
平成２５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　高齢者や障害児・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 34    69,223          

２　地域や家庭における子ども・子育てに関する事業 20    41,543          

３　貧困・格差対策等社会的支援（福祉的支援）を行う事業 17    38,081          

４　福祉・介護従事者の確保・育成に関する事業 -       -                     

計 71    148,847        
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１　高齢者や障害児・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・障害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日常生活及び社会生活の支援に関する事業

（３）高齢者・障害者の特性に応じた就労支援に関する事業

（４）虐待や消費者被害の防止、成年後見等高齢者・障害者の権利擁護に関する事業

（５）病院や施設を退院・退所する高齢者や障害者の在宅・地域移行支援事業

（６）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

（７）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

（８）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

（９）難病や終末期医療等の重度な状態にある者とその家族の支援に関する事業

（10）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・障害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）

岩手県
特定非営利活動法人サポートセンターＮＰＯ
えさし

みんなと楽しく元気に介護予防運動教室事業 1,296

宮城県
特定非営利活動法人高齢者サポートチームし
おたが

高齢者・被災者等のサロンと外出支援事業 2,600

宮城県 特定非営利活動法人仙台傾聴の会 大震災被災者支援　傾聴ボランティア派遣、相談事業 3,000

福島県 いきいき友和会 高齢者等の孤立、認知症対策、自立支援事業 600

福島県 特定非営利活動法人シャローム 障がい者サロン「パソコンクラブ」事業 2,334
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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・障害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）

福島県 特定非営利活動法人福島県リエゾンセンター 震災の避難者（高齢者）の生きがいづくり事業 2,258

群馬県 特定非営利活動法人生きがい１１０番 被災地の高齢者の心のケアと孤立防止事業 1,126

埼玉県
特定非営利活動法人志民アシストネットワー
ク

高齢者のトータルサポートのための場づくり事業 3,000

埼玉県
特定非営利活動法人東上まちづくりフォーラ
ム

交流サロン・お手伝い隊連携ハッピー事業 2,154

埼玉県 特定非営利活動法人コミュニティカフェ幸 コミュニティカフェ事業 1,141

千葉県 特定非営利活動法人未来の木 障害児日中一時支援福祉事業 2,287

東京都 特定非営利活動法人ワーカーズコープ 高齢者障がい者総合支援事業 2,695

神奈川県 特定非営利活動法人さくら茶屋にししば 高齢者等の買い物サポート事業 973

山梨県 特定非営利活動法人メディカルケア協会 地域力再生から孤立ゼロへ新たな展開事業 2,999

三重県 特定非営利活動法人すずか希望の里 地域に根づく「新たんぽぽサロン」確立事業 930
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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・障害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）

滋賀県
一般社団法人滋賀県健康生きがいづくり協議
会

新高齢者の地域デビュー支援事業 2,129

京都府 ＳＥＥＤきょうと 摂食障害患者の福祉支援施設設立事業 2,427

大阪府 特定非営利活動法人エスユース 小児がん経験者の有機農園開設『結い』事業 2,900

大阪府
ＮＰＯ法人ＨＥＡＬＴＨ　ＳＵＰＰＯＲＴ
ＨＩＮＡＴＡ

釜ヶ崎に住む単身高齢者の健康生活支援事業 2,932

岡山県 玉原地区たすけあい友の会 玉原地区生活支援事業 937

広島県 特定非営利活動法人会い会い隊 みんなの町はみんなで守る事業 2,961
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（２）障害の特性に応じた日常生活及び社会生活の支援に関する事業

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ふよう土２１００ 被災地で暮らす障がい児家族のサポート事業 1,802

東京都 障害児者の放課後と余暇を豊かにする会 障害児者の放課後と余暇事業 2,214

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・児童への学習支援事業 2,453
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（３）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）

香川県 さぬきファームプロジェクト協議会 讃岐の農家たちが応援する障がい者就労事業 2,110

6／20



（４）虐待や消費者被害の防止、成年後見等高齢者・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）

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利用促進事業 1,318
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（７）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

ひきこもり地域拠点型アウト・リーチ支援事業 1,567

8／20



（８）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
決定額

（千円）

栃木県 特定非営利活動法人のぞみ会 誰もが安心して暮らせる六美南部づくり事業 3,000

岐阜県 一般社団法人健康支援ディアス コミュニティ・カフェでの認知症対策事業 1,796

大阪府 大阪府シルバーアドバイザー連絡協議会 認知症者と家族の支援に関する事業 1,289

大阪府
特定非営利活動法人認知症の人とみんなのサ
ポートセンター

若年性認知症・初期認知症の専用サービスの開発事業 3,000

大阪府 ＮＰＯ法人成年後見ネットワークさくら 後見制度の啓蒙・普及・利用支援事業 2,419

大阪府 特定非営利活動法人任意後見ネットワーク 成年後見サポーター（相談員）の養成事業 1,578

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

認知症サロンの開催と運営技術の確立・指導事業 998
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２　地域や家庭における子ども・子育てに関する事業

（１１）安心・安全な子育ての環境づくりを支援する事業

（１２）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

（１３）虐待・ＤＶ被害者の緊急避難施設（シェルター）運営事業

（１４）児童虐待防止に向けた親支援に関する事業

（１５）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

（１１）安心・安全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 2,867

福島県 特定非営利活動法人子ども未来クラブ 被災した子どもと親の「こころ」ケア事業 755

福島県 特定非営利活動法人ビーンズふくしま 仮設住宅等の子どもへの学習支援を中心とした見守り事業 2,939

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 3,000

東京都 公益財団法人東京ＹＷＣＡ おもに福島の被災者のための子育て支援事業 2,448

東京都 特定非営利活動法人ゆるゆるｍａ～ｍａ 地域でつながる　あんしん子育ての輪事業 2,835

神奈川県 石巻支援三七会 東日本大震災で被災した石巻地区の子ども支援事業 2,106
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（１１）安心・安全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ぐりーふサポートハウス グリーフを体験した子どもたちの部屋事業 2,159

大阪府 特定非営利活動法人みらいず 広域避難中の子どものための相談支援事業 2,052
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（１２）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）

福島県 特定非営利活動法人ほっとスペースＲ 自立援助ホーム広報活動事業 2,266

栃木県 特定非営利活動法人栃木おやこ劇場 こどもの虐待防止と母親の居場所つくり事業 1,336

京都府
特定非営利活動法人働きたいおんなたちの
ネットワーク

虐待未然防止のための家庭サポート事業 2,036
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（１４）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）

岐阜県 すくすくわくわくまあるいこころ ひとりじゃないよ子育て応援大作戦事業 2,600

愛知県 子どもの問題を考える会名古屋 不安があっても大丈夫！子育て支援事業 893

愛知県 特定非営利活動法人ハート・コンシャス 発達障害児を持つ親への療育セミナー事業 605

大阪府 子育て支援「Ｐａｍｏｊａ」 前向き子育てを広める親支援事業 939
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（１５）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
決定額

（千円）

東京都
特定非営利活動法人地域の子どもは地域で育
てる・てとて

若者の生活を支えるシェアハウス設立事業 3,000

東京都
一般社団法人ソーシャル・アーティスト・
ネットワーク

児童養護施設退所者が参加できるカレッジクラブ事業 1,634

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達への自立支援事業 2,073

静岡県
ＮＰＯ法人ホスピタル・プレイ協会　すべて
の子どもの遊びと支援を考える会

病児・障害児への遊育支援事業 3,000
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３　貧困・格差対策等社会的支援（福祉的支援）を行う事業

（１６）生活保護に至る前の生活困窮者に寄り添いながら、包括的・継続的な支援を行う事業

（１７）ホームレス等の緊急避難施設（シェルター）運営事業

（１８）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

（１９）生活困窮に陥った若者のステージに応じた多様な就労支援、自立生活の支援に関する事業

（２０）ひとり親家庭などの生活困窮世帯の養育相談や子どもの学習支援に関する事業

（２１）薬物・アルコール中毒者への社会復帰支援事業

（２２）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

（１６）生活保護に至る前の生活困窮者に寄り添いながら、包括的・継続的な支援を行う事業

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 949

岩手県 一般社団法人ＳＡＶＥ　ＩＷＡＴＥ フードファームによる困窮者支援連携事業 2,087

大阪府
特定非営利活動法人働く者のメンタルヘルス
相談室

商店街と連携し街中での総合生活相談実施事業 838

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 1,091
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（１７）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
決定額

（千円）

千葉県
一般社団法人ひと・くらしサポートネットち
ば

地域における生活困窮者支縁事業 2,985
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（１８）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）

石川県 特定非営利活動法人金沢あすなろ会 貧困・格差対策等社会的支援を行う事業 2,990

愛知県
特定非営利活動法人ささしまサポートセン
ター

元ホームレスを含む生活困窮者家計再建事業 982

香川県 高松あすなろの会 生活困窮者支援、多重債務者支援等事業 2,996

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 2,429

17／20



（１９）生活困窮に陥った若者のステージに応じた多様な就労支援、自立生活の支援に関する事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

愛知県 一般社団法人東三河セーフティネット 企業連携アグリトレーニングプログラム事業 2,999

愛知県
特定非営利活動法人ヒューマンサポート・あ
いち

生活困窮者の就労体験機会創出事業 2,566
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（２０）ひとり親家庭などの生活困窮世帯の養育相談や子どもの学習支援に関する事業

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

静岡県 特定非営利活動法人東部パレット 学習の定着で進級・進学の夢実現事業 2,608

奈良県 学校法人辰巳学園 外国籍住民の生活相談と教育支援事業 2,819

岡山県 特定非営利活動法人ステップ 生活困窮世帯の中学生への自主学習技術指導事業 2,197

長崎県 社団法人長崎市母子寡婦福祉会 ひとり親家庭就労支援相談員養成事業 2,873

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 1,822
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（２１）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）

神奈川県
特定非営利活動法人横浜ダルク・ケア・セン
ター

認知行動療法での薬物再犯防止対策支援事業 2,850
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