
福祉活動支援事業（１次助成：総括表）

件数 金額（千円）

32     63,461       

（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

21         45,159              

（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 1           2,796                

（3）高齢者・障害者の特性に応じた就労支援に関する事業 1           1,164                

（4）虐待や消費者被害の防止、障害の有無による分け隔てのない共生社会の実現、成年後見等高齢者・障害者
の権利擁護に関する事業

1           1,546                

（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 2           2,384                

（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 6           10,412              

（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 -            -                        

（11）障害者の芸術やスポーツ等の文化的活動を通じた社会参加を促進する事業 -            -                        

25     51,386       

（12）安全・安心な子育ての環境づくりを支援する事業 7           18,746              

（13）児童虐待・ＤＶ等の防止、早期発見、保護・支援を必要とする子ども・家庭を支援する事業 16         29,829              

（14）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 2           2,811                

16     35,289       

（15）生活困窮者に寄り添いながら、自立に向けた包括的・継続的な支援を行う事業 4           10,361              

（16）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 5           12,165              

（17）ひとり親家庭などの生活困窮世帯の養育の支援や子どもの学習支援に関する事業 6           12,196              

（18）薬物・アルコール依存症者への社会復帰支援事業 1           567                   

5       9,636         

（19）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 2           2,895                

（20）多様化する福祉課題に対して総合的な相談や支援ができる福祉人材の育成に関する事業 -            -                        

（21）災害時における福祉支援を担う人材の育成に係る研修・訓練に関する事業 2           4,899                

（22）情報交換や相互交流等の機会を通じた全国的なボランティア活動の振興に関する事業 1           1,842                

78     159,772     

平成２６年度　社会福祉振興助成事業　助成決定一覧（１次助成）

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

助成テーマ

計

2　地域や家庭における子ども・子育てに関する事業

3　貧困・格差対策等社会的支援（福祉的支援）を行う事業

4　福祉・介護従事者等の確保・育成に関する事業
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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 （単位：千円）

所在地 団体名 事業名 決定額

北海道 特定非営利活動法人たすけあいワーカーズむく 地域で安心して暮らすための支援事業 1,049

北海道 ひなのま 高齢者ワンデーシェフ方式による地域食堂事業 3,000

北海道 特定非営利活動法人キャンサーサポート北海道 がんのピアサポートコミュニティ創出事業 2,994

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 入浴買物バス運行と福祉ネット立ち上げ事業 1,688

東京都 「医療・介護連携ネット＠新宿」 高齢者が安心して過ごせる街づくり事業 966

東京都 特定非営利活動法人街ｉｎｇ本郷 異世代共生による高齢者生きがい・生活支援事業 2,861

神奈川県 社会福祉法人逗子市社会福祉協議会 「アシストスマホ」見守りサービス事業 810

神奈川県 特定非営利活動法人「ＣＬＩＰ・あこーん」電話相談室 心を繋ぎ心を結ぶボランティア電話相談事業 1,043

長野県 特定非営利活動法人ラブリーズ 高齢者による介護グッズの開発と販売事業 1,907

三重県 豊が丘地区生活支え愛友の会（ライフネット豊が丘） 高齢者の生活支援及び交流促進事業 1,845

三重県 特定非営利活動法人ニコニコ共和国 スマイルカフェ事業 1,337

滋賀県 特定非営利活動法人元気な仲間 ふれあいの居場所ネットワーク事業 2,850

大阪府 社会福祉法人大阪ＹＭＣＡ ワイわい談話倶楽部事業 3,000

大阪府 ＮＰＯ法人ＨＥＡＬＴＨ　ＳＵＰＰＯＲＴ　ＨＩＮＡＴＡ 釜ヶ崎における孤立防止と健康支援事業 2,998

島根県 社会福祉法人ふれあい五箇 隠岐の暮らしを支える「小さな拠点」事業 2,983

岡山県 特定非営利活動法人笠岡を元気にする会 福祉さいごの砦事業 1,171

岡山県 特定非営利活動法人まちづかい塾 音楽de心の健康づくり事業 2,960

高知県 特定非営利活動法人地域支援の会さわやか四万十 高齢者・障害者と共につくる新地域支援事業 2,271

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 障がい者・学生・児童への学習支援事業 2,431

長崎県 長崎学舎 元気高齢者育成体験サロン一つ屋根の下事業 2,870

大分県 一般社団法人自立生活サポートセンターこんぱす 罪を犯した障害者等を支援する福祉ネットワーク構築事業 2,125

宮城県 特定非営利活動法人福祉ネットＡＢＣ 夢にむかって今はじめよう・体験スティ事業 2,796

三重県 特定非営利活動法人三重難病連 難病患者の就労支援事業 1,164

東京都 一般社団法人権利擁護センターれんけい 高齢者・障がい者・困っている人何でも支援事業 1,546

和歌山県 特定非営利活動法人Ｗｅｂｌｅａｆ 有田地方介護医療地域連携ネットワーク事業 1,824

広島県 公益社団法人広島県介護福祉士会 在宅介護支援事業 560

平成２６年度　社会福祉振興助成事業　助成決定一覧（１次助成）　　≪福祉活動支援事業≫

（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、障害の有無による分け隔てのない共生社会の実現、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
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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 （単位：千円）

所在地 団体名 事業名 決定額

平成２６年度　社会福祉振興助成事業　助成決定一覧（１次助成）　　≪福祉活動支援事業≫

埼玉県 社会福祉法人健友会 共食による認知症者と家族の健康支援事業 3,000

千葉県 認定ＮＰＯ法人東葛市民後見人の会 「市民が市民を支える社会」づくり事業 1,875

東京都 特定非営利活動法人その人を中心とした認知症ケアを考える会 石巻市における認知症予防と地域交流をめざした音楽教室事業 500

東京都 医療法人財団天翁会 多摩地域における認知症対応力向上支援事業 1,630

大阪府 ＮＰＯ法人成年後見ネットワークさくら 成年後見制度の啓蒙・普及・利用支援事業 2,363

大分県
特定非営利活動法人市民後見人養成・活動支援ネットワーク大
分

市民後見で認知症高齢者を支援する事業 1,044

（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
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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 （単位：千円）

所在地 団体名 事業名 決定額

岩手県 いわて助産師による復興支援まんまる 助産師と母親がつながる子育て支援事業 2,298

宮城県 西公園プレーパークの会 西公園プレーパーク+安心・安全子育て事業 3,000

山形県 特定非営利活動法人おいたまサロン 山形県内避難母子のエンパワメント事業 2,996

東京都 特定非営利活動法人子どもの権利条約総合研究所 次代を担う子ども世代が参画する被災地復興促進事業 2,700

東京都 社会福祉法人日本国際社会事業団 国際養子縁組に関する情報提供・研修事業 2,850

神奈川県 特定非営利活動法人アレルギーを考える母の会 震災被災地のアレルギー児を考える母の会事業 2,198

大阪府 ＮＰＯ法人子育てネットくるみの会 お母さんの居場所づくりと育児のリーダー育成事業 2,704

茨城県 特別な支援を要する子を持つ親の会　ステップの会 八千代町における障害児支援サービス創出事業 500

千葉県 子どもの問題を考える会千葉 地域に根ざす子育て支援ネットワーク事業 832

千葉県
特定非営利活動法人人身取引被害者サポートセンターライトハ
ウス

若い女性や子どもへの性的搾取被害の早期発見・予防のための支援者育成事業 2,872

東京都 特定非営利活動法人児童虐待防止全国ネットワーク 虐待で命を落とした子どもの鎮魂集会事業 1,911

東京都 特定非営利活動法人保育サービスぽてと 子どもの発達に不安を持つ親と子の広場事業 1,250

東京都 社会福祉法人カリヨン子どもセンター 子どもシェルターのスクラム連携の普及事業 2,014

東京都 特定非営利活動法人ＣＥセンター 第二回気仙沼市マザーズホーム研修事業 951

神奈川県 特定非営利活動法人ＪＡＭネットワーク 児童養護施設の中学生への自立支援事業 1,910

長野県 特定非営利活動法人ＩＴサポート　銀のかささぎ 虐待を受けた子どもたちへのＩＣＴ学習支援事業 1,876

愛知県 特定非営利活動法人手しごと屋豊橋 保護・支援を必要とする児童の健全育成事業 2,200

京都府 子育ての文化研究所 乳幼児期虐待予防としての親支援事業 3,000

兵庫県 社会福祉法人白百合学園 児童虐待防止ペアレント・トレーニング事業 2,000

和歌山県 特定非営利活動法人レインボーハウス 親を支えることが、子どもを支える！！事業 2,618

福岡県 特定非営利活動法人日本セラピューティック・ケア協会 えがお・むすぶ・プロジェクト事業 1,756

長崎県 子どもの人権・安全ステーション 子ども虐待防止プログラム提供態勢強化事業 1,400

沖縄県 陽迎橋自治会 子供と家庭を支援する地域モデルづくり事業 2,739

東京都 こもれびホーム 児童養護施設を卒園した人を支援する事業 849

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 若者の自立を支えるシェアハウス運営事業 1,962

（12）安心・安全な子育ての環境づくりを支援する事業

平成２６年度　社会福祉振興助成事業　助成決定一覧（１次助成）　　≪福祉活動支援事業≫

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

（14）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
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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 （単位：千円）

所在地 団体名 事業名 決定額

福島県 特定非営利活動法人ウェッブストーリー 被災地のひとり親等対象在宅就業支援事業 1,842

大阪府 特定非営利活動法人就労・生活・まちづくり支援機構 自分らしく社会参加！チャレンジカフェ事業 2,521

香川県 高松あすなろの会 生活困窮者伴走型総合支援活動等事業 2,998

熊本県 ＮＰＯ法人でんでん虫の会 ひとり暮らしを支え合う仕組みづくり事業 3,000

秋田県 社会福祉法人藤里町社会福祉協議会 生活困窮者の力を地域づくりに活かす事業 3,000

埼玉県 特定非営利活動法人花の森こども園 ひきこもりの若者支援と地域の活性化の二兎を追う事業 1,541

東京都 特定非営利活動法人教育サポートセンターＮＩＲＥ 貧困リスクのある若者の社会参加応援事業 2,300

愛知県 特定非営利活動法人いまから 生活困窮に陥った若者の緊急生活支援事業 2,831

長崎県 特定非営利活動法人せかい卵 困難を有する若者たちの自立支援事業 2,493

北海道 特定非営利活動法人Ｋａｃｏｔａｍ 各地域拠点における子どもの学習支援事業 818

東京都 特定非営利活動法人３ｋｅｙｓ 格差の下にいる中高生たちへの学習ボランティアによる家庭教師派遣事業 2,621

東京都 東大和市レクリエーション協会 ひとり親家庭の子どもの為の無料学習塾事業 1,882

静岡県 子どもと家族の相談室　寺子屋お～ぷん・どあ 「こどもの貧困と世代間連鎖」予防事業 3,000

兵庫県 社会福祉法人希望の家 生活困窮世帯地域での児童学習支援事業 2,170

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 1,705

愛知県 特定非営利活動法人愛知家族会 薬物問題を抱える家族及び本人の回復支援事業 567

平成２６年度　社会福祉振興助成事業　助成決定一覧（１次助成）　　≪福祉活動支援事業≫

（18）薬物・アルコール依存症者への社会復帰支援事業

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

（16）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

（15）生活困窮者に寄り添いながら、自立に向けた包括的・継続的な支援を行う事業
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４　福祉・介護従事者等の確保・育成に関する事業 （単位：千円）

所在地 団体名 事業名 決定額

東京都 特定非営利活動法人両育わーるど 発達障害児及び育成者と社会を結ぶ事業 1,544

京都府 介ドルさん　プロジェクト 福祉介護業界ブランディング事業 1,351

静岡県 特定非営利活動法人静岡市障害者協会 総合防災訓練を活用した要援護者支援リーダーの養成研修事業 2,500

愛知県 特定非営利活動法人レスキューストックヤード 避難所で地域住民が要援護者の命を守るための人材育成事業 2,399

東京都
特定非営利活動法人言語障害者の社会参加を支援するパート
ナーの会和音

失語症会話パートナー活動の連携と振興事業 1,842

（22）情報交換や相互交流等の機会を通じた全国的なボランティア活動の振興に関する事業

（21）災害時における福祉支援を担う人材の育成に係る研修・訓練に関する事業

（19）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

平成２６年度　社会福祉振興助成事業　助成決定一覧（１次助成）　　≪福祉活動支援事業≫
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