
全国的・広域的ネットワーク活動支援事業（１次助成：総括表）

件数 金額（千円）

23     163,786     

（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

8           49,599              

（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 1           5,597                 

（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           3,724                 

（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           48,865              

（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 1           8,595                 

（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 1           6,300                 

（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 5           41,106              

8       74,737       

（12）安全・安心な子育ての環境づくりを支援する事業 4           40,048              

（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 3           23,123              

（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 1           11,566              

5       53,340       

（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 3           42,014              

（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 -            -                         

（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 2           11,326              

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

5       25,684       

（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 1           3,956                 

（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 1           9,224                 

（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 3           12,504              

41     317,547     

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

宮城県 特定非営利活動法人全国コミュニティライフサポートセンター 復興住宅への転居者と受入地域への支援事業 15,232

福島県 社会福祉法人福島福祉会 高齢者グループリビング普及啓蒙活動事業 1,538

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 高齢者社会の拠点「ぷらっとほーむ」展開事業 4,322

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全国事業 7,530

東京都 公益社団法人全国老人保健施設協会 介護予防サロンの社会・地域貢献モデル事業 9,357

東京都 特定非営利活動法人ソシオキュアアンドケアサポート 傾聴と癒しの美容ケア実施と育成事業 2,754

京都府 特定非営利活動法人花パソ タブレット合奏で元気なシニアになろう事業 5,289

佐賀県 みんなＭａｔｔｏよ佐賀 街なかでの出会いとつながりを促進する事業 3,577

大阪府 特定非営利活動法人トゥギャザー 障害者の経済的自立のためのものづくりステップアップ事業 5,597

兵庫県 全国権利擁護支援ネットワーク 意思決定支援等の権利擁護支援推進事業 3,724

東京都 特定非営利活動法人日本呼吸器障害者情報センター 患者視点による在宅酸素の手引書作成事業 3,907

東京都 公益社団法人全国国民健康保険診療施設協議会 退院する高齢・障がい者の在宅移行推進事業 8,096

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 肢体不自由児者の地域移行を支援する事業 3,438

愛知県 特定非営利活動法人全国在宅リハビリテーションを考える会 暮らしを支える情報コミュニケーション事業 17,247

兵庫県 特定非営利活動法人チャイルド・ケモ・ハウス 小児がんの子どもと家族の生活相談センター事業 8,990

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に関しての理解促進事業 7,187

埼玉県
特定非営利活動法人全国引きこもり　ＫＨＪ親の会（家族会連
合会）

ひきこもり問題の社会的理解・支援促進事業 8,595

熊本県 特定非営利活動法人コレクティブ 小規模多機能の介護保険前の認知症支援事業 6,300

東京都 特定非営利活動法人バリアフリー映画研究会 みんなで楽しむバリアフリー映画の普及事業 11,048

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 脳性麻痺７人制サッカーの普及、支援事業 2,149

滋賀県 特定非営利活動法人はれたりくもったり 障害者芸術活動を通した共生社会づくり事業 13,705

大阪府 日本ボッチャ協会 ボッチャの競技と普及の地域連携振興事業 8,204

兵庫県 一般社団法人日本身体障がい者水泳連盟 第３１回日本身体障がい者水泳選手権大会事業 6,000

（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

（3）高齢者・障害者の特性に応じた就労支援に関する事業

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）　　≪全国的・広域的ネットワーク活動支援事業≫

（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

（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

（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
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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

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 全国連携による福島・岩手の子ども支援事業 18,129

山形県 特定非営利活動法人子ども支援フェイスブックプロジェクト 未来を創る自作絵本読み聞かせ教室事業 4,807

埼玉県 特定非営利活動法人子ども文化ステーション 心のケアのためのシアタースタート事業 6,970

東京都 特定非営利活動法人こどもプロジェクト 福島の子どもたちののびのびリフレッシュ事業 10,142

岐阜県 可児ミッション 不就園外国人幼児の育ちを見守る保育事業 9,015

愛知県 特定非営利活動法人アスペ･エルデの会 子育てにおける保護者支援と支援者研修事業 11,282

高知県 えがおプロジェクトＭａｃｏｔｔｏ 地域で子育てを　子ども家庭保護支援活動事業 2,826

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 虐待児継続手記集と社会的養護自立相談事業 11,566

（12）安心・安全な子育ての環境づくりを支援する事業

（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

（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

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）　　≪全国的・広域的ネットワーク活動支援事業≫
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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

東京都 東京災害支援ネット 避難者の生活を支援する相談会・研修会等事業 7,604

東京都 特定非営利活動法人難民支援協会 在日難民の脱貧困ネットワーク確立事業 28,410

福岡県 特定非営利活動法人ホームレス支援全国ネットワーク 相談支援事業と連携する民間の人材育成事業 6,000

長野県 特定非営利活動法人森のライフスタイル研究所 母子家庭の子どもの健全育成を促す野外活動の機会提供事業 5,637

大阪府 特定非営利活動法人多文化共生センター大阪 外国人母子の生活支援ステップアップ事業 5,689

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）　　≪全国的・広域的ネットワーク活動支援事業≫

（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

（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
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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ファミリーハウス 患者家族滞在施設スタッフ養成事業 3,956

東京都 一般財団法人地方自治体公民連携研究財団 東日本大震災後方支援実践福祉人材育成事業 9,224

山梨県 特定非営利活動法人フードバンク山梨 全国のフードバンクに対するノウハウ支援事業 6,269

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
Ｍａｋｅ　ａ　ＣＨＡＮＧＥ　Ｄａｙ活動事例発表会＆交流会
事業

2,547

大阪府 特定非営利活動法人全国視覚障害者情報提供施設協会 点訳者のための点字表記検索システム事業 3,688

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）　　≪全国的・広域的ネットワーク活動支援事業≫

（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

（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

5/9



全国的・広域的ネットワーク活動支援事業（２次助成：総括表）

件数 金額（千円）

6       39,651       

（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           13,504              

（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 3           20,246              

（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 -            -                         

（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 1           5,901                 

1       3,605          

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

（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 1           3,605                 

（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 -            -                         

1       7,000          

（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 1           7,000                 

（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 -            -                         

（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 -            -                         

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

-        -                  

（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 -            -                         

（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 -            -                         

（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 -            -                         

8       50,256       

平成２６年度　社会福祉振興助成事業　助成決定一覧（２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

東京都 公益社団法人長寿社会文化協会 コミュニティカフェ開設・交流支援事業 6,105

大阪府 特定非営利活動法人寝屋川あいの会 生活支援システム確立で高齢者孤立防止事業 7,399

青森県 社会福祉法人弘前豊徳会 被災地要介護者広域避難・地域移行支援事業 2,648

東京都 一般社団法人障がい者福祉支援人材育成研究会 精神障がい者ピアサポート専門員養成研修事業 10,150

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

重心児在宅療育総合支援ＩＣＴシステム事業 7,448

神奈川県 ＮＰＯ法人ハイテンション 被災地の障害者を中心とした音楽支援事業 5,901

（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

（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

（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

平成２６年度　社会福祉振興助成事業　助成決定一覧（２次助成）　　≪全国的・広域的ネットワーク活動支援事業≫
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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

東京都 公益社団法人母子保健推進会議 妊娠期からの切れ目のない子育て支援事業 3,605

（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

平成２６年度　社会福祉振興助成事業　助成決定一覧（２次助成）　　≪全国的・広域的ネットワーク活動支援事業≫
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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

東京都 一般社団法人生活困窮者自立支援全国ネットワーク 生活困窮者支援事業および支援員の育成事業 7,000

平成２６年度　社会福祉振興助成事業　助成決定一覧（２次助成）　　≪全国的・広域的ネットワーク活動支援事業≫

（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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