京都
特定非営利活動法人西東京NPO推進センター〔セプロ
ス〕

メールで高齢者の見守りネットワーク事業 2,000

東京都 特定非営利活動法人日本訪問歯科振興協会 病院における訪問歯科診療の推進事業 2,000



所在地 団体名 事業名
決定額
（千円）

東京都 社会福祉法人パール パール介護予防若返りサークル事業 1,434

東京都
特定非営利活動法人バリアフリー・スポーツ・ネット
ワーク

ウォータースポーツリハビリ指導者養成事業 2,000

東京都 特定非営利活動法人和と輪会 おばあちゃん先生のパン教室事業 663

神奈川県 社団法人神奈川県聴覚障害者協会 聴覚障害者の支援体制調査検討事業 1,722

神奈川県
特定非営利活動法人神奈川県視覚障害者情報雇用
福祉ネットワーク

視覚障害当事者による福祉教育事業 2,000

神奈川県 特定非営利活動法人き・ら・ら 子育て世代と高齢者等の交流サロン事業 2,000

神奈川県 特定非営利活動法人パソボラサークル 空き店舗を利用した障がい者自立支援事業 2,000

神奈川県 わきⅱ 園芸福祉事業 1,998

横浜市 特定非営利活動法人Ｅｎｊｏｙｍｅｎｔ 障害者と健常者が共にすごすための居場所づくり事業 974

横浜市 特定非営利活動法人ゆっくりいそご 精神障害者と地域住民のダンス活動交流事業 1,313

横浜市 特定非営利活動法人横浜移動サービス協議会 障がい児・者無償支援者向安全運転講習事業 1,894

横浜市 社会福祉法人孝楽会 農園作業で高齢者のいきいき健康づくり事業 2,000

横浜市 楠の木学園OB・OG親の会 ほっとカフェくすのき事業 2,000



所在地 団体名 事業名
決定額
（千円）

新潟県 園芸福祉にいがた 団塊の世代・障害者への園芸福祉普及事業 2,000

新潟県 特定非営利活動法人地域活動サポートセンター柏崎 団塊の世代等による高齢者への支援事業 1,960

新潟県 特定非営利活動法人ねっとわーくエプロン 障がい者等の社会参加サポート事業 1,070

新潟県 特定非営利活動法人りとるらいふ 障害者アート普及啓発事業 2,000

新潟市 特定非営利活動法人藹翔会 車両購入による社会参加拡充事業 1,296

富山県 特定非営利活動法人Ｆ－ｓｉｔｅ 聴覚障がい者向け映像制作研究事業 2,000

富山県 社会福祉法人野の草会 「中山間地の休耕田・遊休地」活性化事業 1,741

石川県 かなざわ夢紙芝居 “旗源平”と“紙芝居”で偲ぶ石川の歴史事業 733

石川県 社会福祉法人小松市社会福祉協議会 さわふれサロン・トータルセンター構想事業 1,436

石川県 特定非営利活動法人福寿草の郷 ハンディを抱えた方への農を通じた支援事業 2,000

福井県 特定非営利活動法人くまっこクラブふくい 障害のある子どもたちの生活訓練事業 2,000

福井県 社会福祉法人慶長会 障がい者の社会参加による地域活性促進事業 600

福井県 特定非営利活動法人若狭美＆Bネット 障がい者アート作品公募事業 1,617



所在地 団体名 事業名
決定額
（千円）

福井県 特定非営利活動法人夢栽培・花と心の豊かさと 夢と心の栽培事業 1,610

山梨県 ＲＨＹＴＨＭ　ＯＦ　ＬＯＶＥ 三世代交流命の健康安全郷育プログラム事業 958

山梨県 社会福祉法人山梨県障害者福祉協会 障害者福祉ふれあい会議４つのキャンペーン事業 1,329

長野県 特定非営利活動法人あおぞら 施設を核にした高齢者対応と地域活性化事業 1,853

長野県 人工内耳センター利用者親の会 聴覚障害児のモバイル型要約筆記体験事業 2,000

長野県 長野県中途失聴・難聴者協会 中失・難聴者のコミュニケーション支援事業 2,000

長野県 長野失語症友の会 失語症者の人間力を創るテーマ劇の上演事業 2,000

岐阜県 特定非営利活動法人なじみのふるさと 障害児者を中心とした地域住民との交流事業 1,790

岐阜県 特定非営利活動法人バーチャルメディア工房ぎふ 重度障害者の為の音楽の場創造事業 2,000

岐阜県 特定非営利活動法人ピッコロ 三世代地域ふれあい支援活動事業 490

岐阜県 社会福祉法人美濃加茂市社会福祉協議会 団塊世代による町内会お助けマン事業 2,000

静岡県 特定非営利活動法人ひつじの会 家庭訪問・送迎活動強化事業 1,379

静岡県 一般社団法人まちの遊民社 還暦世代による地域コミュニティ再生事業 2,000



所在地 団体名 事業名
決定額
（千円）

浜松市 特定非営利活動法人笠井共生活動センター 地域の資源活用と交流による療育充実事業 1,112

愛知県 特定非営利活動法人もやい 高齢者による子育て・親育て支援事業 619

愛知県 愛知県知的障害者育成会 障害者が携帯する生活支援手帳作成事業 1,100

愛知県 愛知盲ろう者友の会 盲ろう者向け情報取得支援事業 1,226

名古屋市 特定非営利活動法人くれよんＢＯＸ 車いすさんも安心！町の歯医者情報提供事業 1,835

名古屋市 ボイス・ナビゲーター あおなみ線音声マップ製作事業 1,503

三重県 生涯学習まちづくり研究会ＴＳＵ 団塊の世代と共に健康とまちづくり事業 718

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 福祉文化の高揚による、まちなか活性化事業 1,000

滋賀県 特定非営利活動法人子育て研究会 こんこん山　森の基地づくり事業 1,773

京都市 特定非営利活動法人京都コミュニティ放送 ＦＭラジオ放送による地域福祉情報発信事業 2,000

大阪府 特定非営利活動法人いきいき会 「自宅を終の住家に」地域連携の構築事業 800

大阪府 特定非営利活動法人いちばん星 いちばん星っ子くらぶ事業 671

大阪府
特定非営利活動法人インクルージョンプログラムラボ
ラトリ

スポーツ分野での障害者就労体験支援事業 1,800



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京阪総合カウンセリング 中高年の精神障害予防と社会参加応援事業 1,545

大阪府 特定非営利活動法人すがはらひがし 常設サロン充実と送迎着手による活性化事業 2,000

大阪府 特定非営利活動法人デイサービスおおはすの家 福祉のワンストップ相談、地域福祉拠点事業 1,690

大阪府 特定非営利活動法人寝屋川あいの会 市民協働による高齢者サポートセンター事業 2,000

大阪府 府営寝屋川打上住宅自治会 常設型ふれあいサロン事業 1,540

大阪府 みんなでつくる広場「ちょこっと」 心のバリアフリーを目指した居場所作り事業 1,674

大阪市 特定非営利活動法人あすかコミュニティ ＡＳＵ生きがいサポート事業 1,249

大阪市 特定非営利活動法人樹 地域生活支援ネットワークサロン事業 2,000

大阪市 特定非営利活動法人大阪市難聴者・中途失聴者協会 高齢難聴者のための社会参加促進事業 1,700

大阪市 特定非営利活動法人キャンピズ 障害者キャンプ指導者養成事業 1,585

大阪市 特定非営利活動法人こえとことばとこころの部屋 釜ケ崎分野横断的中間ネットワーク事業 1,169

大阪市 特定非営利活動法人地域生活サポートネットほうぷ 障害児の自立に向けての社会生活体験事業 847

堺市 府営桃山台１．２丁ふれあいリビング運営委員会 ふれあいリビング・のぞみ事業 1,998



所在地 団体名 事業名
決定額
（千円）

兵庫県 「そよ風」 地域コミュニティー再生のふれあいサロン事業 638

兵庫県 社会福祉法人朝来市社会福祉協議会 あさくる　ＷｉｎＷｉｎ　ｐｒｏｊｅｃｔ事業 2,000

兵庫県 白瀬川両岸集合住宅協議会 白瀬川両岸集合住宅協議会福祉事業 2,000

兵庫県
特定非営利活動法人ひょうごセルフヘルプ支援セン
ター

誰もが共に生きる社会構築啓発事業 1,380

兵庫県 特定非営利活動法人訪問ヘアカットサービス・あかり 高齢療養者技術提供シニア再就職支援事業 2,000

兵庫県 特定非営利活動法人ゆめ空港 団塊の世代等による高齢者への支援事業 1,850

神戸市 特定非営利活動法人すまみらい 精神障がいをテーマにした啓発絵本製作事業 1,000

神戸市 ミュージック・アトリエ「エコー」 高齢者・障害者のための療法的音楽活動事業 1,690

奈良県 特定非営利活動法人東吉野村まちづくりＮＰＯ 福祉・介護活動を通したまちづくり事業 2,000

和歌山県 ありんこの会 ありんこふれあいルーム事業 1,273

和歌山県 特定非営利活動法人二千年の会 生きることの素晴らしさを発見する事業 2,000

和歌山県 ほっとタウン有功 介護予防・助けあいのまちづくり事業 2,000

和歌山県 特定非営利活動法人和歌山盲ろう者友の会 県民と盲ろう者が共に歩むための促進事業 2,000



所在地 団体名 事業名
決定額
（千円）

鳥取県 カリンバすこやか倶楽部 障がい者・高齢者の楽器演奏を支援する事業 1,019

鳥取県 社会福祉法人もみの木福祉会 鳥取県西部地区障害アート活動支援事業 500

島根県 社会福祉法人ウェル　エヌシー デイに参加しない日の生活向上モデル事業 1,807

島根県 社会福祉法人ことぶき福祉会 地域密着福祉サービスの新たな展開事業 1,670

島根県 特定非営利活動法人ひまわり ひまわり元気サロン事業 600

島根県 特定非営利活動法人プロジェクトゆうあい 障がい者の旅のサポートシステム構築事業 2,000

岡山県 特定非営利活動法人いちご一会 障がい者と高齢者の生き甲斐仕事支援事業 1,647

岡山県 特定非営利活動法人移動ネットおかやま 福祉有償運送による地域課題への挑戦事業 1,380

岡山県 岡山県視覚障害者センター朗読奉仕ふきの会 音声訳推進事業 1,963

岡山県 特定非営利活動法人まちづかい塾 しおまち・人町・生涯現役事業 2,000

岡山県 特定非営利活動法人桃の里 講演、研修事業 927

広島県 特定非営利活動法人介護賃貸住宅備後ＮＰＯセンター びんご高齢者等賃貸住宅・生活支援啓発事業 2,000

広島市 特定非営利活動法人うたしの会 地域に密着した認知症予防の健康ルーム事業 1,647



所在地 団体名 事業名
決定額
（千円）

山口県 特定非営利活動法人あけぼの会 ＮＰＯ法人あけぼの会福祉農園事業 2,000

山口県 下関障害者パソコンサポーター（ＳＳＰＳ） 障害者の情報支援とパソコンサポート事業 2,000

山口県 光市認知症を支える会 地域みんなで認知症を支える事業 576

徳島県 ＮＩＣＥ 歩いて通える！ご近所げんき工房育成事業 2,000

徳島県 特定非営利活動法人ジョブＯＢネットワーク 孤立高齢者の予防型コミュニティづくり事業 1,795

香川県 特定非営利活動法人ＫＨＪ香川県オリーブの会 引きこもり者自立支援の為の居場所運営事業 562

香川県 特定非営利活動法人ラーフ いきいき生活福祉美容事業 1,969

愛媛県 縁側プロジェクト 団塊の世代が支える地域の縁側事業 2,000

愛媛県 ＮＰＯ法人オレンジハウジング 精神障害者住込み型地域再生拠点立上げ事業 1,691

愛媛県 特定非営利活動法人ぽっかぽか川之江 高齢者・障害者のやすらぎの場づくり事業 820

高知県 こうち多発性硬化症友の会 難病障害者作品展示会・生命にありがとう事業 627

福岡県 社会福祉法人いずみ福祉会 地域高齢者の介護予防・自立支援事業 2,000

福岡県 苅田町身体障害者福祉会 障害者フェスティバルとパソコン講習会事業 1,380



所在地 団体名 事業名
決定額
（千円）

福岡県 社会福祉法人城島福祉会 笑顔でむすぶ地域支援事業 1,012

北九州市 認知症・草の根ネットワーク 「地域で認知症フェスタを開催する」事業 1,518

福岡市 福岡悠友クラブ 予防介護従事者対象の物づくり研修事業 1,960

佐賀県 特定非営利活動法人障害者生活支援センター蓮の実 障害者（児）社会参加促進わくわく体験事業 2,000

佐賀県 特定非営利活動法人食とふるさと研究会 高齢者のためのデカ文字レシピカード作成事業 1,854

長崎県 特定非営利活動法人トライ 高齢者・電動車いす交通安全巡回指導事業 1,561

熊本県 特定非営利活動法人くまもとライフボート しょうがい・ふれ愛・ささえ愛推進事業 2,000

熊本県 特定非営利活動法人クローバーアート 障がい者アート促進のための工房構築事業 2,000

熊本県 特定非営利活動法人介護の輪 高齢者・障害者口腔機能向上支援者育成事業 2,000

大分県 エンジェルハート・コンサート実行委員会大分 世代もハンディもバリアフリーの音楽会事業 1,520

大分県 日田市介護支援専門員協議会 平成の咸宜園～共に学び、支えあおう～事業 578

宮崎県 在宅障害者グループホット延岡 在宅障がい者のための外出支援事業 1,422

宮崎県 網膜色素変性症の患者と家族の会 社会参加促進のための視察研修事業 1,518



所在地 団体名 事業名
決定額
（千円）

鹿児島県 特定非営利活動法人薩摩ROCK・CLUB ～夢がひろがる～「アートの祭典」事業 1,610

鹿児島県 特定非営利活動法人たるみずまちづくり放送 コミュニティー放送事業 1,610

鹿児島県 社会福祉法人たんぽぽ会 高齢者・障害者ふれあいタウン事業 1,834

265,440168 事業



平成２２年度　地域活動支援事業　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

北海道
特定非営利活動法人放課後生活支援センターわいわ
いクラブ

自閉症特化型ケアホーム整備事業 1,786

札幌市 特定非営利活動法人札幌チャレンジド 発達障害者を対象とした就労支援講習事業 1,700

青森県 青森ＬＤ親の会「こんぺいとう」 僕らはチャレンジャーＬ（愛）＆Ｄ（夢）事業 2,000

仙台市 特定非営利活動法人萌友 路上生活者への夜回り・食事会事業 502

仙台市 特定非営利活動法人ロージーベル ＮＰＯ法人ロージーベル子育て・子育ち事業 442

栃木県 特定非営利活動法人宇都宮まちづくり市民工房 「限界集落」の担い手育成と人材拠点形成事業 1,800

栃木県
特定非営利活動法人障害児・者トータルサポートセン
ター空

障害児・者の家族の支援に関する事業 1,000

群馬県 特定非営利活動法人リンケージ 学童保育における発達障碍児・職員支援事業 2,000

決定額
（千円）



所在地 団体名 事業名
決定額
（千円）

さいたま
市

特定非営利活動法人ねがいのいえ 街のナースステーション事業 1,905

東京都 特定非営利活動法人「育て上げ」ネット 発達障害の若者への就労支援プログラム事業 2,000

東京都 特定非営利活動法人パルレ 発達障害児のサポートネットワーク推進事業 1,944

東京都 特定非営利活動法人ふるーる 発達障がい児への余暇活動支援事業 724

新潟県 佐渡杉っ子クラブ 障害乳幼児の子育て支援事業 1,944

長野県
特定非営利活動法人長野アスペ中南信親子お楽しみ
会

学習支援とＳＳＴ事業 710

長野県 特定非営利活動法人未来の風 障がいを持つ子の子育て支援事業 2,000

浜松市 特定非営利活動法人浜松カウンセリングセンター 学習障害児の学習と社会スキル指導事業 2,000

愛知県 特定非営利活動法人ほがらか 発達障害者の居場所づくり事業 638

愛知県 愛知県自閉症協会 高機能自閉症ＳＳＴ事業 1,000

愛知県 特定非営利活動法人子どもの発達を支援する会きらら 障がい児の子育てを支援する療育事業 1,670

名古屋市 特定非営利活動法人名古屋オレンジの会 広汎性発達障害者の社会参加と就労支援事業 2,000

京都市
京都自立支援バックアップセンター「きょうといのちの
ネットワーク」

孤独死を予防する地域生活サポート事業 1,543



所在地 団体名 事業名
決定額
（千円）

大阪府 「地域に広がれ！医療的ケア」連絡会 地域に広がれ医療的ケア啓発事業 2,000

大阪府 社会福祉法人花修会 遅れのある子ども支援事業 2,000

大阪市
特定非営利活動法人国民の暮らしを考える会Ｋｌａｌａク
ララ

子育ての為のサロンと勉強会事業 940

大阪市 特定非営利活動法人はなしのぶ 発達障害児へのＳＳＴと親・支援者研修事業 1,944

大阪市 特定非営利活動法人福祉のまちづくり実践機構 発達障害に配慮した休職者社会復帰支援事業 2,000

兵庫県 兵庫県子どもの心と教育研究会 発達障害児の子育て支援ネットづくり事業 1,934

神戸市 特定非営利活動法人ケアット 気になる子どもの居場所づくり事業 1,000

神戸市 特定非営利活動法人ふぉーらいふ 表現活動による発達障害児支援事業 888

奈良県 特定非営利活動法人奈良県自閉症協会 発達障害児者の権利擁護と生活支援環境整備事業 2,000

鳥取県 特定非営利活動法人鳥取県自閉症協会 親と子の発達サポート事業 912

島根県 特定非営利活動法人いずもサポートセンター 罪を犯した高齢者等への支援体制構築事業 706

島根県 発達障害児支援サークル「のびのび」 地域交流型発達障害児支援事業 1,860

広島市 特定非営利活動法人子どもネットワーク可部 心と身体のバリアフリーをめざす『親の時間』『ワークショップ』事業 1,564



所在地 団体名 事業名
決定額
（千円）

徳島県 ウイング松茂 障がい児の居場所づくりと家族の支援事業 2,000

徳島県 はぐくみ支援アカデミー 発達障害の予防および早期改善事業 2,000

愛媛県 日本ALS協会愛媛県支部 難病ALSなどの地域療養生活支援活動事業 899

高知県 特定非営利活動法人Ｈｏｍｏ　Ｌｕｄｅｎｓ 発達障害児の効果的学習ルーム（寺子屋）事業 2,000

大分県 特定非営利活動法人こどもサポートにっこ・にこ 私の子育て大丈夫？事業 1,094

鹿児島県 特定非営利活動法人やどかりサポート鹿児島 生活困窮者等の住まいと生活を支援する事業 1,610

沖縄県 特定非営利活動法人みのりの会 生き甲斐スタートライン提供事業 2,000

62,65941 事業



平成２２年度　地域活動支援事業　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

群馬県 ＮＰＯ宙 失語症会話パートナー「通友」養成講座事業 790

埼玉県 社団法人埼玉県視力障害者福祉協会 音訳ボランティア育成事業 1,835

東京都 特定非営利活動法人アビリティクラブたすけあい 安心して働くためのケア者ケアの啓発事業 2,000

東京都 特定非営利活動法人ことぶき住環境ネット 外国人の介護福祉士受験用の参考書作成事業 1,987

東京都 特定非営利活動法人トータルサポートたいとう 障がい者支援介助者フォローアップ研修事業 1,650

東京都 特定非営利活動法人みなとネット２１ 精神障害者就労支援スキルアップ講習会事業 269

神奈川県 神奈川県訪問看護ステーション連絡協議会 訪問看護の人材確保・定着・向上支援事業 2,000

山梨県 山梨県障がい者等相談支援専門員協会 ピアカウンセリング等当事者育成事業 1,149

岐阜県 特定非営利活動法人岐阜市中途失聴・難聴者協会 パソコン要約筆記指導者・奉仕員養成事業 666

決定額
（千円）



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ＯＦＭ 小規模事業所相談事業 2,000

京都市 特定非営利活動法人リヒト京都 医療介護職員モチベーション維持・向上事業 1,981

大阪市 特定非営利活動法人日常生活支援ネットワーク 介助者募集・定着推進ポジティブネット事業 2,000

和歌山県 社会福祉法人和歌山県身体障害者連盟 和歌山県身体障害者連盟手話通訳者研修事業 1,090

山口県 社会福祉法人山口県聴覚障害者福祉協会 専門要約筆記奉仕員養成事業 2,000

北九州市 特定非営利活動法人北九州市聴覚障害者協会 北九州市「手話大学」事業 1,691

23,10815事業



平成２２年度　地域活動支援事業　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

北海道 遊～遊～村・村人の会 親子でつくる日本一小さな遊～遊～村事業 2,000

北海道 育児ネットめむろ 父親の子育て活動支援促進「めむろパパ・スイッチ事業」 1,960

札幌市 子育て支援ステーションきゃんまりか 託児（病児・障がい児を含む）子育て支援事業 1,857

札幌市 特定非営利活動法人楽しいモグラクラブ 引きこもり者等や親の楽しい居場所作り事業 1,940

札幌市 社会福祉法人北海道クリスチャンセンター福祉会 発達不安を持つ年少児と親への発達支援事業 2,000

札幌市 特定非営利活動法人北海道子育て支援ワーカーズ 家庭滞在型子育て支援の可能性を探る事業 2,000

青森県 ＮＰＯ熱気球 小学校６年生のための出前朗読教室事業 889

青森県 あおもりファッション協会 車いす＆こどもファッション事業 1,550

青森県 国際文化交流クラブ 国際相互理解推進事業 1,487

決定額
（千円）



所在地 団体名 事業名
決定額
（千円）

青森県 子育て応援隊ココネットあおもり あずましい青森のホームスタート事業 1,973

青森県 特定非営利活動法人弘前こどもコミュニティ・ぴーぷる おもちゃが育む子どもの健全育成事業 2,000

青森県 特定非営利活動法人夢アジア 留学生と子供達との環境国際交流事業 1,186

岩手県 社会福祉法人岩手県社会福祉事業団 いのちのおはなしキャラバン事業 2,000

岩手県 特定非営利活動法人いわて子育てネット 「パパだって子育て楽しみたいよ」事業 2,000

岩手県 特定非営利活動法人サポートセンターＮＰＯえさし えさしこどもの居場所づくり事業 2,000

岩手県 特定非営利活動法人ぴぴっと（ＰＰＴ）研究会 地域におけるＮＩＥ活動支援事業 1,586

仙台市 ＭＩＹＡＧＩ子どもと家庭支援プロジェクト ひとり親家庭支援ネットワーク推進事業 2,000

仙台市 西公園プレーパークの会 西公園プレーパーク＋まちづくりコラボ事業 2,000

仙台市 花山お泊り会 お泊り会＆ふれ愛体験による心の助成事業 1,724

秋田県 特定非営利活動法人あきた子どもネット 地域とつながる父子・親子絆事業 1,700

秋田県 社会福祉法人風の遊育舎 お父さんも子育てを楽しもう事業 1,076

山形県 アジェンダやまがた 芸術ふれあい子育て支援事業 1,996



所在地 団体名 事業名
決定額
（千円）

山形県 特定非営利活動法人健康づくりサポート東北２１ 元気おやじ子育てサークル運営事業 2,000

山形県 特定非営利活動法人こども総合研究所 保健師・保育士連携の発達障がい指導事業 1,758

山形県 ぷらっとほーむ 青少年支援ＮＰＯ研修用テキストの作成事業 1,958

山形県 特定非営利活動法人みらい子育てネット山形 父親の子育て支援事業 2,000

福島県 特定非営利活動法人Ｃｏｍｍｕｎｅ  ｗｉｔｈ　助産師 助産師が関わる父親主体の育児活動支援事業 2,000

福島県 ｍａｍａらぶＫｉｄ’ｓ 未就園児を連れた親の子育て支援活動事業 1,400

福島県 大熊町自閉症児親の会 「障がい児・健常児」親と子の自然体験活動事業 492

福島県 特定非営利活動法人カリエンテ会津 子どもの健全育成と世代間交流事業 1,937

福島県 特定非営利活動法人ほっとスペースＲ 高齢者による子育て環境づくり事業 1,400

茨城県 特定非営利活動法人子育て応援・ペンギンくらぶ 子育て外出支援情報提供事業 2,000

茨城県 子どもの問題を考える会土浦 幸せ子育てネットワーク事業 932

茨城県 社会福祉法人西北会 親子食の安心安全・食育食農推進事業 1,764

栃木県 「足利の里山に学び育ちあう会」 ツリーハウス造りと異世代協働事業 2,000



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宇都宮子ども劇場 文化でつなぐ子育て支援の輪事業 1,500

栃木県 特定非営利活動法人鹿沼ファミリー劇場 子ども大道芸人養成講座事業 729

栃木県 高認支援プロジェクト協議会 中卒・高校中退者の高卒認定取得支援事業 1,700

群馬県 特定非営利活動法人尾瀬なでしこの会 子育て支援ネットワーク基礎作り事業 1,590

群馬県 特定非営利活動法人手をさしのべて プレママ、パパ子育て支援事業 1,873

群馬県 特定非営利活動法人ラポールの会 地域・企業で支える子育て支援事業 1,042

埼玉県 特定非営利活動法人ＭｉＫＯねっと 地域の子育て力アップ・三世代交流事業 1,002

埼玉県 特定非営利活動法人ＷＡＩＷＡＩ みんなで子育て！ＷＡＩＷＡＩひろば事業 2,000

埼玉県 入間おやこ劇場 そうぞうりょくのたねをまく！事業 2,000

埼玉県 特定非営利活動法人教育ルネッサンス ＤＶ相談員育成およびＤＶ相談事業 1,540

埼玉県 特定非営利活動法人けやの森自然塾 親子のカヌー体験教室事業 1,106

埼玉県 特定非営利活動法人越谷らるご 不登校の子供の為の芸術ワークショップ事業 1,847

埼玉県 子育てネット・ぽっぽはうす 子ども用品リユースを通した異世代交流事業 1,083



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彩の子ネットワーク 父親発―虐待予防ネットワークづくり事業 2,000

埼玉県 特定非営利活動法人さやま保育サポートの会 さやまの子育て支援ネットワークづくり事業 2,000

埼玉県 社会福祉法人鶴ヶ島市社会福祉協議会 みんな子育て応援団！パパママ爺婆養成事業 2,000

埼玉県 財団法人やしお生涯学習まちづくり財団 ドラムサークル親子で楽器をつくろう事業 1,034

さいたま
市

一般財団法人さいたま市私立保育園協会 親支援父親の育児参加を促す子育て支援事業 2,000

さいたま
市

特定非営利活動法人みれっと アレルギーの子育て「おひさまカフェ」事業 1,990

さいたま
市

特定非営利活動法人子ども文化ステーション 生まれてはじめて出会う表現遊び普及事業 2,000

千葉県 特定非営利活動法人ｉ－ｎｅｔ 家庭訪問型子育て支援ボランティア普及事業 1,190

千葉県 子どもの問題を考える会千葉 お母さん幸せになりましょう！事業 1,000

千葉県 特定非営利活動法人千葉自然学校 ちば・青空子育てネットワーク事業 2,000

千葉県 特定非営利活動法人流山おやこ劇場 『いのち』を伝える事業 810

千葉市 ＰＢＬスクール ツキイチ！ＫＩＤＳワークショップ事業 2,000

千葉市 特定非営利活動法人ウィメンズ・ウィングちば デートＤＶ防止講座事業 1,278



所在地 団体名 事業名
決定額
（千円）

千葉市 千葉市母子寡婦福祉会 パソコン講習事業 1,995

東京都 特定非営利活動法人ＤＡＮＫＡＩプロジェクト むさしの病児シッター事業 2,000

東京都 Ｒｅｌａ　Ｍａｄｒｅ のびのび育てる産前・産後の親子事業 120

東京都 特定非営利活動法人ＳＵＮ 地域の若者たちへのアルコール教育事業 1,892

東京都 特定非営利活動法人音楽療法ＮＰＯムジカトゥッティ 子育て支援強化ネットワーク構築事業 2,000

東京都 こうとう親子センター 「家庭訪問型子育て支援」事業 1,995

東京都 特定非営利活動法人こがねい子ども遊パーク パパとたがやす「畑の時間」事業 736

東京都 特定非営利活動法人こども劇場せたがや 一緒に子育て！プレイキット開発事業 1,697

東京都 特定非営利活動法人こども福祉研究所 要支援家庭の子ども達の自立生活力育成事業 2,000

東京都 特定非営利活動法人子どもへのまなざし 子育て中の母たちが企画する親育ち講座事業 543

東京都
特定非営利活動法人色彩ＮＰＯ日本カラーネットワーク
協会

色彩の効果を用い子育て支援者を支える事業 1,426

東京都 品川こども劇場 つなぎあう子育て地域創造事業 1,186

東京都 滝山ネイチャークラブ ひとり親家庭のためのデイキャンプ事業 946



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東京シューレ 子どもの声を受け止める人材育成事業 1,256

東京都 特定非営利活動法人徳丸子どもセンター 子育て支援のネットワークづくり事業 1,010

東京都 にぎやかクラブ 特別支援学校生徒の放課後や休日の活動事業 1,824

東京都 特定非営利活動法人ファミリー・コンサルタント協会 「子育て支援ハンドブック」刊行事業 2,000

東京都 特定非営利活動法人保育サービスひまわりママ 多胎児ママのハッピーライフ！！事業 1,628

東京都 特定非営利活動法人保育サービスぽてと 発達に不安を持つ親子のひろば事業 1,391

東京都 特定非営利活動法人まちだ語り手の会 子どもの読書環境の向上を図る事業 1,714

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 1,318

東京都 特定非営利活動法人若駒の郷 森の子育て広場「駒っこ。くらぶ」事業 2,000

東京都 わらべうた音楽教育研究会 わらべうた指導者研修会＆教材作成事業 752

神奈川県 特定非営利活動法人エンパワメントかながわ 虐待予防のための保育士研修普及事業 2,000

神奈川県
特定非営利活動法人オーシャンファミリー海洋自然体
験センター

「海辺の子育て応援楽校さざなみ教室」事業 2,000

神奈川県 財団法人県央いずみ会 地域子育て情報提供事業 978



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はぐはぐ 高校生への保育体験の機会の提供と支援事業 467

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 親支援プログラム「トリプルＰ」実施事業 2,000

横浜市 特定非営利活動法人あっとほーむ 子育て支援者ネットワーク事業 1,447

横浜市 特定非営利活動法人ふぁみりーさぽーとのあ 子どもを愛し、自己価値を伝える事業 1,281

川崎市 特定非営利活動法人グローイン・グランマ 地域の中で父親が楽しむ子育て応援事業 1,745

川崎市 山の音楽舎 地域で子育て・自分育て事業 620

新潟市 企画集団「ふあふあ」 「生命をつなぐ子育てを求めて」事業 120

新潟市 子育ち応援サポートセンターうん・まんま 子育て支援の拠点づくり事業 2,000

新潟市 特定非営利活動法人子ども・人権ネット 子どもの権利擁護と虐待予防教育事業 2,000

新潟市 特定非営利活動法人子どもの問題を考える会新潟 新潟親の会ネットワーク事業 1,059

富山県 社会福祉法人かたかご会 出前親子サークル 保育指導事業 900

富山県 特定非営利活動法人コミュニティサポート黒部 皆で楽しむ映画鑑賞会子ども余暇支援事業 1,650

富山県 特定非営利活動法人新湊くらし応援団 高齢者による子育て環境づくり事業 290



所在地 団体名 事業名
決定額
（千円）

石川県 財団法人いしかわ子育て支援財団 子育て応援エンゼルネット事業 1,350

石川県 杜の里スポーツクラブ 地域遊び場創り事業 1,757

福井県 インターナショナルクラブ 外国籍児童・生徒ケアサポート事業 1,250

福井県
特定非営利活動法人えちぜん青少年自立援助セン
ター

青少年に対するひきこもり支援事業 2,000

福井県 特定非営利活動法人パパジャングル 地域における父親の交流促進事業 1,855

福井県 財団法人ふくい女性財団 ふくい仕事と子育て応援ネットワーク 2,000

福井県 特定非営利活動法人ふくい科学学園 科学の楽しさで団塊世代と児童をつなぐ事業 1,100

福井県 若狭湾歌声交流協会 子どもとマタニティと高齢者の交流広場作り事業 2,000

福井県 福井県レクリエーション協会 楽しく生き生き子育て支援事業 1,062

山梨県 あんふぁんねっと 父親の子育て活動支援促進事業 2,000

山梨県 特定非営利活動法人エスペランス ひきこもり、不登校に対する自立支援事業 2,000

山梨県 森のようちえん全国交流フォーラムｉｎ山梨実行委員会 森のようちえん全国交流フォーラムｉｎ山梨事業 1,901

山梨県 山梨子育てサークルネットワークママネットやまなし パパネットやまなし事業 2,000



所在地 団体名 事業名
決定額
（千円）

山梨県 社会福祉法人山梨立正光生園 子ども虐待防止ネットワーキング事業 2,000

長野県 上伊那子どもサポートセンター 青少年支援センター設立事業 1,975

長野県
特定非営利活動法人グリーンウッド自然体験教育セン
ター

親子が育つ森のようちえん・森のカフェ事業 1,300

長野県 子どもの心身共に健康な成長を願う親の会 子どもたちの健やかな育ちを応援する事業 739

長野県 特定非営利活動法人根っこの会 子どもの生きる力を育てる自然体験活動事業 1,814

長野県 特定非営利活動法人ふじみ子育てネットワーク 地域交流イベント「てとてと広場」開催事業 599

岐阜県 特定非営利活動法人ふわふわうさぎ 地域と親子をつなぐふわうさ一時預り事業 1,362

岐阜県 小坂家庭教育サークル 人形劇親子鑑賞会事業 416

岐阜県 特定非営利活動法人各務原子ども劇場 命の授業ＬｏｖｅＯｕｒＦｕｔｕｒｅ事業 736

岐阜県 学童もみの木クラブ 学童保育・長期休暇学童保育事業 2,000

岐阜県 特定非営利活動法人キッズスクエア瑞穂 遊育～遊びの中で育つ本当の生きる力～事業 1,450

岐阜県 ぎふ多胎ネット 多胎育児家庭支援事業 2,000

岐阜県 特定非営利活動法人チャイルドラインぎふ 子どもの姿が見えていますか～お父さん事業 1,356



所在地 団体名 事業名
決定額
（千円）

岐阜県 土岐市ＰＴＡ連合会 弁当の日及び薬害防止事業 1,391

岐阜県 ぷらむ 心ぽっかぽっかのたね事業 1,047

静岡県 特定非営利活動法人アートの里伊豆高原絵本の家 父と子が育てる伊東八景紙芝居事業 1,337

静岡県 特定非営利活動法人あそび子育て研究協会 子どもの育ちを守るための生活改善啓発事業 2,000

静岡県 御前崎子育てサークルｔａｏ 子育て中の家族のエンパワメント促進事業 363

静岡県 特定非営利活動法人ポレポレ パパ大好きポレポレ親子体験事業 1,630

静岡県 特定非営利活動法人リプロダクティブヘルス研究会 思春期の心と体の相談・講演事業 2,000

静岡市 バディプロジェクト 母親の育児力を高める包括的育児支援事業 2,000

静岡市 よしよし 絆力ＵＰプロジェクト事業 2,000

愛知県 特定非営利活動法人こどもサポートクラブ東海 地域で支える特別支援児へのサポート事業 1,248

愛知県 特定非営利活動法人ママゴンネット 一人で抱えこまないで・・子育て親支援事業 1,684

愛知県 愛知県おもちゃ図書館連絡協議会 愛知県おもちゃ図書館ネットワーク構築事業 2,000

愛知県 安城まちの学校 『はろーわくわく安城』作成事業 2,000



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子どもと文化の森 みんな集まれ！異世代のＷＡ！！事業 1,593

愛知県 知多市の子育て支援ネットワーク推進連絡会 感性が響きあう子育て支援ネットワーク事業 2,000

愛知県
特定非営利活動法人東海・非行と向き合う親たち－ひ
まわりの会

非行克服支援ボランティア養成講座事業 715

愛知県 特定非営利活動法人日本冒険教育協会 知多半島の海と山を感じる自然体験活動事業 1,786

愛知県 豊田市男性保育師連盟 子育て戦隊パパレンジャー事業 840

愛知県 特定非営利活動法人豊明なかよし共同保育の会 豊明子育て応援隊事業 1,778

名古屋市
特定非営利活動法人親子支援センターＣＲＡＹＯＮＬＡ
ＮＤ

地域の多世代交流ふれあい事業 1,871

名古屋市 特定非営利活動法人子育て支援のＮＰＯまめっこ 子育て経験を活かした人つなぎ事業 1,653

名古屋市 特定非営利活動法人このゆびとまれ 『親と子の環境塾』事業 1,867

名古屋市 特定非営利活動法人コリアンネットあいち ウリハッキョ保健教育支援ネット事業 2,000

名古屋市 チャンス みんなでおでかけプロジェクト事業 1,224

名古屋市 てんぱくプレーパークの会 遊び場の大人の人材育成事業 1,435

名古屋市 社会福祉法人みなと福祉会 障害児を持つ家族のネットワークづくり事業 1,107



所在地 団体名 事業名
決定額
（千円）

名古屋市 リトルそれいゆ 夏休み！身近なテーマでお芝居作り！事業 2,000

名古屋市 特定非営利活動法人名古屋おやこセンター 「引き出せおやじ力！地域の父親」養成講座事業 1,509

三重県 特定非営利活動法人くわな子どもネット 孤立した子育て家庭を減らす親支援事業 1,865

三重県
特定非営利活動法人女性と子どものヘルプライン・ＭＩ
Ｅ

地域におけるＤＶ防止啓発及び回復支援事業 400

三重県 トゥモローズ 子育て支援教室の開催及び情報誌発行事業 1,699

三重県 特定非営利活動法人松阪子どもＮＰＯセンター 子育て話・和・輪事業 1,256

三重県 みえ子育て支援研究会 子育て支援社会ネットワーク構築事業 1,385

京都府 特定非営利活動法人アウンジャ コミュニケーション力育成プログラム事業 1,800

京都府 京都きっずプロジェクト 次世代子育て支援者育成とネットワーク事業 2,000

京都府 特定非営利活動法人子育てを楽しむ会 「こどものいる暮らし」の視点の虐待予防事業 1,811

京都府 子育て応援ネットワーク「まなびあい」 子育てネットワーク立ち上げ事業 1,696

京都市
特定非営利活動法人アレルギーネットワーク京都ぴい
ちゃんねっと

食物アレルギーホットライン事業 1,977

京都市 特定非営利活動法人インホープ 市民と学校が働きをともにする活動事業 1,739



所在地 団体名 事業名
決定額
（千円）

京都市 特定非営利活動法人ハイビスカス 介護職従事者の子育て支援と保育室開設事業 2,000

京都市 特定非営利活動法人子どもの村を設立する会 絆・自立の再生村づくり事業 1,700

大阪府 特定非営利活動法人ＴＰＣ教育サポートセンター 学校教育支援による子ども・子育て支援事業 2,000

大阪府 特定非営利活動法人ウィズ生活支援センター 地域や家庭における子育て支援事業 501

大阪府 特定非営利活動法人エスビューロー 小児がん患児のためのネットでｅクラス事業 1,646

大阪府 特定非営利活動法人大阪国際文化協会 働く女性支援のための夕方学童保育事業 1,588

大阪府 特定非営利活動法人大阪府高齢者大学校 多世代協働の子ども弥生村で生活文化体験事業 2,000

大阪府 特定非営利活動法人関西こども文化協会 非行の支援機関・支援団体リスト作成事業 1,850

大阪府 特定非営利活動法人子どもＮＰＯはらっぱ 父親も巻き込んだ子育てネットワーク構築事業 2,000

大阪府
特定非営利活動法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関
西

ひとり親家庭の子どもの学習支援事業 2,000

大阪府
特定非営利活動法人スクール・セクシュアル・ハラスメ
ント防止全国ネットワーク

スクールセクハラ防止出前研修＆ＣＡＰ事業 1,940

大阪府 社会福祉法人聖ヨハネ学園 地域子育て療育支援・障害児相談派遣事業 948

大阪府 特定非営利活動法人チャイルド・リソース・センター 被虐待児の親子支援活動普及事業 1,815



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ちゃいるどネット大阪 人権の心を育てる教材開発事業 2,000

大阪府 デイドリーム子育て・教育研究会 デイドリーム地域子育て支援事業 693

大阪府 特定非営利活動法人にじ 地域子育てネットワーク促進事業 832

大阪市 特定非営利活動法人ｍａｍａコム 都島区子育て食物アレルギー情報事業 1,750

大阪市 特定非営利活動法人子どもセンターあさひ 子育て・自立支援ネットワークづくり事業 1,860

大阪市 わが町にしなり子育てネット みんなが楽しく遊べる公園づくり事業 2,000

堺市 特定非営利活動法人かいなん 自然体験ふれあい支援事業 2,000

堺市 特定非営利活動法人教師と子どもの支援活動 父親のための子育て支援事業 700

堺市 きりん倶楽部 堺の子育てママと地域をつなぐ事業 1,604

兵庫県 特定非営利活動法人関西アロマセラピスト・フォーラム 祖父母教室事業 2,000

兵庫県 宝塚市助産師会 宝塚っ子の生と性をサポートする事業 2,000

兵庫県 特定非営利活動法人はらっぱ オープンハラッパ～子育ての拠点づくり～事業 1,698

兵庫県 特定非営利活動法人兵庫県子ども文化振興協会 長期入院の子どもの心を癒す芸術との出会い事業 1,691



所在地 団体名 事業名
決定額
（千円）

兵庫県 高司児童館運営委員会 パパの子育てネットワークづくり支援事業 1,595

兵庫県 特定非営利活動法人男女共同参画ネット尼崎 母子家庭等の女性のための就労支援事業 2,000

神戸市 神戸須磨北おやこ劇場 「自分も大切、相手も大切」で人を繋ぐ事業 1,093

神戸市 特定非営利活動法人発達障害児療育センターしらゆり 引きこもり・要配慮児童への子育て支援事業 2,000

神戸市 ひょうごインターネット安全利用推進機構 ネット社会での青少年健全育成情報発信事業 1,800

奈良県 特定非営利活動法人地域密着型相談センターとまり木 駆け込みシェルターとまり木キッズ事業 2,000

奈良県 なら子育てネットワーク 子育て世代、支援者、地域ネットワーク事業 2,000

奈良県 パパちから応援隊 父親のための子育てセミナー事業 2,000

奈良県 特定非営利活動法人大和まほろばＮＰＯセンター 子育て支援のための地域住民参画事業 2,000

和歌山県
特定非営利活動法人ＢｉｇＢｒｏｔｈｅｒｓ　ａｎｄ　Ｓｉｓｔｅｒｓ　Ｍ
ｏｖｅｍｅｎｔ　２１　Ｓｃｈｏｏｌ

思春期の子どもと親の悩みに応えたい事業 660

和歌山県 特定非営利活動法人きのくに子どもＮＰＯ 支援ガイド作成とネットワークづくり事業 2,000

和歌山県 社会福祉法人中辺路白百合学園 高齢者への少年少女ボランティア隊事業 1,926

和歌山県
特定非営利活動法人和歌山からＪリーグチームをつく
る会

障害児者サッカー教室・放課後児童支援事業 1,986



所在地 団体名 事業名
決定額
（千円）

島根県 特定非営利活動法人しまね子どもセンター 子どものいい顔発見プロジェクト事業 2,000

島根県 特定非営利活動法人プレーパークてんとう虫 父親の子育て活動支援促進事業 2,000

岡山県 特定非営利活動法人ＮＰＯきらめき広場 子育てサロン・お父さん応援事業 1,664

岡山県
子育て家族と地域との協働による子ども支援活動グ
ループ

子どもの育ちのニーズを満たす地域協働事業 1,710

岡山県
特定非営利活動法人子ども達の環境を考えるひこうせ
ん

パパの子育て応援ネットワークづくり事業 1,200

岡山県
児童養護施設で暮らす子どもの学習支援グループＳＴ
ＡＲＴ！

子どもの学びを支援するリーダー育成事業 1,780

岡山県 日本助産師会岡山県支部 地域で支える母子家族への母乳育児支援事業 2,000

岡山県 特定非営利活動法人マザーリーフ 誰でもが聴き上手！周りを活かし育て上手！事業 644

岡山県 みゅーじかる劇団きんちゃい座 ミュージカル公演を介した子育て支援事業 1,762

岡山市 岡山市オレンジリボンキャンペーン実行委員会 児童虐待防止啓発事業 1,660

広島県 社会福祉法人あづみの森 『尾道発達障害児支援フォーラム』事業 2,000

広島県 特定非営利活動法人子どもコミュニティネットひろしま 発達に応じたコミュニケーション体験事業 2,000

広島県 財団法人広島県母子寡婦福祉連合会 親と子の防災教室と野球教室開催事業 931



所在地 団体名 事業名
決定額
（千円）

広島市 特定非営利活動法人ｅ子育てセンター 子育て世代の孤立化防止と社会参加事業 2,000

広島市 特定非営利活動法人広島シューレ お母さん就労支援事業 2,000

山口県 特定非営利活動法人ダンデライオン 市内児童クラブ及び青少年支援事業 1,285

山口県 特定非営利活動法人山口女性サポートネットワーク ＤＶ被害母子家庭の心理的リハビリ事業 1,900

徳島県 特定非営利活動法人こどもねっといしい 乳幼児の心を育てる造形遊び推進事業 1,133

香川県 子育て応援ＮＰＯフレンズ 地域子育て支援サービスコーディネート事業 2,000

香川県 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会 キッズ☆トータルサポートネットワーク事業 842

香川県 特定非営利活動法人さぬきっずコムシアター 子育て支援情報発信とネットワーク構築事業 2,000

香川県 特定非営利活動法人マイシアター高松 子育て支援「おとなネットワーク」事業 1,885

愛媛県 Ｅｉｎｃｅ子供応援隊 ＩＴ推進子ども育成ネットワーク事業 1,420

愛媛県 チャイルドラインハートコール・えひめ 子どもの権利擁護を促進・普及する事業 2,000

愛媛県 特定非営利活動法人とべ子育て支援団体ぽっかぽか パパママ子育て力アップ・地域力アップ事業 2,000

愛媛県 どんぐり王国 親父の役目プロジェクト事業 1,600



所在地 団体名 事業名
決定額
（千円）

愛媛県 特定非営利活動法人松山子ども劇場２１ 大人も子どもも身体ほぐして自分大好き事業 2,000

高知県 特定非営利活動法人ＮＰＯ高知市民会議 「とさっ子タウン２０１０」事業 1,680

高知県 特定非営利活動法人カンガルーの会 乳幼児虐待予防実践事業 2,000

高知県 高知あいあいネット 虐待をしてしまう親の回復プログラム事業 1,800

福岡県 キッズアシストスマイル 大川子育てサポーター養成事業 1,856

福岡県 特定非営利活動法人子育て市民活動サポートＷｉｌｌ Ｗｉｌｌ’ｓサロン事業 788

福岡県 特定非営利活動法人子ども劇場福岡県センター 地域子育てサポーター養成ネットワーク事業 1,924

福岡県 さとやまくらぶ 里山でつながる世代間交流事業 1,500

福岡県 特定非営利活動法人地域ネットワークサポート福岡 幼老共生いいづか街中コミュニティ創生事業 2,000

福岡県 特定非営利活動法人箱崎自由学舎ＥＳＰＥＲＡＮＺＡ 脱メディア漬けをめざすフリースクール事業 1,620

福岡県 福津市子育てネットワーク「ぷくぷく」 五感を育むわくわく遊・農プロジェクト事業 1,821

福岡市 特定非営利活動法人子どもＮＰＯセンター福岡 地域の子育て支援絆づくりネットワーク事業 2,000

福岡市 特定非営利活動法人男女・子育て環境改善研究所 子どもの成長段階をつなぐお父さん交流事業 2,000



所在地 団体名 事業名
決定額
（千円）

佐賀県 特定非営利活動法人とす市民活動ネットワーク 地域ぐるみの子育て支援、異世代交流事業 867

佐賀県 特定非営利活動法人愛えん 『父になろう！』父親の子育て支援事業 2,000

佐賀県 特定非営利活動法人国際武道連盟 小児がん征圧チャリティーコンサート事業 1,527

佐賀県 佐賀地区ＢＢＳ会 目覚めろ学生ボランティアプロジェクト事業 1,300

長崎県 特定非営利活動法人インフィーニティー 父親の子育て活動支援促進事業 1,999

長崎県 特定非営利活動法人長崎県子ども劇場連絡会 子どもが育つまち・発見！文化体験事業 1,800

熊本県 ＮＰＯ法人ＮＥＸＴＥＰ 不登校児サポート事業 514

熊本県 かわはらんおやじの会 おやじ発子育て支援ネットワークで地域共生、共育事業 1,995

熊本県 社会福祉法人菊豊会 地域縁側ふれあい市場事業 1,438

熊本県 特定非営利活動法人熊本県子ども劇場連絡会 「ワクワクあそんでつながりづくり」事業 1,890

熊本県 子育てネットワークわ・わ・わ（話・和・輪） 子育てネットワークホームスタート事業 1,500

熊本県 社会福祉法人せるふねっと２１ 地域における父親モデルの再構築事業 758

熊本県 ＮＰＯ法人フリースクール地球子屋 不登校生の仕事観・職業観を育てる木育事業 2,000



所在地 団体名 事業名
決定額
（千円）

熊本県 ほっぷ・すてっぷ・ＣＡＰくまもと 父親向け暴力防止講座及び実施者養成事業 1,507

大分県 特定非営利活動法人アシスト・パル・オオイタ お父さんと一緒！大分再発見ツーリズム事業 1,654

大分県 社会福祉法人宇佐市社会福祉協議会 院内町子育て支援事業 1,873

大分県 県南親子障がい児の会 県南親子ネットワークリハビリ事業 1,560

大分県 特定非営利活動法人ぽっぽ 知的障害児の為の寺子屋事業 2,000

宮崎県 特定非営利活動法人こじぃの森・こどもの時間 おとうさんもいっしょに野外で子育て事業 2,000

宮崎県 特定非営利活動法人子育て応援団ひいらぎ 子育て応援団事業 1,697

宮崎県 特定非営利活動法人フロンティア会 おせっかいおじさん・おばさんPJ事業 2,000

鹿児島県 社会福祉法人吾子の里 子育てに困り感のある親ネットワーク化事業 1,880

鹿児島県 特定非営利活動法人麻姑の手村 ひきこもり青年への社会復帰支援事業 1,880

鹿児島県
特定非営利活動法人奄美青少年支援センター「ゆずり
葉の郷」

「すべての子にチャンスを！」実践活動事業 1,531

鹿児島県 社団法人鹿屋青年会議所 子ども「どろんこ」大作戦事業 1,357

鹿児島県 医療法人童仁会 異世代コミュニケーション事業 930



所在地 団体名 事業名
決定額
（千円）

鹿児島県 バルーン工房バルーンボックス 色と音遊びの子育て支援事業 1,619

沖縄県 特定非営利活動法人Ｏｋｉｎａｗａ　Ｈａｎｄｓ－ｏｎ　ＮＰＯ 沖縄歴史マブイ探検デートリップ事業 2,000

沖縄県 絵本と童具の子育て広場がじゅまる 積木でつながる！子育ての輪・家族の輪事業 2,000

沖縄県 特定非営利活動法人おきなわＣＡＰセンター 就学前のこどもを守るためのＣＡＰ推進事業 2,000

沖縄県
特定非営利活動法人障害児・者の問題行動支援セン
ター

保護者のための障害児療育支援事業 1,843

沖縄県 社会福祉法人南風福祉会 父親の子育て支援に関わるプロジェクト事業 1,639

441,432275 事業



平成２２年度　地域活動支援事業　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

北海道 函館市第１１方面民生委員・児童委員協議会 高齢者等地域支援ネットワーク構築事業 2,000

札幌市 脳外傷友の会「コロポックル」 高次脳機能障害の支援者養成事業 700

秋田県 社会福祉法人松寿会 地域共生事業 1,355

群馬県 特定非営利活動法人群馬摂食・嚥下研究会 摂食・嚥下啓蒙活動推進事業 1,145

千葉市 特定非営利活動法人フォレストサウンド 障がい児と参加する音楽療法と宿泊訓練事業 1,100

横浜市 特定非営利活動法人ゆうの風 障害児者ピアサポート従事者養成研修事業 1,990

長野県
特定非営利活動法人響きあう命の力ー難病・障害児者
と関わる人の会

難病・障害電話相談員養成研修事業 879

浜松市 NPOフォーラム水窪 限界集落における高齢者支援事業 2,000

三重県
特定非営利活動法人グリーンタウン呼吸嚥下研究グ
ループ

呼吸・誤嚥ケアの情報提供及び地域環境形成事業 1,760

決定額
（千円）



所在地 団体名 事業名
決定額
（千円）

大阪府 生きがい事業団「かどや」 配食を通じた孤独死防止・生きがい創造事業 2,000

兵庫県 特定非営利活動法人子どものみらい尼崎 住み慣れた地域で自分らしく暮らせる事業 790

奈良県 奈良脳外傷友の会あすか 高次脳機能障害者と家族への支援普及事業 2,000

広島県
特定非営利活動法人地域福祉活動支援協会人間大好
き

年齢・障害を超え、日常の感動獲得事業 2,000

徳島県 県西中央部親の会 地域にねざした障害福祉推進に関する事業 799

沖縄県 特定非営利活動法人沖縄県自立生活センター・イルカ 重度心身障がいの方の地域移行の検討事業 2,000

22,51815事業



平成２２年度　地域活動支援事業　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

北海道 特定非営利活動法人てんＴＯてん 障害者による農作物加工販売・支援事業 2,000

北海道 社団法人北海道社会福祉士会 障がい者雇用事業所の適正評価指針作成事業 2,000

札幌市 特定非営利活動法人はるな会 「工業用品リサイクル」事業 1,970

札幌市 特定非営利活動法人ぶどうの木 リサイクル型そば製造販売事業 1,890

青森県 社会福祉法人青森県すこやか福祉事業団 青森県障害者生産物品評会開催事業 1,740

青森県 特定非営利活動法人大一朝日・サポート 障害者就労・雇用創出支援事業 2,000

福島県 特定非営利活動法人ふくしま成年後見センター 市民後見人養成等事業 871

茨城県 特定非営利活動法人茨城NPOセンター・コモンズ 「食と職の支援モデル」と組織間連携の構築事業 2,000

群馬県 特定非営利活動法人アイティさぽうとぐんま 障がい者社会参加のためのパソコン講習事業 2,000

埼玉県 特定非営利活動法人土と風の舎 障がい者アグリ就労支援事業 2,000

決定額
（千円）



所在地 団体名 事業名
決定額
（千円）

埼玉県 特定非営利活動法人障害者の職場参加をすすめる会 本人・住民参加の障害者就労支援交流事業 1,880

千葉県 特定非営利活動法人千葉県成年後見支援センター 成年後見制度の広報、普及、活用支援事業 1,100

千葉県 福祉ショップ　「れんげ＆ラッキーハウス」 福祉ショップ立ち上げ事業 2,000

千葉県 特定非営利活動法人ゆめしずく 点字名刺作成及び点訳等に係る事業 428

新潟県 社会福祉法人燕市社会福祉協議会 就労センターとらい・あんぐる事業 2,000

新潟県 ユニバーサル農園芸えちご 障害者の農園芸による就労・訓練の推進事業 2,000

新潟市 特定非営利活動法人いぶきの杜 障がい者の就労・就農「ふれあい交流」事業 2,000

愛知県 特定非営利活動法人あいち成年後見サポートセンター 成年後見制度の市民講座と後見人養成事業 1,254

愛知県 特定非営利活動法人くるくる 精神障害者の就労支援啓発・促進事業 808

名古屋市 愛知県障害者（児）の生活と権利を守る連絡協議会 障害者権利条約が息づく地域生活づくり事業 1,289

名古屋市 特定非営利活動法人権利擁護支援『ぷらっとほーむ』 権利擁護の担い手養成・活動支援事業 2,000

三重県 社会福祉法人伊勢亀鈴会 真のノーマライゼーションを目指す啓発事業 1,058

京都府 特定非営利活動法人エクスクラメーション・スタイル 地域農家と共同の農産物加工就労支援事業 2,000



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ケアドックステーション 未就業障がい者の職業体験事業 2,000

京都府 特定非営利活動法人生活よろず相談所たよりになる輪 山城権利擁護ネットワーク事業 1,242

京都市 特定非営利活動法人ユニバーサル・ケア 成年後見を推進する地域のハブ拠点整備事業 1,664

京都市 高次脳機能障害当事者の会チルドレン 高次脳機能障害の自立生活・就労支援事業 1,694

大阪府 特定非営利活動法人シビルブレイン 成年後見支援員養成研修事業 2,000

兵庫県 三田を知る会 染めと織りを活用した自立支援事業 2,000

神戸市 福祉作業所アートセンター叶 障害児・者のオリジナルアート商品開発事業 2,000

神戸市 特定非営利活動法人マブイ六甲 障害者工賃増額をめざすエコポット製作事業 2,000

奈良県 特定非営利活動法人なら福祉会こころ 福祉施設におけるペットボトルのリサイクル事業 2,000

鳥取県 成年後見ネットワーク米子 「障害者・高齢者」権利擁護サポート事業 2,000

広島県 社会福祉法人まどか 精神医療保健福祉分野における地域包括支援技術の普及事業 2,000

広島県 特定非営利活動法人成年後見ひろしま 市民後見人育成及び家族後見人支援事業 1,800

山口県 山口県障害者施設授産協議会 山口県産授産商品開発事業 2,000



所在地 団体名 事業名
決定額
（千円）

徳島県
特定非営利活動法人東部地域活動支援センターちゅう
りっぷ

障がい者パソコン講習会事業 1,210

徳島県 ハーモニーライフクラブ旭 共創の里づくり事業 2,000

愛媛県 特定非営利活動法人ユニバーサルクリエート 農業で自立をめざす！障がい者就労支援事業 980

愛媛県 ＮＰＯ法人リバティー松山 聴覚障害をテーマにした手話劇の公演事業 1,205

高知県 特定非営利活動法人ワークスみらい高知 障害者が就労を実現するための基礎研修センター事業 2,000

福岡県 特定非営利活動法人いとひとねっと 障害者福祉施設菓子製品販売と普及促進事業 906

北九州市
特定非営利活動法人北九州市視聴覚障害者自立推進
協会あいず

視覚障害者への就労支援者育成事業 2,000

佐賀県 特定非営利活動法人ステップ・ワーカーズ 「廃棄野菜でエコ食品」商品開発研究事業 2,000

佐賀県 特定非営利活動法人にこにこくらぶ ストマ施術者用下着製造の基盤整備事業 1,726

長崎県 特定非営利活動法人市民後見人の会・ながさき 地域の市民後見サポーター育成・啓発事業 2,000

鹿児島県 特定非営利活動法人若竹作業所工房たけん子 町内の特産品を生かした食品の加工販売事業 1,366

沖縄県 特定非営利活動法人のぞみの里 食品廃棄物資源化と食の「地産地消」化事業 2,000

82,08148 事業



平成２２年度　地域活動支援事業　助成決定一覧（第１次助成）

⑦　その他地域に密着したきめ細かな事業

所在地 団体名 事業名

北海道 社会福祉法人新ひだか町社会福祉協議会 災害救援ネットワーク事業 2,000

青森県 特定非営利活動法人青森県防災士会 防災士による災害弱者の防災教室事業 1,317

宮城県 特定非営利活動法人防災・減災サポートセンター 福祉施設関連の防災・減災支援事業 1,997

山形県 社会福祉法人山形県身体障害者福祉協会 地域交流による障がい者への防災力向上事業 2,000

埼玉県 社会福祉法人皆の郷 ＡＥＤ設置と災害時の地域ネット構築事業 1,431

神奈川県 特定非営利活動法人大和市腎友会 障がい者参加が生む地域活性化防災訓練事業 2,000

静岡市 静岡市障害者協会 東海地震に備える障害者の減災対策事業 1,865

名古屋市
特定非営利活動法人市民フォーラム２１・ＮＰＯセン
ター

テーマ型ＮＰＯと地縁型組織の協働応援事業 1,985

和歌山県 岩橋防災ネットワーク 防災ネットワークの構築を含む地域福祉事業 1,793

和歌山県 社会福祉法人和歌山県福祉事業団 喜の国♪フェスティバル事業 1,992

18,38010事業

決定額
（千円）



平成２２年度　地域活動支援事業　助成決定一覧（第２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

北海道 社会福祉法人福島町社会福祉協議会 単身高齢者等安否確認・相談事業 650

北海道 もしも北海道グループ実行委員会 十年ＤＩＧによるシニアリーダー養成事業 2,000

群馬県 特定非営利活動法人じゃんけんぽん 配食による在宅生活サポート隊事業 3,000

東京都 特定非営利活動法人在宅支援グループ優友 アフタークラブ事業 2,699

東京都 日本おもちゃ病院協会 団塊世代による地域社会貢献活動支援事業 2,932

三重県 一般社団法人鈴鹿カルチャーステーション 団塊世代等によるコミュニティ再生事業 3,000

京都府 特定非営利活動法人ある 重度障害者ＩＴコミュニケーション支援事業 570

大阪府 介護、住まい、防災ネットワーク 新道パトリふれあい事業 2,331

大阪府 近畿ろうあ連盟 第６０回近畿ろうあ者大会事業 2,109

大阪府
特定非営利活動法人障害者自立生活センター・スクラ
ム

障害者の子育てピアカウンセリング講座事業 500

決定額
（千円）



所在地 団　体　名 事　　業　　名
決定額
（千円）

大分県 富士見が丘青年部 ご近所花畑によるコミュニティー再生事業 2,432

鹿児島県
特定非営利活動法人鹿児島県ファイナンシャル・プラン
ナー協会

離島での市民後見人制度の普及に関する事業 3,000

25,22312事業



平成２２年度　地域活動支援事業　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

北海道 特定非営利活動法人自立支援事業所ベトサダ ホームレス自立支援事業 2,120

東京都 特定非営利活動法人キッズドア 困窮家庭でも利用可能な低額学習支援事業 2,000

鹿児島県
特定非営利活動法人かごしまホームレス生活者支えあ
う会

社会的孤立を防ぐ継続的ホームレス支援事業 1,171

5,2913事業

決定額
（千円）



平成２２年度　地域活動支援事業　助成決定一覧（第２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

青森県 特定非営利活動法人国際ボランティアセンター青森 在住外国人の就労支援及び地域共生推進事業 1,038

東京都 町田福祉レクリエーション研究会 福祉・介護従事者の資質向上に関する事業 997

大阪府 社会福祉法人豊中きらら福祉会 高次脳機能障害者支援スタッフ養成研修事業 628

2,6633事業

決定額
（千円）



平成２２年度　地域活動支援事業　助成決定一覧（第２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

北海道 特定非営利活動法人女のスペース・おん ＤＶ予防プログラム講師養成事業 3,000

埼玉県 特定非営利活動法人わこう子育てネットワーク 脱！孤立「待つ支援から届ける支援へ」事業 1,962

千葉県 子ども家庭サポートセンターちば 里親支援ソーシャルワーカー養成講座事業 2,264

東京都
特定非営利活動法人日本コミュニティーガーデニング協
会

心でつなぐ緑と食の講座事業 600

長野県 伊南子ども劇場 子育て世代のふれあい・仲間づくり事業 542

静岡県 特定非営利活動法人天城こどもネットワーク 木育を中心とした子育ち支援事業 2,756

静岡県 特定非営利活動法人浜松ＮＰＯネットワークセンター 在住外国人親子の為の進路相談会開催事業 1,063

滋賀県 特定非営利活動法人あかるくする会 児童遊園地敷設による「子育て支援」事業 1,000

京都府 宇治に冒険遊び場つくろう会 冒険遊び場づくりと視察・研修事業 690

京都府 京都造形活動研究所 親子参加型統合保育プロジェクト事業 1,916

決定額
（千円）



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ハートフレンド 世代を超えた命の授業・保育体験・相談事業 1,536

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 1,014

兵庫県
特定非営利活動法人女性と子ども支援センターウィメン
ズネット・こうべ

中高生へのデートＤＶ防止教育の普及事業 2,000

兵庫県 特定非営利活動法人そら 夏休み等長期休暇時の障害児日中一時預かり支援事業 645

大分県 津久見市民生委員・児童委員協議会 小・中学校区青少年みまもり連絡会設立事業 524

21,51215事業



平成２２年度　地域活動支援事業　助成決定一覧（第２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

茨城県 水戸酒門地区地域包括ケア会議設置準備会 地域での暮らしを支えるネットワーク構築のための事業 1,710

大阪府 社会福祉法人東大阪市社会福祉協議会 地域安心生活サポート事業 2,300

香川県 財団法人かがわ健康福祉機構 シニアカップルボランティア養成講座事業 873

大分県 特定非営利活動法人障害者ＵＰ大分プロジェクト 福祉情報サイトほっとねっとナビ開設事業 1,994

6,877

決定額
（千円）

4事業



平成２２年度　地域活動支援事業　助成決定一覧（第２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

埼玉県 障がい者の就労を支援する会「どんぐり」 障がい者の就労を支援するお店を開く事業 600

東京都 一般社団法人シニア法務サポート 安心なシニアライフをサポートする事業 1,221

愛知県 特定非営利活動法人楽笑 地域協働型地場産業新商品開発事業 1,700

滋賀県 特定非営利活動法人自分らしい暮らしと働き協議会 就労ステップアップ場提供・作業所復興事業 2,930

6,451

決定額
（千円）

4事業



平成２２年度　地域活動支援事業　助成決定一覧（第２次助成）

⑦　その他地域に密着したきめ細かな事業

所在地 団　体　名 事　　業　　名

北海道
つながれ！ひろがれ！春のひのき屋コンサート実行委
員会

つながろう・ひろがろう・秋のコンサート事業 560

神奈川県 社会福祉法人いきいき福祉会 地域の市民力でつながる環境∞福祉事業 943

静岡県 クラブ　セメアール 定住外国人と地域住民との交流事業 1,090

京都府 社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会 聴覚障害児デイサービス事業 2,246

香川県 ミュージックサポート・ネットワーク♪ぱぴぷぺぽ 音楽ボランティア養成事業 780

福岡県 特定非営利活動法人九州補助犬協会 障害者差別撤廃のための補助犬講演会事業 878

6,497

決定額
（千円）

6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 雇用・くらし・ＳＯＳネットワーク北海道 貧困問題に関する総合的な相談・支援事業 1,355

北海道 特定非営利活動法人自立支援事業所ベトサダ ホームレス社会復帰リサイクルショップ事業 522

北海道 特定非営利活動法人生活相談サポートセンター 失職等による困窮者の相談とサポート事業 800

北海道 反貧困ネット北海道 貧困問題対策事業 500

北海道 ビッグイシューさっぽろ ホームレス自立支援事業 500

宮城県 ありとも ホームレスへの食事提供・よろず相談事業 500

宮城県 特定非営利活動法人仙台夜まわりグループ ホームレスへの配食及び休息場所提供事業 1,663

宮城県 特定非営利活動法人ワンファミリー仙台 生活困窮者の社会的居場所づくり事業 2,292

決定額
（千円）

平成２２年度　地域活動支援事業　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）

宮城県 特定非営利活動法人ワンファミリー仙台 孤立する単身生活保護受給者の見守り事業 2,096

埼玉県 特定非営利活動法人ほっとポット 地域生活サポートホームエアコン設置事業 588

千葉県
特定非営利活動法人ホームレス自立支援市川ガンバ
の会

生活困窮者の地域での居宅生活安定促進事業 2,100

東京都 三多摩野宿者人権ネットワーク ホームレス等生活支援、巡回相談、配食事業 2,100

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 ホームレス障がい者の地域生活安定化事業 2,178

神奈川県 特定非営利活動法人寿クリーンセンター 寿地区における失業者への就労支援事業 1,736

新潟県 特定非営利活動法人ホームレス支援ネットにいがた ホームレス等農作業を通じた社会復帰支援事業 1,605

愛知県 のわみ相談所 緊急保護施設の充実と新たな談話室の設置事業 3,000

大阪府 社会福祉法人大阪府総合福祉協会 都市郊外地域における地域生活継続支援事業 2,398

大阪府 特定非営利活動法人生活サポート釜ヶ崎 釜ヶ崎からはじまる福祉ネットワークの構築事業 2,125

大阪府
特定非営利活動法人ＨＥＡＬＴＨ　ＳＵＰＰＯＲＴ　ＯＳＡＫ
Ａ

釜ヶ崎日雇い労働者の健康生活支援事業 2,981

徳島県 新しい自立化支援塾 ホームレスの地域移行型社会的起業支援事業 3,000

福岡県 特定非営利活動法人北九州ホームレス支援機構 緊急シェルター事業 902



所在地 団　体　名 事　　業　　名
決定額
（千円）

福岡県 社会福祉法人グリーンコープ 生活困窮者の福祉的自立を支援する事業 2,171

長崎県 長崎ホームレスを支援する会 長崎ホームレス・生活困窮者等支援事業 2,863

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 ホームレス等の居住支援と就労機会提供事業 2,356

鹿児島県 かごしま生活相談ネットワーク 社会的支援を必要とする方への継続支援事業 644

42,97525事業


