
平成２４年度　社会福祉振興助成事業　助成決定一覧

地域連携活動支援事業（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 58    266,617        

２　高齢者・障害者の就労支援・権利擁護等に関する事業 23    92,571          

３　地域や家庭における子ども・子育てに関する事業 55    194,116        

４　貧困対策等社会的支援（福祉的支援）を行う事業 14    82,060          

５　福祉・介護従事者の確保・育成に関する事業 2      10,493          

計 152  645,857        
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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
内定額

（千円）

北海道 もしも北海道グループ実行委員会 十年ＤＩＧと老孫工房による孤立防止事業 2,400

北海道 特定非営利活動法人きなはれ 地域相談カフェと課題解決ご近所ネット事業 2,903

北海道
特定非営利活動法人たすけあいワーカーズさ
くらんぼ

地域における孤立防止のための拠点運営事業 7,000

岩手県 特定非営利活動法人遠野まごころネット 大船渡市内における被災高齢者見守り事業 14,027

宮城県 特定非営利活動法人ＬＥＡＦ２６ 復興（幸）と笑顔をこの大地に事業 7,000

福島県 特定非営利活動法人ＮＰＯほうらい バスを通じた仮設住宅コミュニティー事業 7,000

2／28



（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
内定額

（千円）

福島県 一般社団法人情報センターＦａｉｓ 仮設住宅支援「おでかけ送迎サービス」事業 6,366

栃木県 特定非営利活動法人栃木県シニアセンター タブレット活用で第三の居場所を創る事業 1,960

埼玉県 特定非営利活動法人ふれあいねっと 高齢者の生活支援及び交流促進事業 2,710

埼玉県
特定非営利活動法人松原団地見守りネット
ワーク

松原団地見守りネットワーク運営事業 5,815

埼玉県 社会福祉法人和光市社会福祉協議会 寄り合いどころ「たまりば」事業 1,600

千葉県
特定非営利活動法人運転免許取得支援セン
ター

被災地の高齢者の生活支援事業 7,000

千葉県 特定非営利活動法人ココＣＯＬＯＲねっと “困った時はお互い様”市民助け合いネット事業 3,529

千葉県
特定非営利活動法人たすけあいの会ふれあい
ネットまつど

ユニバーサルコミュニティカフェの開設事業 6,356

東京都
特定非営利活動法人シニアソーホー普及サロ
ン・三鷹

ＩＣＴ活用の孤立防止ネットワーク構築事業 5,998

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生活安定継続事業 3,921
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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
内定額

（千円）

東京都 社会福祉法人プシケおおた 高齢者・障害者への休憩場提供と配食事業 5,726

東京都 特定非営利活動法人プロップＫ 地域の子どもと高齢者ダーツ交流・定着事業 3,667

東京都 公益社団法人「小さな親切」運動本部 地域活性生きがい支援事業 6,400

東京都
特定非営利活動法人子育てネットワーク・
ピッコロ

地域をつなぐ赤ちゃん～高齢者のサロン事業 4,041

神奈川県
特定非営利活動法人かまくら地域介護支援機
構

地域の高齢者等を笑顔で支えるシステムづくり事業 2,691

神奈川県 特定非営利活動法人木々の会 障がい者と市民が共に泊まりくつろぐ家事業 4,217

新潟県
特定非営利活動法人新潟リハビリレクリエー
ションアカデミー

高齢者の居場所活性化支援事業 3,711

新潟県 特定非営利活動法人ライフネッツにいがた 通信端末活用による安否確認と緊急連絡事業 6,840

石川県 加賀市小規模多機能型居宅介護事業者連絡会 小規模多機能ケアによる高齢者孤立防止事業 3,350

滋賀県
特定非営利活動法人琵琶湖ライフケアシステ
ム

地域を活性化して楽しめる街にしよう事業 5,985
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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
内定額

（千円）

大阪府 特定非営利活動法人寝屋川あいの会 団塊世代による高齢者相互の支え合い事業 5,793

大阪府 和花（のどか） 地域の触れ合いと支えあいを実現する事業 500

広島県 特定非営利活動法人元気むらさくぎ さくぎ地域ネットワーク助け合い隊事業 3,318

広島県 特定非営利活動法人あいあいねっと フードバンクシステムを活用した配食事業 3,399

山口県 特定非営利活動法人シニアネット光 ＩＣＴ活用による生きがいサポーター養成事業 2,100

山口県 神東地域振興協議会 高齢者等地域総合支え合い事業 4,939

福岡県
特定非営利活動法人Ｗａｌｌ　Ｌｅｓｓ　Ｊ
ａｐａｎ

孤独死防止につながる買い物支援事業 3,000

福岡県 社会福祉法人寺子屋工房 高齢者等日常生活支援総合事業 5,101

熊本県
特定非営利活動法人ひと・学び支援センター
熊本

かえでの森で、今日から始める新しい絆事業 7,000

熊本県
特定非営利活動法人ボランティア仲間九州
ラーメン党

ハンセン病療養所入所者と保育園児と地域住民の交流事業 1,900
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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
内定額

（千円）

熊本県 特定非営利活動法人やまが元気倶楽部 買い物弱者対策（買い物リハ倶楽部）事業 6,709

沖縄県 社会福祉法人まつみ福祉会 高良地域サポートネットワーク構築事業 4,915
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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
内定額

（千円）

北海道 特定非営利活動法人ｉＣａｒｅほっかいどう 道内の連携を深める広域的な意思伝達支援事業 2,994

北海道 特定非営利活動法人ＺＥＲＯ 障がい者による共同作品展示会を行う事業 869

東京都 特定非営利活動法人おおた市民活動推進機構 原発事故被災地域南相馬の移送支援事業 11,509

東京都 特定非営利活動法人在宅支援グループ優友 アフタークラブてんとうむしⅢ事業 4,474

東京都
一般社団法人全国肢体不自由児者父母の会連
合会

第２回「地域支援大見本市」事業 1,000

東京都
公益財団法人日本障害者リハビリテーション
協会

デイジーによる学習と社会参加支援事業 5,949

神奈川県 特定非営利活動法人やさしくなろうよ 福祉介護用トイレカーによる被災地支援事業 6,579

静岡県 特定非営利活動法人ドリーム・フィールド 音楽療法コンサートによる震災地支援事業 4,718

大阪府 ＮＰＯ法人地域自立支援推進協議会ＪＯＴＯ 城東区障害者支援ネットワーク構築事業 5,058

7／28



（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
内定額

（千円）

滋賀県 特定非営利活動法人ゆうらいふ 我が家を終の住処にできる介護付き地域事業 5,128

大阪府 社会福祉法人みつわ会 トライアルハウスの利用による自立生活体験事業 3,300
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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
内定額

（千円）

北海道
特定非営利活動法人北海道学習障害児・者親
の会クローバー

若者に社会参加の勇気を与える事業 2,100

岩手県
特定非営利活動法人みやこ自立サポートセン
ター

震災地域若者自立支援事業 6,900

石川県 特定非営利活動法人ワンネススクール 若者就労支援事業「ムーブ」事業 2,000

大阪府
有限責任事業組合ネクストステージ大阪有限
責任事業組合

発達障害者等の自立へ向けた環境整備事業 7,000

長崎県
特定非営利活動法人フリースクール　クレイ
ン・ハーバー

困難を有する若者の就労コーディネート事業 5,117

鹿児島県
特定非営利活動法人未来ネットワークかごし
ま

子供・若者社会参加促進サポートイベント事業 2,000
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（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

所在地 団体名 事業名
内定額

（千円）

兵庫県
特定非営利活動法人姫路市介護サービス第三
者評価機構

認知症確定診断後の継続支援会議の運営事業 1,530

福岡県 認知症・草の根ネットワーク 不明認知症高齢者などのいのちをつなぐ事業 1,547
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（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

所在地 団体名 事業名
内定額

（千円）

長野県
特定非営利活動法人ｅ－ＭＡＤＯ　病気のこ
どもの総合ケアネット

在宅難病患者家族と医師との交流用ツール事業 5,958
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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
内定額

（千円）

北海道 社会福祉法人旭川旭親会 発達障害者の特性に応じた就労支援連携事業 7,000

青森県 特定非営利活動法人笑楽生 地域連携活動支援事業 3,700

東京都 特定非営利活動法人エッジ 中小企業における発達障害者の就労支援事業 2,285

東京都 特定非営利活動法人ケアサポートらくらく ジョブパートナー育成パート２事業 7,000

神奈川県 特定非営利活動法人新 ＷＳで法人連携と地域密着を計る事業 1,037

新潟県 特定非営利活動法人ＵＮＥ 中山間地域における地域しごとおこし事業 5,200

富山県 特定非営利活動法人工房あおの丘 ＭＳＰを活用した新たな就労支援開発事業 3,958

岐阜県 特定非営利活動法人なじみのふるさと 障害者が働く街角サロン＆ショップ整備事業 3,000

愛知県
特定非営利活動法人おかざきの自然環境を考
える会

放置竹林及び休耕地を有効活用した高齢者・障害者の就労支援事業 1,828
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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
内定額

（千円）

愛知県 特定非営利活動法人ビリーブ パーソナル・サポーターの育成・運営事業 4,544

大阪府 特定非営利活動法人大阪ＮＰＯセンター 障がい者の「雇用力・就業支援力」醸成研修事業 5,838

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

精神障害者の就労継続支援センター事業 3,866

兵庫県 特定非営利活動法人ピュアコスモ 発達障害者の就労支援連携ネットワーク事業 1,717

和歌山県 社会福祉法人一麦会 障害者の職場開拓としての宅配事業 4,922

山口県 一般社団法人山口県中小企業診断協会 被災地障害者の自立と地域支え合い構築支援事業 5,663

香川県 社会福祉法人香川ボランティア協会 高齢者・障害者による福祉機器開発サポートサービス事業 6,775

鹿児島県 特定非営利活動法人ひばり倶楽部 特性と新たな求人ニーズのマッチング事業 5,115

13／28



（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
内定額

（千円）

茨城県
特定非営利活動法人ＮＰＯプラザ・ねこねっ
と

高齢者が安心して老後を送るための相談事業 3,076

東京都 特定非営利活動法人東京ソテリア 法的問題をもつ精神障害者への包括擁護事業 6,355

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公開講座と後見人養成事業 733

兵庫県 特定非営利活動法人すまみらい 絵本を通じた精神障がいに関する啓発事業 1,000

福岡県 北九州市障害福祉団体連絡協議会 障害者の人権擁護のネットワーク構築事業 959

鹿児島県
特定非営利活動法人市民後見センターかごし
ま

離島の高齢者・障害者の権利擁護促進事業 7,000
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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
内定額

（千円）

北海道
特定非営利活動法人子育て支援ワーカーズ
プチトマト

共生型サロンの運営と安心な地域づくり事業 7,000

北海道 特定非営利活動法人こばと 障害福祉、医療、教育、地域住民の連携事業 720

北海道
特定非営利活動法人コミュニティワーク研究
実践センター

全国連携による宮古人形劇場運営事業 6,159

北海道 特定非営利活動法人たすデザイン 乳児を持つ家庭への情報支援事業 3,324

宮城県 ＷＡＴＡＬＩＳ みんなｄｅ手しごとプロジェクト事業 6,301

宮城県 ＮＰＯ和の音　ＷＡ‐ＫＵ 放課後保育と被災者の活動意欲復興事業 2,091
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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
内定額

（千円）

宮城県 特定非営利活動法人せんだい杜の子ども劇場 支援の輪をつなぐ子育て応援まつり開催事業 7,000

宮城県 西公園プレーパークの会 西公園プレーパーク＋被災地域の遊び場支援事業 3,000

宮城県 東日本大震災圏域創生ＮＰＯセンター 東日本大震災復興自立子育て支援事業 5,500

福島県 一般社団法人震災支援ネット相馬 相馬地域の子供／母親ネットワーク支援事業 8,716

福島県 特定非営利活動法人ｐｏｃｏ連人 福島の子供を元気にする音楽・演劇事業 1,500

福島県 特定非営利活動法人みんなのひろば キンボールで福島を元気にプロジェクト事業 1,500

茨城県 特定非営利活動法人ヴェレン大洗ＳＶ 子どもの育ちサポートネットワーク構築事業 2,404

千葉県 特定非営利活動法人流山おやこ劇場 子どもと学ぶ放射能とメディア事業 1,015

東京都 特定非営利活動法人きらめきライフ多摩 シニアによる地域連携子ども教室事業 1,487

東京都 特定非営利活動法人子どもへのまなざし ともに学び育ち合う「親育ち講座」開催事業 504
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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
内定額

（千円）

東京都 特定非営利活動法人日本園芸福祉普及協会 安心な土と緑による子ども絆事業 1,625

東京都 日本ヒプノセラピー協会 心をつなぐハッピーメンタルケア事業 4,180

東京都
みんなでつくる多世代交流広場「ひといき広
場」

多世代交流広場「ひといき広場」運営事業 1,926

東京都 特定非営利活動法人若駒の郷 「馬と自然の教室」設立準備会事業 2,000

東京都 特定非営利活動法人悟空研究所 子どもたちが自作民話紙芝居で施設慰問事業 7,000

東京都 特定非営利活動法人こどもプロジェクト 福島からの母子安心生活環境づくり事業 3,830

東京都 特定非営利活動法人東京児童文化協会 地域子ども集団再興等リーダー養成事業 2,990

東京都 公益財団法人民間放送教育協会
被災地子育て支援～「こころのケア講習会」「アナウンサーのふれ
あい朗読会とミニイベント」～事業

2,800

新潟県 はっぴぃｍａｍａ応援団 専門職による子育て支援事業 1,351

石川県 特定非営利活動法人こらぼる 子どもの生きる力を里山里海で支える絆事業 2,560
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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
内定額

（千円）

長野県 特定非営利活動法人さくら育英会 芸術指導強化で登校への弾みを付ける事業 1,487

静岡県 御前崎子育てサークルｔａｏ 親子サークルのソーシャルサポート形成事業 963

静岡県 特定非営利活動法人国際教育文化交流会 外国籍生徒のための高校就学支援事業 5,528

静岡県 東北関東大震災・原発震災救援基金 福島の子どもたちのための避難・保養事業 4,333

静岡県 ポコアポコ ポコアポコ　心を育てよう、つながろう事業 3,480

愛知県 特定非営利活動法人子ども＆まちネット 「ユース・オシカ」子ども・若者の復興計画参画事業 4,067

愛知県 特定非営利活動法人シェイクハンズ 弱い立場の子ども達を地域で育む寺子屋事業 4,204

愛知県 特定非営利活動法人しんしろドリーム荘 音楽セラピー力で子育て環境を改善する事業 5,715

京都府
特定非営利活動法人子育ては親育て　みのり
のもり劇場

親子と地域をつなぐ多世代ネットワーク事業 5,000

京都府 舞台芸術創造団体ワンダーラーファクトリー 若者の地域ネットワーク構築による未来の親育て応援事業 4,132
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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
内定額

（千円）

大阪府 特定非営利活動法人ふれあいネットひらかた 地域の連携によるこども放課後プログラム事業 1,331

兵庫県 ひょうごインターネット安全利用推進機構 インターネットが青少年に与える被害と対策事業 1,420

徳島県
特定非営利活動法人子育て支援ネットワーク
とくしま

とくしま子育て防災ネットワーク拡充事業 2,475

福岡県
特定非営利活動法人家庭保育園わんぱくハウ
ス

障がい児を抱える家庭の包括的支援事業 1,070

熊本県
特定非営利活動法人子育て支援ワーカーズぺ
ぺぺぺらん

Ｂａｂｙ’ｓ　Ｌｉｂｒａｒｙ事業 3,001
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（１３）ひとり親家庭の親の就労支援事業

所在地 団体名 事業名
内定額

（千円）

大阪府 特定非営利活動法人ＷＩＴ ひとり親家庭等在宅就労・就労支援事業 3,932
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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
内定額

（千円）

宮城県 ＣＡＰみやぎ 児童虐待防止及びＤＶ・デートＤＶ予防啓発事業 3,625

東京都 特定非営利活動法人しあわせなみだ 施設で暮らす女性を対象としたメーク事業 1,541

神奈川県
特定非営利活動法人子ども虐待ネグレクト防
止ネットワーク

性虐待児童に対する司法面接研修・啓発事業 5,637

岐阜県 特定非営利活動法人各務原子ども劇場 地域で子育て児童虐待を防ぐ事業 1,929

京都府 特定非営利活動法人子どもの村Ｋｙｏｔｏ 遊びから学ぶ遊育事業～子ども達に夢を～事業 2,670
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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
内定額

（千円）

栃木県 特定非営利活動法人鹿沼ファミリー劇場 子どもを見守る地域社会づくり事業 563
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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
内定額

（千円）

東京都 特定非営利活動法人ウイズアイ ０歳児の虐待予防＆養育支援プロジェクト事業 7,000

東京都 ホームスタート・小金井　発起人会 家庭訪問型子育て支援・ホームスタート事業 850

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

トリプルＰを実施し児童虐待を防止する事業 3,080

愛知県
特定非営利活動法人子育て支援を考える会Ｔ
ＯＫＯＴＯＫＯ

児童虐待を予防する活動の質的充実とシステム化推進事業 6,400

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

胎児期よりの子育て支援事業 7,000

宮崎県 特定非営利活動法人ドロップインセンター 地域の子どもを地域みんなで育てる事業 6,332
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（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
内定額

（千円）

愛知県
特定非営利活動法人こどもサポートネットあ
いち

社会的養護等当事者へ進路自立支援相談事業 6,868
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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
内定額

（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

ホームレス等相談・地域生活支援事業 3,625

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

路上障がい者の社会生活援助連携事業 9,891

東京都 特定非営利活動法人さんきゅうハウス ホームレス等生活支援、巡回相談、配食事業 7,000

大阪府
特定非営利活動法人ＨＥＡＬＴＨ　ＳＵＰＰ
ＯＲＴ　ＯＳＡＫＡ

西成の健康・生活支援ネットワーク構築事業 6,541

兵庫県 特定非営利活動法人フードバンク関西 フードバンクによる要支援生活者支援事業 7,000

岡山県
特定非営利活動法人岡山・ホームレス支援き
ずな

ホームレス等困窮者の地域生活継続支援事業 7,000

熊本県 特定非営利活動法人くまもと支援の会 ホームレス等生活困窮者の生活就労支援事業 6,997

沖縄県
特定非営利活動法人フードバンクセカンド
ハーベスト沖縄

食料集荷拠点整備及び余剰食料提供事業 984
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（２０）ホームレス等の緊急避難施設（シェルター）運営事業

所在地 団体名 事業名
内定額

（千円）

北海道
特定非営利活動法人ホームレス支援北海道
ネットワーク

自立支援ネットワークの構築及びモデル事業 6,500

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

シェルター事業 5,238

岡山県
特定非営利活動法人おかやま入居支援セン
ター

高齢者・障がい者・被虐待者・刑余者等入居支援事業 4,068

徳島県 新しい自立化支援塾 多様な連携による地域密着型サロン提供事業 7,000
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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
内定額

（千円）

埼玉県
「なくそう！子どもの貧困」全国ネットワー
ク

子どもの貧困支援活動ネットワーク化促進事業 3,519

熊本県
特定非営利活動法人くまもと学習支援ネット
ワーク

ひとり親家庭教育支援事業 6,697
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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
内定額

（千円）

三重県 特定非営利活動法人全人教育研究所 福祉・介護支援者の人材育成振興事業 7,000

鹿児島県 鹿児島市小規模多機能ホーム連絡会 小規模多機能ケアと地域包括ケアに係る実践事業 3,493
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