
平成２５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 57    260,136        

２　地域や家庭における子ども・子育てに関する事業 41    180,971        

３　貧困・格差対策等社会的支援（福祉的支援）を行う事業 21    108,837        

４　福祉・介護従事者の確保・育成に関する事業 1      1,512             

計 120  551,456        
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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）

北海道 特定非営利活動法人ＹＵ～Ｋｉ倶楽部 「障がい者安心居場所」づくり事業 4,292

岩手県
特定非営利活動法人いわて地域づくり支援セ
ンター

入浴買い物バス運行による元気・絆復活事業 6,699

宮城県 特定非営利活動法人ＬＥＡＦ２６ “笑顔から輝きへ”－東松島は立志する事業 4,649

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 6,991

福島県
相馬市、南相馬市に新しい移動支援モデルを
創る会

原発事故被災地南相馬の移送支援定着化事業 7,000
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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）

群馬県 特定非営利活動法人手をつなごう 人と地域を結ぶいきいきトレーニング事業 6,149

埼玉県 社会福祉法人和光市社会福祉協議会 わこう支え合いネットワーク事業 4,767

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、健康管理及び交流促進事業 3,645

千葉県 特定非営利活動法人みんなの広場「風」 地域のみんなのふれあいキッチン事業 1,305

東京都 日本アノレキシア・ブリミア協会 摂食障害  いのちと地域をつなぐ連携事業 4,820

東京都 特定非営利活動法人おでかけサービス杉並 要介護者とその家族の外出サポート事業 756

東京都
特定非営利活動法人コレクティブハウジング
社

復興へのまち・コミュニティ創再生支援事業 7,000

東京都 公益社団法人日本てんかん協会 てんかんのある人が地域で暮らすための支援者養成事業 7,000

東京都 特定非営利活動法人東京盲ろう者友の会 盲ろう重複障害者の社会的孤立解消事業 7,000

東京都
特定非営利活動法人地域医療・福祉サービス
振興会

高齢者地域社会の拠点「ぷらっとほーむ」事業 2,888
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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）

東京都 社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会 知的障害児者を含む世帯の「孤立死」を防ぐ事業 6,911

神奈川県 特定非営利活動法人いのちとこころ 目指せＰＰＫ、託老助　脳元気かい！！事業 7,000

岐阜県 社会福祉法人和光会 マンモス団地の高齢者生きがい作り事業 2,400

静岡県 一般社団法人ブリッジハートセンター東海 免疫機能障害者への支援と理解促進事業 5,195

愛知県 地域研究プロジェクト お花に運動、仲間にふれあうまちづくり事業 2,420

滋賀県
特定非営利活動法人琵琶湖ライフケアシステ
ム

福祉環境を充実して安心して暮らせる町づくり事業 6,999

大阪府 特定非営利活動法人寝屋川あいの会 元気高齢者による多様な生活支援の強化事業 5,280

兵庫県 生活協同組合ろっこう医療生活協同組合 大船渡市での被災者の健康管理増進支援事業 5,649

兵庫県 特定非営利活動法人ラーフ・ウッド福祉会 高齢者などの孤立防止、認知症対策の事業 1,891

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Ⅱ事業 3,331
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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）

高知県 特定非営利活動法人食と健康を学ぶ会 リハビリキッチンで地域を元気にするモデル事業 6,017

福岡県
特定非営利活動法人障がい者より良い暮らし
ネット

障害者の社会参加と宿泊体験事業 2,333

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 7,000

熊本県 特定非営利活動法人言語発達障害研究会 かえでの森で、今日から始める新しい絆（Ⅱ）事業 7,000

鹿児島県 特定非営利活動法人キャラバン隊『空』 閉じこもり傾向の高齢者の社会参加促進事業 6,901

鹿児島県 特定非営利活動法人愛成会 維持・存続が危ぶまれる地域の再生事業 7,000
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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）

千葉県 特定非営利活動法人言語発達障害研究会 コミュニケーションパートナー育成支援事業 1,839

千葉県 キャラバン隊『空』 障がいのある子を育てる母親の体験談を冊子する事業 642

東京都 社会福祉法人愛成会 障害者芸術がつなぐ街づくり事業 6,769

東京都 社会福祉法人巣立ち会 精神疾患を持つ高校生への早期支援事業 7,000

神奈川県 公益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 4,751

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 3,252

鹿児島県 ＨＯＰ　ＳＴＥＰ　ＷＲＡＰ　かごっま 鹿児島及び南九州のこころの元気（メンタルヘルス）推進事業 2,700
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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）

東京都 医療法人社団ＫＮＩ 東松島市における高齢者社会参加促進事業 4,610

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ＣＢ化事業 6,778

鹿児島県 特定非営利活動法人ユーアイ自立支援の会 環境・福祉が協働する島づくり事業 4,820
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（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）

茨城県
特定非営利活動法人ＮＰＯプラザ・ねこねっ
と

安心な老後を送るための法律講座・相談事業 2,249

愛知県 特定非営利活動法人東三河後見センター 市民後見地域モデルの作成と実践事業 2,003
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（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

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かまくら地域介護支援機
構

退院・退所する地域の高齢者等を笑顔で支えるシステムづくり事業 2,331

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

在宅移行支援チームケアネット 6,630

岡山県 一般社団法人岡山県精神保健福祉協会 精神障がい者アドボケーター派遣事業 6,498

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・刑余者・被虐待者等入居支援事業 5,576

9／26



（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）

東京都 特定非営利活動法人東京ソテリア 引きこもりを呈する発達障害者への支援事業 4,634

東京都
特定非営利活動法人青少年の居場所Ｋｉｉｔ
ｏｓ

引きこもりや不登校の子ども・若者の居場所事業 2,975

神奈川県
特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティ
ブ協会

地域福祉の担い手を増やす若者サポート事業 1,623

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・就農コーディネート事業 5,158

鹿児島県 特定非営利活動法人こどもサポート鹿児島 子ども・若者社会参加サポート事業 3,426
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（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）

北海道
特定非営利活動法人福祉ＮＰＯ支援ネット北
海道

認知症対応の地域支援システム構築事業 5,377

東京都 社会福祉法人浴風会 誰もが共に支え合う都市型コミュニティＣａｆé事業 2,022

東京都 ＮＰＯ法人あんしんシニアサポート 認知症の本人と家族の安心を支援する事業 2,435

東京都 医療法人社団ＫＮＩ 認知症患者への外出支援プログラム事業 4,081
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（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 

所在地 団体名 事業名
決定額

（千円）

埼玉県 このまちで暮らす会 埼玉県南のがんの治療＆在宅ケアマップ事業 1,669
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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）

岩手県 特定非営利活動法人いわて子育てネット 運動遊びスキルアップ研修事業 4,789

宮城県
特定非営利活動法人グッドニュース・プロ
ジェクト

親子のメンタルケアを重視した子育て自立支援事業 7,000

宮城県 一般社団法人ＷＡＴＡＬＩＳ みんなｄｅ集まる手しごとワークショップ事業 7,000

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

福島県 特定非営利活動法人みんなのひろば キンボールで元気アップ福島２０１３事業 1,900

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 2,958

埼玉県 特定非営利活動法人日本カルチャーヨガ協会 出産・こそだて準備祭事業 1,201
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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）

東京都 特定非営利活動法人野外遊び喜び総合研究所 がんばっぺ福島！地域復興支援事業 4,245

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 1,596

東京都 特定非営利活動法人こどもプロジェクト 福島からの母子の安心生活環境づくり事業 6,264

東京都 公益社団法人東京都助産師会 妊娠前女性の健康な心と体づくり講座事業 4,152

神奈川県
特定非営利活動法人ＹＭＣＡコミュニティサ
ポート

虐待を受けた子供たちのための養護施設支援事業 502

石川県 特定非営利活動法人阿羅漢 小規模多機能作業所　ハン・デイ・サービス事業 2,900

愛知県
特定非営利活動法人犬山市民活動支援セン
ターの会

東北被災者親子と犬山の子供の自然交流事業 868

大阪府 特定非営利活動法人みらいず 石巻の不登校の中高生に対する支援事業 5,336

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 2,612

岡山県
特定非営利活動法人赤磐子どもＮＰＯセン
ター

子どもいきいき！子育てネットワーク事業 4,811
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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）

広島県
特定非営利活動法人男女共同参画社会をめざ
す女性教育を考える会広島

プラチナ世代とつなぐ子どもの自然体験事業 6,967

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

命を守る出張子育て防災事業 3,008

高知県 えがおプロジェクトＭａｃotto 人と地域をつなぐ０歳からの音楽コンサート事業 2,024

福岡県 震災支援グループ「光と風」 心も体も元気になあれ！福岡親子保養合宿事業 1,351
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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）

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

ストップ虐待！命と心の人形劇と子育て広場事業 3,653

東京都
特定非営利活動法人女性ネットＳａｙａ－Ｓ
ａｙａ

ＤＶ被害の子どもと女性の地域連携支援事業 6,869

東京都
特定非営利活動法人ピアサポートネットしぶ
や

養育困難な子と家庭のネットワーク支援事業 6,988

新潟県 特定非営利活動法人子ども・人権ネット 若年妊娠による虐待予防・啓発事業 1,700

新潟県 はっぴぃｍａｍａ応援団 専門職による産後ケア事業 3,047

宮﨑県 特定非営利活動法人ドロップインセンター 児童虐待予防に必要な「届ける支援」事業 7,000

鹿児島県
特定非営利活動法人ミーサ・インフォメー
ション・Ｎｅｔ

社会的孤立と児童虐待を防ぐ相談支援事業 6,153
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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）

千葉県 特定非営利活動法人自閉症サポートセンター 発達障害のある子どもの家庭への支援事業 5,400

東京都 ホームスタート・りぼん ホームスタート地域支援ネット立ち上げ事業 6,187

東京都 特定非営利活動法人ウイズアイ 虐待予防を目指した親支援のネットワーク事業 7,000

静岡県 みらい子育てネット　中田てくてく アロマザリングによる虐待予備軍支援事業 2,500

静岡県 特定非営利活動法人よしよし 家族の為の絆力ＵＰプロジェクト事業 2,995

愛知県 一般社団法人東三河セーフティネット 官民連動の子育てセーフティネット事業 6,978

兵庫県 宝塚市助産師会 ほっと宝塚・子育てネットワーク事業 6,732

和歌山県 そらまめ親プログラム連絡会 育児期の繋がり・学びの強化と孤立予防事業 7,000

岡山県 特定非営利活動法人吉備野工房ちみち 親子を育む大きなお世話事業 2,901

熊本県
ＮＰＯ法人子育てネットワークわ・わ・わ
（話・和・輪）

親子の絆づくり事業 1,315
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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）

沖縄県 沖縄子ども研究会 虐待から子ども守る「子育て・子育ち」支援事業 6,347

18／26



（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）

滋賀県 特定非営利活動法人四つ葉のクローバー 児童養護施設等を退所した子どもの支援事業 5,854

福岡県 特定非営利活動法人そだちの樹 子どもシェルター退所後一人暮らし支援事業 5,868
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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）

山形県 特定非営利活動法人フードバンク山形 食と住のセーフティーネットチャレンジ事業 7,000

茨城県 特定非営利活動法人フードバンク茨城 食のセーフティーネット事業 3,477

栃木県
特定非営利活動法人とちぎボランティアネッ
トワーク

フードバンクを媒体とした困窮者支援事業 1,524

埼玉県 震災支援ネットワーク埼玉 避難者の孤立防止と問題解決をサポートする事業 7,000

東京都 府中緊急派遣村 生活保護に至る前の生活困窮者支援事業 5,287

東京都 ホームレス総合相談ネットワーク ホームレス等無料電話相談及びアウトリーチ事業 4,085
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（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）

岡山県 フードバンク岡山 フードバンク事業 3,704
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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）

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

生活困窮者等の自立のための伴走型支援事業 6,180
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（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）

北海道 特定非営利活動法人自立支援事業所ベトサダ 「脱路上・再路上防止」困窮者連携支援事業 7,000

北海道
特定非営利活動法人地域生活支援ネットワー
クサロン

若者主体の自立実現支援体制創造事業 5,914

東京都 特定非営利活動法人風雷社中 若者支援大田区地域ネットワーク構築事業 6,963

大阪府 特定非営利活動法人ビッグイシュー基金 社会的困難を持つ若者応援ネットワーク展開事業 7,000

福岡県
特定非営利活動法人北九州ホームレス支援機
構

若年生活困窮者に対する社会的就労提供事業 6,999

熊本県 ＮＰＯ法人フリースクール地球子屋 若者就労支援プロジェクト事業 6,749
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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伊豆中国交流協会 生活困窮子供への学習支援及び食料支援事業 6,271

大阪府 特定非営利活動法人ＷＩＴ ひとり親家庭学習支援・就労支援事業 5,312

兵庫県
特定非営利活動法人場とつながりの研究セン
ター

地域連携型「三田まちの寺子屋」創造事業 1,545

広島県
特定非営利活動法人みよし子育て・学び支援
あすなろ

子育て学力支援事業 1,669

広島県 特定非営利活動法人人力舎 困窮世帯青少年への学習・就労一体支援事業 4,917

鹿児島県
特定非営利活動法人鹿児島ボランティアバン
ク

ひとり親家庭を支援する里爺・里婆事業 4,700
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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）

熊本県 ＮＰＯ法人熊本ＤＡＲＣ 女性薬物依存症回復支援事業 5,541
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４　福祉・介護従事者の確保・育成に関する事業

（２３）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

（２３）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）

大阪府
特定非営利活動法人日常生活支援ネットワー
ク

東北⇔関西被災地障害者継続支援連携事業 1,512
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