「赤い羽根 子どもと家族の緊急支援 全国キャンペーン」助成決定団体一覧
福井県共同募金会
令和３年

３月 現在

決定内容
№

団体名

住所
活動名称

1 女性の社会生活活動部フルード

2

子ども食堂、フードバンク、
無料学習塾『桜（さくら）』

福井県福井市

シングルマザー緊急食料品
パッケージ支援事業

子ども食堂、フードバン
福井県福井市

ク、無料学習塾・家庭教師
事業

活動概要

助成額

緊急支援として困窮しているひとり親世帯を中心に3,000円相当の食料品や日用
品を届ける。メッセージ付きのお便り等を郵送し個別相談を実施。

270,000

実施：6月 対象：県内のひとり親家庭60世帯

日常生活に困難を抱えるひとり親家庭等を支えるため、お米、カレールー、缶詰
などの食料品をセットにして配達。
実施：6月 対象：フードバンクとして福井市内のひとり親家庭80世帯に食料品を

300,000

配達。

ひとり親家庭を対象に、一日一食の弁当を提供。栄養バランスの改善や生計の負
3 大野市母子寡婦福祉連合会

福井県大野市

ひとり親家庭

親子で笑顔

の夕食事業

担軽減、さらには調理する時間の軽減によるストレス解消を図り、子どもとの時
間を健全に過ごして頂くことを目的に緊急支援を実施。

300,000

実施：6月（8日間）対象：大野市内のひとり親家庭60名

経済的に困窮しているひとり親家庭に食料を届け生活支援を実施。スタッフが各
4 こども食堂

まる

福井県あわら市

子ども食堂（ひとり親家庭

家庭を訪問し配布するとともに、児童や母親と顔を合わせて各世帯の状況を確

支援）事業

認。

210,000

実施：6月 対象：あわら市内のひとり親家庭18世帯

小浜市内の孤食の子ども達
5 子ども食堂「おむすびころりん」

福井県小浜市

や生活に困っている人へ
お弁当・食材支援

6 こども食堂

青空

7 女性の社会生活活動部フルード

福井県敦賀市

福井県坂井市

敦賀市内のひとり親家庭の
食品支援

県内のひとり親家庭の
緊急食料品支援

ひとり親家庭や共働き世帯で孤食の子ども達へのお弁当や支援の必要性がある一
人暮らし高齢者や生活が困難な家庭に、お弁当や食品、食材を配付。
実施：8月

会場：小浜市遠敷交流センター

対象：355名（共働き・ひとり親

300,000

世帯の子ども）、200名（ひとり暮らし高齢世帯、生活に困っている世帯）

夏休みに入り、学校給食がない中で生活が苦しくなっている家庭は余計に打撃を
受けると思われることから、ひとり親世帯に食品を届ける。
実施：8月

300,000

対象：敦賀市内のひとり親家庭69世帯

困窮しているひとり親世帯に3,500円相当の食料品や日用品を提供。ひとり親家
庭にメッセージ付きのお便り等を郵送し、個別相談を実施。
実施：8月

300,000

対象：県内のひとり親家庭60世帯（約180名）

市営住宅を中心にチラシを配り、日常生活に困難を抱える人（障害者世帯、ひと
8 非営利団体

アースファムふくい

福井県鯖江市

鯖江市内の日常生活に

り親世帯、高齢者を抱える家族を対象に、フードドライブで集めた食材を一家族

困難を抱える人に食材支援

分ずつ分けてお手紙を付けて配付。
実施：8月

9 大野市母子寡婦福祉連合会

福井県大野市

200,000

対象：40世帯

大野市のひとり親家庭・

ひとり親家庭の孤立防止と、困窮に陥っている方へ元気を届けることを目的に食

生活に困窮している

材（すいかや副食等）をBOX詰めにして配付

寡婦の支援

実施：8月

300,000

対象：50世帯（ひとり親家庭、生活に困窮している寡婦）

①お年寄り：敦賀市愛発地区、原地区の買い物が困難になった限界集落のお年寄
敦賀市・美浜町内の高齢
10 愛発ん家

福井県敦賀市

者・不登校・障がい者の食
材支援

りのお宅を訪問し地元の食材を提供（実施：8月 対象：70世帯）②不登校の子ど
も：敦賀市や美浜町の不登校支援団体と連携し自宅で過ごすことが多い子ども達
や親御さんを訪問（実施：8月 対象：30世帯）③障害のある方とその家族：中郷
地区の在宅介護されている方やコロナ禍で職を失った方を訪問（実施：8月 対
象：50世帯）

300,000

決定内容
№

団体名

住所
活動名称

11

おいで家「まんぷく」一丁目
運営委員会

12 越前にこにこ食堂実行委員会

福井県越前市

福井県鯖江市

越前市内のひとり親家庭の
食事提供及び居場所づくり

嶺北のひとり親家庭の食料
品支援

福井市内のひとり親世帯・
13 山田さんちのいちご食堂

福井県福井市

高齢者世帯に食事支援と交
流の場の提供

14 こども食堂おひさま

15 女性の社会生活活動部フルード

16

おいで家「まんぷく」一丁目
運営委員会

福井県敦賀市

福井県福井市

ひとり親家庭への食品宅配
事業

シングルマザー緊急食料品
パッケージの支援事業

食事の提供等を通じた見守
福井県越前市

り事業及び居場所づくり事
業

活動概要

助成額

ひとり親家庭へ食材を提供。感染拡大防止に必要な物資の提供を行うとともに、
見守り活動として各家庭に食材の配達を実施
実施：8月

会場：向陽会館

190,000

対象：約200名（ひとり親家庭30世帯×2回）

嶺北のひとり親のご家庭を対象に簡単に調理できる食材や、地元のお米、野菜、
果物など体に優しい食料品などをパッケージにして届ける。
実施：8月中

300,000

対象：ひとり親家庭60世帯

主に和田地区の親子や高齢者50名を対象に交流会の場を提供するために食堂を
開催。
新型コロナウイルスの感染拡大が子育て世代にどのような影響を及ぼしているか

40,000

を把握し支援ニーズを明らかにする為のアンケート調査を実施

経済的に困窮する人たち、特にひとり親家庭の人たちが生きるために必要な食料
300,000

を配付。
実施：９月

対象：敦賀市内のひとり親家庭170世帯、子ども200人

困窮しているひとり親世帯に3,550円相当の食料品や日用品を配付。
ひとり親家庭にメッセージ付きのお便り等を郵送し、個別相談を実施。
実施：９月

ひとり親家庭へ食材の提供を実施。感染拡大防止に必要な物資の提供を行う
実施：９月

300,000

対象：県内のひとり親家庭60世帯

会場：向陽会館

対象：約210名

200,000

ひとり親やコロナ感染症の影響で減収又は失業した家庭、介護が必要な方、ひと
17 越前にこにこ食堂実行委員会

福井県鯖江市

感染症影響下でのひとり親
への食の支援事業

り暮らしのお年寄など４７世帯に食材を配付。食材を取りに来られる方は、お弁
当を配布し、安心できる居場所を提供。食材を取りに来られない方は、スタッフ

170,000

で訪問や宅配で食材を配達。
実施：９月

会場：越前町織田コミュニティセンター

困窮しているひとり親世帯に3,300円相当の食料品や日用品を配付。
18 女性の社会生活活動部フルード

福井県福井市

シングルマザー緊急食料品

ひとり親家庭にメッセージ付きのお便り等を郵送し、個別相談を実施。

パッケージの支援事業

実施：10月

会場：ハーツはるえ

300,000

対象：県内のひとり親家庭64世帯

ひとり親家庭、一人暮らし・二人暮らし高齢世帯等、地域で困窮している方々に
19 結こっさの会

福井県大野市

地域の困窮している方にお

手作り弁当を配付。近況を聞いたり情報を提供したり安否確認を行う。

弁当配付事業

実施：10月（配食１回）会場：大野市上庄公民館

対象：地域で困窮されてい

100,000

る方120食

ひとり親家庭の食事作りの負担を減らせるよう、すぐに食べられる食材等を配
20 非営利団体

アースファムふくい

福井県鯖江市

日常生活に困難を抱える人

付。食材を取りに来られた親子は栗拾い体験ができるよう企画。

に食材を届ける事業

実施：10月

会場：古民家カフェラシーク

対象：60世帯（ひとり親、障がい

180,000

者、生活困窮家庭）

21 子ども食堂「おむすびころりん」

福井県小浜市

孤食の子ども達や生活に

ひとり親世帯の子ども達や一人暮らし高齢者、生活に困窮している方に食材や生

困っている人へお弁当食材

活必要品を支給。

支援事業

実施：10月

会場：小浜市遠敷交流センター

300,000
対象：60世帯

決定内容
№

団体名

住所
活動名称

活動概要

助成額

ひとり親家庭や高齢世帯（ひとり暮らし世帯）など、地域で困窮している方々に
22 結こっさの会

福井県大野市

地域の困窮している方にお
弁当配付事業

手作り弁当を配付。
近況を聞いたり情報を提供したり安否確認を実施。
実施：11月（配食2回）会場：大野市上庄公民館

70,000

対象：地域で困窮されている

方130食

23 女性の社会生活活動部フルード

福井県福井市

ひとり親家庭緊急食料品
パッケージ支援事業

困窮しているひとり親世帯に3,400円相当の食料品や日用品を配付。ひとり親家
庭にメッセージ付きのお便り等を郵送し、個別相談を実施。
実施：11月

会場：ハーツはるえ

299,000

対象：県内のひとり親家庭65世帯

①限界集落の高齢者：敦賀市愛発地区、原地区の買い物が困難になった一人暮ら
しや老々介護の家庭を訪問し、乾物や簡単な調理ですぐにたべられるものを届け
24 愛発ん家（あらちんち）

福井県敦賀市

限界集落の高齢者、不登校

る（実施：11月 対象：50名）②不登校の子ども：敦賀市や美浜町の不登校の子

児、障害者への支援事業

どものお宅を訪問し、子どもでも簡単に調理できるものや菓子類を届る（実施：

300,000

11月 対象：50名）③障害のある方とその家族：中郷地区の身体、精神、発達障
害のある方のお宅を訪問し食材を届ける。（実施：11月 対象：50名）

ひとり親世帯の子ども達や一人暮らし高齢者、生活に困窮している方に、お弁当
ひとり親家庭や生活に困難
25 子ども食堂「おむすびころりん」

福井県小浜市

な方へのお弁当や食材配布
事業

や食材等を支給。

子ども食堂のボランティアや子どもと一緒に来られるお母さ

ん方と協力し、子ども達にはお弁当の配布を、高齢者世帯や生活困窮世帯には食
材を支給。
実施：11月

会場：小浜市遠敷交流センター

292,000

対象：120名（子ども70名、高齢

者・生活困窮50名）
今日、社会的孤立や貧困、虐待など地域住民が抱える生活課題は複雑多様化して
いる中で、地域住民の身近な相談活動をしている民生委員・児童委員は、適切に
26 福井県民生委員児童委員協議会

福井県福井市

新任民生委員・児童委員ス
テップアップ研修会

対応するための幅広い知識や相談技術が必要となります。

支援者として必要と

される知識・技術を習得し、新任委員に期待される役割や活動の原則を確認する

400,000

研修会を嶺北と嶺南に分けて開催したい。
実施：令和3年9月

参加：900名（3年未満の民生委員・児童委員）

会場：越前市文化センター、パレア若狭
認知症の数は増加の一途をたどり、老々介護や認知症同士の介護も増加し孤独に
苦しみながら介護し、悲惨な事件も起きています。

多様化した介護家族にとっ

て、介護者同士の情報収集、交流の場は必要不可欠となっています。会報を発行
し、必要な方に情報を届けることで「つどい」「電話相談」の事業を多くの方に
27

公益社団法人認知症の人と
家族の会福井県支部

福井県福井市

認知症の理解と支援に関す

知っていただき、孤立している介護家族と社会をつなげ、介護家族同士のピアサ

る活動

ポート活動を強化したい。

100,000

会報：国内外の情報、認知症医療や介護の連載、体験談など、介護家族にとって
精神的な支えとなる情報を毎月提供したい。
表紙をカラーにし、誌面を明るくし手元に届く喜びを増やしたい。
発行数：350部×12か月
親の都合や児童虐待などで家庭で生活ができず、社会的養護を必要とする子ども
を、家庭に迎え、家族として養育しています。

より多くの里親や里子が参加し

やすいように「移動サロン」を開催するとともに育ちの難しい里子の対応を学ぶ
28 福井県里親会

福井県福井市

里親サロン・里親スキル

ための学習会と、特別養子縁組が成立をサポートするセミナーを開催したい。

アップ事業

①移動サロン：外に出かけ里親が交流、親睦を図る（実施：6、9、11月松島水
族館、ラポーゼかわだ、菊人形

100,000

参加：70名）

②里親スキルアップﾟセミナー：里親の養育スキル向上、特別養子縁組のセミ
ナーを開催（実施：5、2月

生活学習館

参加：80名）

新型コロナウイルスによる学校の休校や外出自粛は、子どもの心の成長に大きな
影響を与えている。不安定になりすぐに泣きだしたり、乱暴な行動になったりと
変容も見られ、様々な社会的救済が必要となっている。
29

特定非営利活動法人
森のほうかごがっこう

福井県福井市

いきいき森あそびスタッフ

サポートが必要な子どもへの対応方法や危機管理の講座を開催し、遊びを通じた

＆パパママ育成事業

環境（心を自由に開放できる場）づくりができる支援者を育成したい。
①森あそびオープン講座

（対象：40名（学生、大人）

回数：年2回）

②親子で森あそび（内容：森あそびしながらツリーハウスの建設を親子で行う
実施：年8回

対象：160名（子どもとその家族）

会場：SSTらんど

100,000

決定内容
№

団体名

住所
活動名称

活動概要

助成額

当事業所は障害者就労支援事業所として、地域の介護施設・近隣住民を対象とし
たクリーニング（洗濯代行）業務を行っています。

最近ヘルパー事業所・介護

施設から、一人暮らしの高齢者・高齢世帯の寝具やシーツ類の洗濯の要望がある
30 社会福祉法人

六条厚生会

福井県福井市

自力での洗濯が困難な方へ
の洗濯サービス支援事業

ため、車両を整備し、自宅まで洗濯物をお預かり、安価な料金で配達する洗濯業
450,000

務を行い要望に応えたい。
介護事業所と連携し、利用者の方へ洗濯のご案内（チラシ・料金表）を配布し対
象者を拡大し地域の社会貢献と工賃アップにつなげたい。
施設：森目工房やわらぎ（就労継続支援A・B型事業所）
実施：大野市・勝山市

利用者：週40件程

障がい児者の方々が描いている作品（絵画、書道、オブジェ、写真）を展示し広
く県民の方々に紹介することで、県民の方と障がい者が一緒に共感できる場を提
供したい。会場には多くの方が見学に来ていただけるようになり、毎年の開催を

31

福井県知的障害児者
生活サポート協会

アール・ブリット展
福井県福井市

（障がい者アート）開催
事業

待ち望んでいる方も増えた。県外の方とも交流ができるよう、交換展示（愛知
県）も実施したい。
また、表彰式のあとで、美術講師を招き、作品を制作した利用者を対象に、技術

450,000

や芸術の感性を磨くための研修会を開催し、創作意欲を高め芸術性の向上を目指
したい。
実施：令和4年1月
ら）

会場：福井県立美術館、越前市ギャラリー叔羅（しゅく

参加：1,200名

作品数：約200点

就労支援センターはっぴいでは、ひきこもりの方を訪問し、在宅での就労支援を
朝・夕行っているが、その時間帯は、施設利用者の自宅から事業所までの送迎を
軽自動車１台で２回に分けて行っているため、送迎中は、ひきこもりの方への訪
32

特定非営利活動法人
えちぜん青少年自立援助センター

福井県越前市

障がい者・ひきこもりの

問ができない。

就労支援事業

予定が組みづらく、希望に沿った時間に訪問することができないことから、訪問

450,000

用の送迎車両を整備し支援の充実を図っていきたい。
施設：就労支援センターはっぴい（就労継続支援B型事業所）
実施：越前市・池田町

利用者：25名

当会では障がい者の雇用促進を目的に、授産施設に通う利用者が一同に集まり、
日頃の取組みを発表したり、就労技術を競うスキルコンテストを開催したい。
33 福井県社会就労センター協議会

福井県福井市

障害者の就労スキル向上と
アピール事業

自分の意見を述べる弁論大会、また、作業や接客、商品の製作の技術コンテスト
を開催し、一般の方々や他の施設の方と交流し、社会参加への向上心を身に付け

300,000

たい。
日時：令和3年11月頃

会場：ユーアイふくい

参加：300名

種目：弁論大会、接客対応、作業、弁当作成

障害の有無や年齢などにかかわらず、表現することが大好きな人たちが集まっ
て、共生ダンスや太鼓のワークショップを行い、舞台で発表する活動をしてい
る。今まで、舞台発表の場や回数を増やしてきたことで、観客の幅が広がり障害
のある方たちの表現に取り組む団体が増えてきた。
34

「みんなで舞台に立とう」を
広げる会

福井県福井市

ワークショップ及び表現を

障害のある人たちの表現活動に取り組んでいる他団体と意見交換しながら、ワー

通じた交流活動

クショップを実施することで、舞台発表でコラボレーションできるようしたい。

200,000

また、取組みを広く広報できるように、動画配信などの設備や技術を整えたい。
実施：11月～3月の土日（3４回のワークショップを開催）対象：1,000名
会場：αダンススタジオ20回、田原町ミューズ10回、付属特別支援学校体育館4
回

障がいのある人と、スポーツを通してつながれるイベントを計画していたが新型
コロナの影響で規模を縮小しなくてはならない状況が続いている。
しかし、こういう時こそ、障がいのある人たちにとってスポーツを通じた社会と

35

特定非営利活動法人
ふくいスポーツクラブ

障がいのある子どもと
福井県福井市

大人のパラスポーツ
イベント事業

のつながりが大切で、感染対策に十分に留意し３蜜を回避しながら実施できるス
ポーツ「フライングディスクやTボール」などのニュースポーツを楽しめるイベ
ントの内容を工夫して開催したい。県内の福祉施設に対してチラシを配るなど、
多くの方に参加を呼び掛けるとともに、安全にスポーツを楽しんでもらうために
も用具を充実させたい。
実施：令和３年度（３回開催）
150名（知的障がい者、児童）

会場：福井大学付属特別支援学校

参加：

200,000

決定内容
№

団体名

住所
活動名称

活動概要

助成額

夢の果実コンサートや打楽器ワークショップﾟ（毎月開催）など、障害者の音楽
活動を支援しているが、障害のあるミュージッシャンは、音楽性では差が無いの
に表現する場が限られているため、ステージﾞに立つ機会が少ないと感じてい
36 音泉組

福井県あわら市

音楽を通じた社会福祉・ﾉｰﾏ
ﾗｲｾﾞｰｼｮﾝの普及啓発事業

る。もっと福祉施設、学校、病院などで障害者が演奏できる機会を増やすため、
どこでも音楽の設備が組めるよう、スピーカーにミキサーが付いているコンパク
トなPA機器を整備しｺﾝｻｰﾄを開催する機会を増やしたい。

200,000

また、共にみんなが

暮らしやすい社会について考えるコンサートを開催したい（新型コロナウイルス
感染症の状況により開催が困難な場合にはWEB配信等の方法で実現）
日時：令和3年9月中旬

会場：屋内外ステージ

参加者：約200人

平成13年より障がいがある子どもたちの乗馬会を開催し、参加者も延べ1,300人
を超えた。身体機能の向上だけでなく馬を操ることで自信の芽生えが心の成長に

37

チャレンジド乗馬サークル
「ドルチェ」

心身障害児・者のための
福井県福井市

乗馬教室
（アニマルセラピー）

もつながっている。
今年の3月～5月、新型コロナウイルス感染症のため乗馬会を中止せざるを得な
かったため、心身ともに疲弊している現状があり、改めてすべての障がいを抱え

100,000

る子どもたちとそのご家族に乗馬の機会を提供したいと強く思う。
実施：月1回

日曜日

対象：200名

回数：10回

会場：乗馬クラブ「パドゥドゥ」

今回、新型コロナの蔓延により、透析患者として「命の危機」「治療の危機」を
体験した。

優先すべきは、正しい情報の伝達・広報と考え、現在のホームペー

ジの改修やITの活用を推進し、病気の理解や会員の繋がりを強めていきたい。
38 福井県腎友会

福井県福井市

ホームページ利用情報
交流事業

ホームページの活用では、誰もが情報の検索質問・相談ができるコーナーの提供
や、会員にはイベント、医療情報、食事管理等の情報発信をタイムリーに行い、

100,000

スマートホンでも閲覧可能にしたい。また、会員がITを活用するための研修会を
嶺北と嶺南に分けて開催したい。
実施：令和３年度

会場：福井県社会福祉センター、敦賀プラザ萬象

参加：６００名
今日、深刻化している福祉課題の背景には、課題を抱えた世帯や当事者が社会的
に孤立していることが影響している。そのため、県民との課題の共有やその解決
39 福井県社会福祉協議会

福井県福井市

地域共生フォーラム
開催事業

に不可欠な「地域共生」の意識を醸成することが不可欠である。

地域共生や多

職種・多機関との協働、機関・団体間のネットワークをテーマに県民や関係者が
一堂に会するフォーラムを開催し、講演会や県内外のさまざまな実践をシンポジ
ウム等から学びたい。
日時：令和３年11月

会場：生活学習館

参加者：300名

450,000

