
平成２４年度　社会福祉振興助成事業　助成決定一覧

福祉活動支援事業（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 42    96,133          

２　高齢者・障害者の就労支援・権利擁護等に関する事業 22    44,120          

３　地域や家庭における子ども・子育てに関する事業 56    97,427          

４　貧困対策等社会的支援（福祉的支援）を行う事業 19    38,366          

５　福祉・介護従事者の確保・育成に関する事業 3      6,424             

計 142  282,470        
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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

（１）配食や買い物、移動支援、見守り、居場所づくり、心のケアなどにより、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）引きこもり青年や軽度の発達障害者等の自立生活に向けた就労前の支援に関する事業

（６）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

（７）老老介護世帯の支援に関する事業

（８）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

（９）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

（１）配食や買い物、移動支援、見守り、居場所づくり、心のケアなどにより、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）

北海道 特定非営利活動法人スワンの家 共生サロンにおける「リフォーム手芸」交流事業 629

北海道
特定非営利活動法人日本ＳＮＳ推進機構　北
海道支部

北海道老老除雪支援プロジェクト事業 2,787

北海道
特定非営利活動法人さっぽろ福祉支援ネット
あいなび

地域生活２４時間支援（すけっと愛）事業 2,878

北海道 特定非営利活動法人千歳めいぷるの会 共生型サロン事業 3,000

北海道 特定非営利活動法人ボランティア杜の家 高齢者や介護する側の孤立を防止する事業 2,158

北海道 特定非営利活動法人みんなの広場 高齢者・障害者（ささえ愛）サポート事業 1,246
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（１）配食や買い物、移動支援、見守り、居場所づくり、心のケアなどにより、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）

北海道 特定非営利活動法人ＹＵ～Ｋｉ倶楽部 高齢者・障害者夜間安心電話事業 2,850

青森県 社会福祉法人弘前豊徳会 被災地要介護者の移送・遠隔面会支援事業 2,998

宮城県 社会福祉法人臥牛三敬会 買い物弱者支援のための移動販売車輌の購入事業 3,000

宮城県 特定非営利活動法人浦戸福祉会 浦戸の震災復興のための高齢者生活支援事業 3,000

宮城県 特定非営利活動法人学割ｎｅｔ 健康運動指導士による生活不活発病予防事業 3,000

福島県 ＮＰＯ法人御倉町かいわいまちづくり協議会 御倉邸で逢いましょう。事業 2,551

福島県 特定非営利活動法人コミュニティちゃばたけ 団塊世代、高齢者の活き活きげんき事業 1,021

群馬県 特定非営利活動法人スマイルパートナー 過疎地域高齢者買い物支援事業 3,000

埼玉県
特定非営利活動法人志民アシストネットワー
ク

地域支え合いサービス「安心おとどけ隊」事業 3,000

埼玉県 特定非営利活動法人フォーライフ 東日本大震災被災者コミュニティ構築支援事業 2,113
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（１）配食や買い物、移動支援、見守り、居場所づくり、心のケアなどにより、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
特定非営利活動法人コレクティブハウジング
社

持続可能なコミュニティづくり支援事業 3,000

東京都 一般社団法人シニア法務サポート 高齢者の孤立防止と自己決定を尊重する事業 1,800

東京都 特定非営利活動法人ＰＯＳＳＥ 仮設住宅における被災者の制度利用支援事業 3,000

東京都 老人給食協力会ふきのとう 高齢者孤立予防のための地域体制づくり事業 727

神奈川県 社団法人神奈川県聴覚障害者協会 要支援聴覚障害者の孤立防止・自立支援事業 2,715

新潟県 よろんごの木 安全で安心な支え合いの地域づくり事業 1,398

福井県
特定非営利活動法人今立ファミリーサポート
ひなたぼっこ

地域包括の町づくり支えあい活動推進事業 2,535

山梨県 山梨市集いの会 高齢者を対象にしたコミュニティー施設の運営事業 2,835

愛知県
特定非営利活動法人ＳＨＡＲＥＨＯＵＳＥ光
が丘

高齢者と障害者のシェアハウス事業 2,255

大阪府 特定非営利活動法人エフ・エー 地域の居場所づくりと地域活動支援事業 1,603
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（１）配食や買い物、移動支援、見守り、居場所づくり、心のケアなどにより、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）

岡山県 特定非営利活動法人けしごやま 障害者、高齢者、市民、交流サロン事業 3,000

広島県
特定非営利活動法人ふれあいセンターたんぽ
ぽ

地域の買物難民を支える買物ツアーとサロン活動事業 2,596
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（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ホップ障害者地域生活支
援センター

東日本大震災被災者への移動支援事業 2,717

東京都 特定非営利活動法人ＶＩＶＩＤ 家族と支援者のための支援計画づくり事業 913

東京都 社会福祉法人巣立ち会 精神疾患を持つ若者への早期支援・自殺予防事業 3,000

兵庫県 特定非営利活動法人兵庫介助犬協会 介助犬の潜在的需要を掘り起こす事業 500

兵庫県 特定非営利活動法人兵庫盲ろう者友の会 盲ろう者の自立支援サポート従事者養成事業 3,000

愛媛県 特定非営利活動法人ネセサリーフォー 障害者セルフマネジメントプロジェクト事業 2,986
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（５）引きこもり青年や軽度の発達障害者等の自立生活に向けた就労前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レター・ポスト・フレン
ド相談ネットワーク

北海道ひきこもり生活支援ガイドブック作成事業 1,800

愛知県 特定非営利活動法人安城まちの学校 はたらくことを学ぶ畑の学校事業 2,708

大阪府 特定非営利活動法人若者国際支援協会 次世代わかものソーシャルファーム事業 2,365

兵庫県 特定非営利活動法人ダーナ 生きにくさを抱える若者を地域社会につなぐ研修モデル構築事業 2,317

福岡県 福岡「楠の会」 長期化高年齢化対応のひきこもり支援事業 500
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（９）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）

栃木県 特定非営利活動法人うりずん 医療依存度の高い重症障害児の社会参加事業 3,000

東京都 特定非営利活動法人地域ケアさぽーと研究所 介護職員等によるたんの吸引等の研修・支援事業 2,300

東京都 社団法人全国脊髄損傷者連合会東京都支部 タン吸引の医療的ケア事業 1,332
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２　高齢者・障害者の就労支援・権利擁護等に関する事業

（１０）高齢者・障害者の特性に応じた就労支援に関する事業

（１１）虐待や消費者被害の防止等高齢者・障害者の権利擁護に関する事業

（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 特定非営利活動法人東京自立支援センター 障害者の一般就労に向けた就労支援事業 3,000

石川県 社会福祉法人共友会 宅配弁当による認知症のある方への就労支援事業 2,700

山梨県 特定非営利活動法人バーチャル工房やまなし 障害者在宅就労の為の学習機会提供事業 2,295

岐阜県 特定非営利活動法人キッズアカデミーせき園 福祉農園における職業指導員養成研修事業 932

愛知県 ＮＰＯ人事コンサルティングＶＰＣ 発達障害特性活用型ＮＰＯ業務体制強化事業 2,712

滋賀県
特定非営利活動法人草津市心身障害児者連絡
協議会

草津市いきいき働きサポート事業 1,962

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育成卒後教育事業 1,314

兵庫県 特定非営利活動法人マザーサポートの会 障害者の自立を助けるためのパン教室事業 500

和歌山県 特定非営利活動法人和歌山自立支援センター 生まれた地域で幸せに働く応援事業 514
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（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）

福岡県 特定非営利活動法人ＡＦＯ 無料職業紹介事業 900

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による雇用の場創出事業 2,199
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（１１）虐待や消費者被害の防止等高齢者・障害者の権利擁護に関する事業

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成年後見支援セン
ター

高齢者悩み１１０番相談員養成講座開催事業 2,196

東京都
社会福祉法人全国重症心身障害児（者）を守
る会

重症心身障害者の成年後見人の研修会事業 2,656

愛知県 愛知障害フォーラム 差別禁止法及び愛知県差別禁止条例啓発事業 2,700

三重県
一般社団法人　コスモス成年後見サポートセ
ンター三重県支部

成年後見制度啓蒙・普及・利用支援事業 1,769

京都府
特定非営利活動法人山城権利擁護ネットワー
ク

京都府南部の法人後見による権利擁護事業 2,850

大阪府
特定非営利活動法人大阪精神医療人権セン
ター

連続講座「はじめての精神医療」開催事業 1,830

大阪府
特定非営利活動法人東大阪成年後見支援セン
ター

法人後見・権利擁護支援ネットワーク推進事業 3,000

兵庫県 特定非営利活動法人市民後見ひょうご 成年後見制度利用支援事業 1,805

徳島県
一般社団法人　コスモス成年後見サポートセ
ンター徳島県支部

成年後見制度啓蒙・普及・利用支援事業 2,423

高知県
一般社団法人　コスモス成年後見サポートセ
ンター高知県支部

成年後見制度に関する普及促進事業 2,363
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（１１）虐待や消費者被害の防止等高齢者・障害者の権利擁護に関する事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

沖縄県 特定非営利活動法人チーム沖縄 障がい者の生活に関する制度法律学習会事業 1,500
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３　地域や家庭における子ども・子育てに関する事業

（１２）安全・安心な子育ての環境づくりを支援する事業

（１３）ひとり親家庭の親の就労支援事業

（１４）児童虐待・ＤＶ等の防止、保護・支援を必要とする子ども・家庭を支援する事業

（１５）児童虐待防止に向けた普及・啓発に関する事業

（１６）虐待・ＤＶ被害者の緊急避難施設（シェルター）運営事業

（１７）児童虐待防止に向けた親支援に関する事業

（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）

北海道
特定非営利活動法人こどものへやＣＯＳＭＯ
Ｓ

未就園児の心と体の育ちを守る事業 1,500

北海道 Ｙａ！Ｙａ！やぁ！ 小中学生のための異文化体験事業 765

福島県 ｇｏそだてチーム　いっぽ コミュニティハウス＆ファミリーサポートおのほっぺ事業 1,273

福島県
特定非営利活動法人福島県子どもの教育支援
サークル

ワクワクどきどきいっぱいの子ども体験事業 2,997

福島県 社会福祉法人福島市社会福祉協議会 平成２４年度生活復興支援室内遊園地設置運営事業 3,000

福島県 特定非営利活動法人本宮いどばた会 子育てひろばで広げよう希望の輪事業 800
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（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）

茨城県 特定非営利活動法人まちなか交友館まどか 発達障碍のある子と保護者のための支援事業 881

埼玉県 特定非営利活動法人地球元気村 地球元気村被災地復興支援事業 2,886

東京都
特定非営利活動法人市民共同学習プロジェク
ト子どもひろば

不登校支援と不登校予防の学習サポート事業 1,908

東京都 特定非営利活動法人八王子子ども劇場 子どもフェスティバル２０１２八王子事業 2,037

神奈川県 特定非営利活動法人かながわ子ども教室 高齢者による子供育成とネットワーク化事業 2,300

神奈川県 特定非営利活動法人ＪＡＭネットワーク 児童養護施設の子どもの自立支援事業 2,048

神奈川県 特定非営利活動法人ピープウ・ラボ 音楽とアートを使った発達・育児支援事業 1,900

神奈川県 特定非営利活動法人わくわく教室 わくわく教室活動事業 500

新潟県 子育てひろば　もみの木 避難者・転入者向けの子育てひろば開設事業 1,355

福井県 特定非営利活動法人パパジャングル 父親による子育ち応援事業 2,280
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（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）

岐阜県 特定非営利活動法人キッズスクエア瑞穂 児童虐待防止のための３つのアプローチ事業 2,150

岐阜県 すくすくわくわくまあるいこころ 地域や家庭における子ども・子育てに関する事業 2,818

岐阜県 子育て支援サークル～いちご～ 子育て支援いちご事業 797

岐阜県 はみんぐ 親子が集うカフェ開設事業 697

愛知県 ＭＪ音楽教育研究所　音話の森 障害児者及び家族の為の療法的音楽支援事業 1,500

愛知県 特定非営利活動法人子ども健康フォーラム 全国及び東北での子どもの療養環境普及事業 2,299

愛知県 特定非営利活動法人発達障害療育センター 学校現場での読み書き困難への支援確立事業 870

愛知県 一般社団法人東三河セーフティネット 行政と連動した子育て環境と家族の支援事業 2,269

愛知県
特定非営利活動法人フェミニストサポートセ
ンター・東海

震災をのりこえて－今日から明日への絆事業 1,000

滋賀県 特定非営利活動法人恒河沙母親の会 チームと場の力を活かした支援事業 1,900
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（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）

大阪府 特定非営利活動法人音楽サポートネット音結 発達障がいの子どもへの個人音楽療法事業 1,423

大阪府 特定非営利活動法人久寿の樹 子ども預かりサービス事業 530

兵庫県
特定非営利活動法人淡路島ファミリーサポー
トセンターまあるく

子育てにほっと一息預かり保育事業 1,410

兵庫県
特定非営利活動法人発達障害児療育センター
しらゆり

要配慮児の支援ネットワークを構築する事業 1,142

奈良県 学校法人辰巳学園 外国人家族・国際結婚家族の子育て相談事業 2,458

和歌山県 特定非営利活動法人トレス 学習困難な環境下にある親子への支援事業 2,201

鳥取県 特定非営利活動法人十人十色 あかちゃんは地域のたからもの事業 3,000

広島県 社会福祉法人あづみの森 『発達障害児に関わる環境整備』事業 1,723

徳島県 特定非営利活動法人マミーズ ファミリーサポート事業 1,049

香川県 特定非営利活動法人子育てネットひまわり たかまつ子育てサークルコミュニティベース事業 1,278
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（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）

福岡県
特定非営利活動法人ライフサポート・アム
リール

長期療養児とその家族のＱＯＬ向上事業 2,698

鹿児島県 特定非営利活動法人心音 親子の心と身体の軸づくり事業 1,382
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（１４）児童虐待・ＤＶ等の防止、保護・支援を必要とする子ども・家庭を支援する事業

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ブルースター 児童虐待防止に資する子育て支援事業 507

東京都 特定非営利活動法人３ｋｅｙｓ 児童福祉施設への学習ボランティア派遣事業 2,470

東京都 特定非営利活動法人多摩在宅支援センター円 精神疾患をもつ子育て世帯へのサポート事業 1,463

長野県 ＣＡＰながの おとなに届け！私たちの声事業 1,300

長野県
特定非営利活動法人フリーキッズ・ヴィレッ
ジ

２４時間託児・相談による児童虐待防止事業 2,394

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

子育て虐待防止電話相談・メール相談員研修事業 859

愛知県 ホームスタートまんま 家庭訪問型子育て支援による虐待予防事業 1,618
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（１５）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）

宮城県 特定非営利活動法人すくすく保育研究所 児童虐待防止普及・啓発活動事業 1,987

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

児童虐待防止と命についての人形劇公演と子育て応援ひろば事業 2,683

東京都 社会福祉法人カリヨン子どもセンター 子どもシェルターネットワーク広報活動事業 2,480
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（１７）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）

千葉県 特定非営利活動法人ｉ‐ｎｅｔ 家庭訪問型子育て支援運営強化事業 710

東京都
特定非営利活動法人ピアサポートネットしぶ
や

養育困難な子をもつ家族への虐待防止事業 2,961

東京都 こうとう親子センター 家庭訪問型子育て支援虐待予防・防止事業 3,000

三重県 子育ち広場∴ドロップｉｎ 虐待防止に繋がる自己肯定感を親子で育む事業 500

大阪府 特定非営利活動法人くるみ会 児童虐待防止及び都市部保育園支援事業 2,574

大阪府
特定非営利活動法人保育サポーター　グー・
チョキ・パー

子育ての方法を学び、イライラ解消！事業 802

岡山県 特定非営利活動法人吉備野工房ちみち 親子を見守る大きなお世話事業 2,580

岡山県 子育て応援遊里 グループで母による虐待予備軍の減少を目指す事業 1,515
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４　貧困対策等社会的支援（福祉的支援）を行う事業

（１９）生活保護のボーダーにある低所得者やホームレス等に寄り添いながら、計画的・きめ細かな支援を行う事業

（２０）ホームレス等の緊急避難施設（シェルター）運営事業

（２１）生活困窮者に対する債務整理や家計再建に向けた指導や自立後の生活指導等に関する事業

（２２）ひとり親家庭などの生活困窮世帯の養育相談や学習支援に関する事業

（２３）薬物乱用防止に関する普及・啓発事業

（２４）薬物・アルコール中毒者への社会復帰支援事業

（２５）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やホームレス等に寄り添いながら、計画的・きめ細かな支援を行う事業

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ハンド・イン・ハンド 路上生活者を対象とした自立支援事業 770

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 2,970

北海道 北海道の労働と福祉を考える会 路上生活者に対する総合的な相談・支援事業 951

千葉県 企業組合労協船橋事業団 貧困層の助け合いとしてのフードバンク事業 2,997

東京都 府中緊急派遣村 低所得者、ホームレス等を支援する事業 3,000

石川県 特定非営利活動法人フードバンクいしかわ 「貧困対策」に関する事業 1,298
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（１９）生活保護のボーダーにある低所得者やホームレス等に寄り添いながら、計画的・きめ細かな支援を行う事業

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生活サポート釜ヶ崎 釜ヶ崎における野宿生活者生活支援事業 2,812

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 555
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（２１）生活困窮者に対する債務整理や家計再建に向けた指導や自立後の生活指導等に関する事業

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ＶＡＩＣコミュニティケ
ア研究所

多重債務予防啓発活動として金銭経済教育の実施事業 600

東京都 特定非営利活動法人大地の会 多重債務者救済及び生活再生事業及び生活保護申請支援事業 2,838

石川県 特定非営利活動法人金沢あすなろ会 貧困対策等社会的支援を行う事業 2,930

高知県 特定非営利活動法人あまやどり高知 住まいの確保等に関する支援事業 977

沖縄県 沖縄クレジット・サラ金被害をなくす会 生活再建寄り添い総合支援事業 1,950
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（２２）ひとり親家庭などの生活困窮世帯の養育相談や学習支援に関する事業

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ホームレス自立支援市川
ガンバの会

脱貧困！生活困窮家庭に対する学習支援事業 3,000

静岡県 特定非営利活動法人伊豆中国交流協会 貧困世帯への学習支援及び食料提供支援事業 2,999

大阪府 特定非営利活動法人キッズなー ひとり親家庭等の学習支援や養育相談事業 2,468

沖縄県
特定非営利活動法人アメラジアンスクール・
イン・オキナワ

シングルマザーのための多文化学童事業 1,836
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（２４）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札幌マック 「依存症回復支援施設の連携を目指す」事業 628

京都府 特定非営利活動法人京都ＤＡＲＣ 薬物依存症回復支援の女性ホーム設立事業 2,787
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５　福祉・介護従事者の確保・育成に関する事業

（２６）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）

宮城県
特定非営利活動法人防災・減災サポートセン
ター

防災マップによる福祉施設の減災支援事業 1,444

京都府 一般社団法人全国手話通訳問題研究会 被災地における手話通訳者の養成事業 3,000

福岡県
特定非営利活動法人障がい者相互支援セン
ターＭＣＰ

障がいがある学生への学習支援事業 1,980
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