
平成２４年度　社会福祉振興助成事業　助成決定一覧

社会参加促進活動支援事業（総括表）

助成テーマ 件数 金額（千円）

１　全国的なボランティア活動の振興に関する事業 2      31,650          

２　障害者スポーツを支援する事業 25    131,028        

３　高齢者の日常生活、社会参加等を支援する事業 4      50,195          

計 31    212,873        
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１　全国的なボランティア活動の振興に関する事業

（１）ボランティア活動の情報交換や相互交流等の機会を通じて、ボランティア活動の全国的な振興を図る事業

所在地 団体名 事業名
内定額

（千円）

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みえ」事業 25,990

愛知県
特定非営利活動法人愛・地球博ボランティア
センター

第４回Ｍａｋｅ　ａ　ＣＨＡＮＧＥ　Ｄａｙ事業 5,660
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２　障害者スポーツを支援する事業

（２）障害者スポーツの育成・強化に関する事業

（３）スポーツを通じた障害者の社会参加等を促進する事業

（２）障害者スポーツの育成・強化に関する事業

所在地 団体名 事業名
内定額

（千円）

埼玉県 日本ウィルチェアーラグビー連盟 第１４回日本選手権大会・第３回国際交流大会事業 2,547

千葉県
特定非営利活動法人日本知的障害者陸上競技
連盟

２０１２日本ＩＤ陸上競技選手権開催事業 2,115

東京都 公益財団法人日本障害者スポーツ協会 ロンドンパラリンピック日本選手団派遣事業 36,000

東京都 公益財団法人日本障害者スポーツ協会 平成２４年度ジャパンパラ開催事業 38,675

東京都 日本知的障害者水泳連盟 第１５回日本知的障害者水泳選手権大会事業 1,620

静岡県 日本脳性麻痺７人制サッカー協会 ＣＰサッカー選手・指導者育成に関する事業 4,500

大阪府 一般社団法人日本身体障がい者水泳連盟 第２９回日本身体障害者水泳選手権大会事業 5,130

大阪府 日本ボッチャ協会 ボッチャでの重度障がい者社会参加推進事業 3,564
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（３）スポーツを通じた障害者の社会参加等を促進する事業

所在地 団体名 事業名
内定額

（千円）

北海道 スポーツネットはこだて インクルーシブ・スポーツコーディネート事業 1,350

岩手県 岩手県障がい者フライングディスク協会 フライングディスク被災地支援巡回広報事業 1,044

茨城県 特定非営利活動法人蛍の会 ２４年知的障害者スポーツの振興事業 3,748

埼玉県
特定非営利活動法人トレイル・オリエンテー
リング協会

トレイルＯ障がい者交流事業 2,329

東京都 日本車椅子バスケットボール連盟 ２０１２ジュニア選抜車椅子バスケ大会事業 1,946

東京都 日本車椅子バスケットボール連盟 全日本女子選手権大会兼全国シニア大会事業 2,231

東京都 日本障害者フライングディスク連盟
全国障害者フライングディスク協会ネットワーク強化協議会開催兼
全日本障害者フライングディスク競技大会開催事業

5,940

東京都
特定非営利活動法人日本スポーツボランティ
ア・アソシエーション

障がい者ウォーク＆ジョグ・伴走・指導事業 1,228

東京都
特定非営利活動法人日本知的障害者スポーツ
連盟

レッツスポーツ知的障害者の余暇振興事業 2,737

東京都
特定非営利活動法人ジャパン・ハンディ
キャップゴルフ協会

ゴルフを通した障害者の社会参加促進事業 3,761
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（３）スポーツを通じた障害者の社会参加等を促進する事業

所在地 団体名 事業名
内定額

（千円）

東京都 公益財団法人全日本空手道連盟 第８回全日本障害者空手道競技大会事業 836

東京都
特定非営利活動法人日本車いすダンススポー
ツ連盟

全日本車いすダンススポーツ選手権大会事業 2,550

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 1,600

愛知県 日本車椅子ツインバスケットボール連盟 全国障害者スポーツ大会オープン競技事業 535

大阪府 特定非営利活動法人ハニー・ビー 知的・発達障害児のためのスポーツ教室事業 2,936

岡山県 聴覚・サポートかけはし 聴覚障がい児・者交流卓球大会事業 727

高知県 高知チャレンジドクラブ 障害者ダイビング環境促進プロジェクト事業 1,379
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３　高齢者の日常生活、社会参加等を支援する事業

（４）高齢者の生きがいと健康づくり活動の全国的な振興を図る事業

（５）高齢者の日常生活の支援や介護者の負担軽減を図る各種福祉用具の改良開発事業

（４）高齢者の生きがいと健康づくり活動の全国的な振興を図る事業

所在地 団体名 事業名
内定額

（千円）

東京都 一般財団法人長寿社会開発センター 全国健康福祉祭宮城・仙台大会文化交流事業 24,754

広島県 特定非営利活動法人コーチズ 新聞手巻き棒歩行力向上プログラム普及事業 2,712
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（５）高齢者の日常生活の支援や介護者の負担軽減を図る各種福祉用具の改良開発事業

所在地 団体名 事業名
内定額

（千円）

北海道 株式会社プラウシップ トランスファ・スツールの製品化事業 7,837

宮城県 株式会社ジェー・シー・アイ 高齢者福祉施設特化型車いすの開発事業 14,892
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社会福祉振興助成費補助金にかかる施策番号

Ⅰ 福祉活動支援事業

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

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

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

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

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

Ⅱ 社会参加促進活動支援事業

１ 全国的なボランティア活動の振興に関する事業

(1) ボランティア活動の情報交換や相互交流等の機会を通じて、ボランティア活動の全国的な振興を図る事業

２ 障害者スポーツを支援する事業

(2) 障害者スポーツの育成・強化に関する事業

(3) スポーツを通じた障害者の社会参加等を促進する事業

３ 高齢者の日常生活、社会参加等を支援する事業

(4) 高齢者の生きがいと健康づくり活動の全国的な振興を図る事業

(5) 高齢者の日常生活の支援や介護者の負担軽減を図る各種福祉用具の改良開発事業

Ⅲ 地域連携活動支援事業

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

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

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

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

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

Ⅳ 全国的・広域的ネットワーク活動支援事業

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

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

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

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



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


