赤い羽根福祉基金
１

部門

地域福祉部門

第１回助成団体

Ⅰ．支援事業・活動への助成

【団体名】 特定非営利活動法人 全国コミュニテ 【プロジェクト名称】
ィライフサポートセンター

自然な支え合いの発見と意識化をとおして住民主体

【都道府県】 宮城県

の地域づくりを広げる事業

【助成決定額（万円）
】３００
活動概要

地域の宝物（住民の主体的で自然な支え合い活動）の見つけ方の勉強会をとおして、
実践活動の取組み事例集を作成する活動。

団体概要

高齢者及び障害者、子どもなどの自立した生活の支援を実施する団体やネットワーク
組織と協働して、だれもが普通に暮らし続けることのできる地域社会を実現すること
を目的として活動している。

２

部門

地域福祉部門

Ⅰ．支援事業・活動への助成

【団体名】 特定非営利活動法人 日本ＮＰＯセン 【プロジェクト名称】
ター、特定非営利活動法人 ふくおかＮＰＯセンタ 地域福祉の充実のための地域のＮＰＯ支援センター
ー（共同提案）

（中間支援組織）と地域福祉関連領域との連携創出

【都道府県】 東京都、福岡県

支援事業

【助成決定額（万円）
】４５０
活動概要

全国各地のNPO支援センターによる地域福祉活動や、地域福祉ステークホルダーとの
連携促進・仲介活動の事例調査を通じて、NPO支援センターによる地域福祉支援の促
進に寄与する、実務的なノウハウを集約した演習形式のテキストを作成し、普及する
活動。

団体概要

〔日本ＮＰＯセンター〕新しい市民社会の実現に寄与することを理念とし、分野や地
域を越えた民間非営利組織（NPO）の活動基盤の強化と、それらと企業および政府・
地方公共団体とのパートナーシップの確立を図ることを目的として活動している。
〔ふくおかＮＰＯセンター〕
市民ひとりひとりが、いきいきと暮らせる「市民社会」の実現にむけて、その担い手
として期待される民間非営利組織（ＮＰＯ等）の支援を行うとともに、民間非営利セ
クターの発展のための各種コーディネーションや環境整備を図っている。

３

部門

【団体名】

子ども家庭支援部門
一般社団法人 全国老人給食協力会

Ⅱ．活動の基盤づくり、ネットワークづくりへの助成

【プロジェクト名称】

【都道府県】 東京都

広がれ、こども食堂の輪！全国ツアー開催支援およ

【助成決定額（万円）
】８７０

びネットワーク推進事業

活動概要

47都道府県の賛同した団体により実施する「広がれ、こども食堂の輪！」全国ツアー
開催支援と、各地のネットワーク強化・取組の活発化のための活動。

団体概要

在宅高齢者のためのボランタリーな食事サービス活動団体相互の情報交換・支援と、
コミュニティに暮らす人自らが参加して行う食支援活動の推進を目的とした活動を行
っている。
1

４

部門

【団体名】

子ども家庭支援部門
公益財団法人 あすのば

Ⅱ．活動の基盤づくり、ネットワークづくりへの助成

【プロジェクト名称】

【都道府県】 東京都

全国で子どもの貧困対策に取り組む支援者の「レベ

【助成決定額（万円）
】２７０

ルアップ研修会」開催事業

活動概要

全国各地の「子どもたちを支えたい」という温かい思いを持つ支援者たちが、合宿形
式で集中的に議論し、切磋琢磨し、経験などを分かち合う機会をつくりだす活動。

団体概要

子どもの貧困などに関する調査研究、子どもの貧困対策などを行っている全国の団体
や個人に対しての支援、生活困窮世帯に対する物心両面での支援や情報提供を通じて、
子どもが貧困の連鎖から脱し、幸せな人生を送ることができる人に成長するよう活動
を行っている。

５

部門

災害関連部門

Ⅱ．活動の基盤づくり、ネットワークづくりへの助成

【団体名】 全国災害ボランティア支援団体ネッ 【プロジェクト名称】
トワーク（ＪＶＯＡＤ）

災害時課題解決のための専門委員会設置と改善実施

【都道府県】 東京都

に向けた担い手育成事業

【助成決定額（万円）
】２５０
活動概要

災害時における様々な問題に関して、課題別にマルチセクターによる継続的な専門委
員会を設けることで、課題を整理し、様々な視点からの検証を行い、解決策の提言に
つなげていく活動。

団体概要

災害時の被災者支援活動が効果的に行われるよう、地域、分野、セクターを超えた関
係者同士の連携の促進および支援環境の整備を図ることを目的として活動している。

６

部門

地域福祉部門

Ⅱ．活動の基盤づくり、ネットワークづくりへの助成

【団体名】
「広がれボランティアの輪」連絡会議

【プロジェクト名称】

【都道府県】 東京都

ボランティア・市民活動の全国的な実践交流および

【助成決定額（万円）
】５００

研究協議のための大会事業

活動概要

全国ボランティアフェスティバルの後継事業として、ボランティア・市民活動を地域
で牽引していく団体や個人の全国的な実践交流、情報共有・相互研鑽の場となること
を目的に「研究協議」の要素に重点をおいた「ボランティア全国フォーラム2016」の
開催。

団体概要

あらゆる国民が「いつでも、どこでも、誰でも、楽しく」ボランティア・市民活動に
参加できるような環境づくり、気運づくりを図る目的で結成、現在53団体により構成
されている。
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７

部門

【団体名】

地域福祉部門

Ⅱ．活動の基盤づくり、ネットワークづくりへの助成

特定非営利活動法人 ＫＨＪ全国ひ 【プロジェクト名称】

きこもり家族会連合会

ひきこもり当事者の社会参加と地域福祉の推進のた

【都道府県】 東京都

めの対話交流会の全国展開事業

【助成決定額（万円）
】２００
活動概要

全国 10 ブロック（43 都道府県）での対話交流会を通じて、ひきこもり当事者の社
会参加の機会の開拓と促進、対話交流会の実施基盤の構築（各地域で場作りを担うフ
ァシリテーターの養成）、当事者の横断的ネットワーク作りなどを行う活動。

団体概要

全国組織を有する唯一のひきこもり当事者家族会として、ひきこもり当事者とその家
族の社会的孤立を防ぐため、全国60 地域の家族会（支部）がネットワークを組み、
互助・ピアサポート活動を実施している。

８

部門

【団体名】

地域福祉部門

Ⅱ．活動の基盤づくり、ネットワークづくりへの助成

特定非営利活動法人 日本ボランテ 【プロジェクト名称】

ィアコーディネーター協会

地域課題解決への市民参加を進めるための全国コー

【都道府県】 東京都

ディネーター研究集会開催事業

【助成決定額（万円）
】２１０
活動概要

深刻かつ複雑化する地域の生活課題の解決に市民とともに取り組むボランティアコー
ディネーター等を対象に、全国各地での優れた実践や課題を共有しながら、研究協議
を行う「全国ボランティアコーディネーター研究集会2017」の開催。

団体概要

市民に積極的な社会参加の場を提供し、その活動をサポートするボランティアコーデ
ィネーターたちのネットワークを築き、その専門性向上とコーディネーション機能の
普及をはかることを目的として活動している。

９

部門

地域福祉部門

Ⅱ．活動の基盤づくり、ネットワークづくりへの助成

【団体名】 一般社団法人 生活困窮者自立支援全 【プロジェクト名称】
国ネットワーク

生活困窮者自立支援に携わる人のための全国研究交

【都道府県】 東京都

流大会を開催する事業

【助成決定額（万円）
】７５０
活動概要

生活困窮者自立支援制度をどう育てていくのか、そして支援が必要な人に行き届くよ
うにどれだけの道筋をつけられるのか、現場の研鑽と交流を軸に、困窮者支援のネッ
トワークを広げていくための、全国研究交流大会の開催。

団体概要

生活困窮者の支援に携わる人々及び学識経験者等が、職種や所属等を超えて相互に交
流し、その資質の維持・向上や関係者間のネットワークを図るとともに、関連政策の
推進を図ることを目的として活動している。
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10 部門

地域福祉部門

Ⅱ．活動の基盤づくり、ネットワークづくりへの助成

【団体名】 社会福祉法人 文京区社会福祉協議会 【プロジェクト名称】
【都道府県】 東京都

住民主体のプロジェクトチームにより地域課題解決

【助成決定額（万円）
】３００

を行う仕組みづくりとしてのプラットフォーム構築
事業

活動概要

地域福祉コーディネーターが把握した地域課題を迅速に解決していくために、地域の
組織・団体・人材のネットワークをプラットフォーム化していく活動。

団体概要

文京区における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社
会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的している。

11 部門

子ども家庭支援部門

Ⅲ．調査・研究事業への助成

【団体名】

社会福祉法人 全国社会福祉協議会

【プロジェクト名称】

【都道府県】 東京都

社会的養護施設等の退所児童に関する支援の実態把

【助成決定額（万円）
】５４０

握等調査研究等事業

活動概要

社会的養護施設等の退所児童支援に関する全国的な取り組み実態をアンケート調査、
ヒアリング調査で把握し分析した結果を踏まえたセミナーを実施することで、全国的
な取り組み状況、今後の課題について関係者等で共有化を図る活動。

団体概要

地域の福祉推進の中核としての役割を担う社会福祉協議会の中央組織として、全国各
地の社協とのネットワークにより、連絡・調整や活動支援、各種制度の改善への取り
組みなどを進めている。

12 部門

災害関連部門

Ⅲ．調査・研究事業への助成

【団体名】

東日本大震災支援全国ネットワーク 【プロジェクト名称】

（ＪＣＮ）

大規模災害における全国域の中間支援機能等を検討

【都道府県】 東京都

するための検証事業

【助成決定額（万円）
】１２０
活動概要

大震災から 5 年が経過し、これまで JCN が果たした役割・機能を検証しつつ、今後の
大規模災害における中間支援、ネットワーク機能の有効性、望ましい事業や体制、ロ
ードマップなどを明らかにする活動。

団体概要

東日本大震災における被災者支援のために活動する全国のボランティア及びボランテ
ィア団体・NPO・NGO 等の民間非営利団体を支援することを目的としている。

13 部門

地域福祉部門

Ⅲ．調査・研究事業への助成

【団体名】 一般社団法人 日本社会福祉士養成校 【プロジェクト名称】
協会

地域共生社会の創造に向けたコミュニティソーシャ

【都道府県】 東京都

ルワーカー養成研修の基盤構築事業

【助成決定額（万円）
】３３０
活動概要

これまでのコミュニティソーシャルワーカー養成に関する知見を集約し、福祉業界内
で活用できる研修内容、研修方法、さらに共通テキストを作成する活動。

団体概要

社会福祉士養成校の教育の内容充実及び振興を図ることを目的としている。
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14 部門

災害関連部門

Ⅰ．支援事業・活動への助成

【団体名】

福祉防災コミュニティ協会

【プロジェクト名称】

【都道府県】 神奈川県

福祉施設・福祉人材のための、災害対応力向上と魅

【助成決定額（万円）
】２１０

力増進のための研修および指導者・推進者養成事業

活動概要

福祉施設の防災・BCP研修を通じて、福祉防災の観点から良好な施設を「安全安心魅
力施設」として認定・格付することで、福祉防災コミュニティの維持・発展をねらう
活動。

団体概要

全国の福祉施設の災害対応能力向上と、平時からの魅力増進を支援するために研修等
の事業を行うとともに、災害時に被災地への福祉支援を行っている。

15 部門

地域福祉部門

Ⅰ．支援事業・活動への助成

【団体名】 社会福祉法人 伊賀市社会福祉協議会 【プロジェクト名称】
【都道府県】 三重県

伊賀栗のブランド化による若年無業者・生活困窮

【助成決定額（万円）
】２８０

者・障がい者等の中間的就労支援事業

活動概要

栗菓子の製造、販売を通じての地域コミュニティビジネスの構築を、就労を希望する
若年無業者、障がい者、生活困窮者等を取り込みつつ、自立への道を進んでいけるよ
うな地域の環境づくり行いながらすすめる「いがぐりプロジェクト」の活動。

団体概要

伊賀市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社
会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的として活動し
ている。

16 部門

地域福祉部門

Ⅱ．活動の基盤づくり、ネットワークづくりへの助成

【団体名】 特定非営利活動法人 三重ローカルア 【プロジェクト名称】
クト

社会的排除から生きづらさを抱えた人が、自分らし

【都道府県】 三重県

さと生活を取り戻すための事業

【助成決定額（万円）
】４５０
活動概要

社会的孤立や経済的困窮者等に対する相談支援をより効果的に行うため、一時的に居
住可能な拠点を設置し、特に緊急的なニーズへの対応やひきこもり支援を実施する活
動。

団体概要

何らかの生きづらさを抱え地域で生活する人々に対して、何でも相談・何でも支援を
行い、必要に応じて、社会資源につなぐ、または創り出すことによって地域住民の社
会生活拡充を目指す活動を行っている。
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17 部門

地域福祉部門

Ⅱ．活動の基盤づくり、ネットワークづくりへの助成

【団体名】 社会福祉法人 高島市社会福祉協議会 【プロジェクト名称】
【都道府県】 滋賀県

地域生活支援のための住民と協働した多職種連携と

【助成決定額（万円）
】９００

地域協同ケア拠点形成事業

活動概要

分野横断によるアウトリーチ型の総合相談支援と生活支援機能を有するキャラバン隊
の結成および、集落と旧村町域を結ぶ「小学校区域」における地域共同ケア拠点の形
成をはかる活動。

団体概要

高島市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社
会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的としている。

18 部門

地域福祉部門

Ⅱ．活動の基盤づくり、ネットワークづくりへの助成

【団体名】 特定非営利活動法人 おかやま入居支 【プロジェクト名称】
援センター

住宅確保要配慮者の住居確保のための支援活動を継

【都道府県】 岡山県

続し全国展開する事業

【助成決定額（万円）
】４００
活動概要

身寄りのない高齢者・長期入院から地域移行する精神障害者・家族と同居できない障
害者・虐待を受けた経験のある青少年や女性・刑務所から出所してきた高齢者や障害
者等に、居住支援や相互見守りを行う活動。

団体概要

住居の確保が困難な方々の入居を支援するため、関係機関と協力してネットワークを
形成し、住居を確保することを目的として活動している。

19 部門
【団体名】

地域福祉部門

Ⅱ．活動の基盤づくり、ネットワークづくりへの助成

社会福祉法人 福岡市社会福祉協議 【プロジェクト名称】

会、一般社団法人 古家空家調査連絡会共同事業体 地域の「空き家」をワンストップで福祉拠点として
【都道府県】 福岡県

活用できるものにするための仕組みづくり（社会貢

【助成決定額（万円）
】８００

献型空家バンクの設立）事業

活動概要

市社会福祉協議会の地域密着型ネットワークを用い、地域福祉の担い手から既存のル
ートに乗らない空家情報を入手、その空家をサロンやカフェ、子ども食堂等、社会貢
献事業の実施を希望する福祉団体向けに活用する活動。

団体概要

中古住宅の修復や再活用による地方の空家問題の解決と地域振興の促進、地域内発型
の産業（修復産業・福祉事業等）の創出による雇用の促進等を目的としている。
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