
別 添 

配分団体総数　169団体　　配分額総額　296,431,000円

(1) 一般助成（159団体　265,470,000円）

①社会福祉の増進を目的とする事業（112団体　197,020,000円）

名称

社会福祉法人 北海道宏栄社 047-0011 北海道小樽市天神2丁目8番2号
障がい者の作業場所の確保、工賃引き上げのため
のクリーニング機器更新事業

5,000,000

社会福祉法人 平取福祉会 055-0107 北海道沙流郡平取町本町17番地1
老人福祉施設入所者のための生活環境改善事業及
び従業員のための業務環境改善事業

2,759,000

NPO法人 ゆめみ～る 059-0013 北海道登別市幌別町5丁目18番地1 子ども食堂を基点とした地域共生基盤創り事業 2,553,000

NPO法人 ボラナビ 060-0061
北海道札幌市中央区南1条西7丁目
12番地5 大通ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞﾋﾞﾙ3階

一人暮らしの方の孤独死を防ぐ孤独死防止サービ
ス事業

500,000

社会福祉法人 月形福祉会 061-0514 北海道樺戸郡月形町46番地の30
指定介護老人福祉施設　月形愛光園の利用者のた
めの座位姿勢入浴装置購入事業

1,777,000

認定NPO法人 北海道ＮＰＯファン
ド

064-0808
北海道札幌市中央区南8条西2丁目
5-74 市民活動ﾌﾟﾗｻﾞ星園201

非営利公益活動の集合的成果を拡大するための社
会的インパクト評価促進事業

500,000

社会福祉法人 旭川聖会 078-8308 北海道旭川市旭神町22番地67
通所介護事業の送迎高齢者のための車イス対応軽
自動車車両整備事業

800,000

社会福祉法人 更別村社会福祉協
議会

089-1542
北海道河西郡更別村字更別190-1
老人保健福祉ｾﾝﾀｰ内

村民活動展開のための講座型ワークショップと村
民プラットフォーム形成事業

1,740,000

NPO法人 遠軽町手をつなぐ育成会
かたつむりの会

099-0416
北海道紋別郡遠軽町大通南2丁目
3-20

高齢者・障がい者・子育て世代などへの包括的支
援で多様なつながりが生まれる共生サロン事業

2,000,000

社会福祉法人 秋田ふくしハート
ネット

014-0513
秋田県仙北市西木町小渕野字中関
7

指定障がい福祉サービス事業所「愛仙の華」の創
設に伴う送迎用車両の新規購入事業

1,500,000

NPO法人 さんりく・こすもす 022-0007
岩手県大船渡市赤崎町字諏訪前3-
2

グループホーム利用者の災害時の避難場所の確保
のため、建物を改修する事業。

3,000,000

社会福祉法人 幸生会 023-0402
岩手県奥州市胆沢小山字道場251
番

入居者通院用福祉車両更改事業 2,000,000

社会福祉法人 さくらんぼの里 990-2403 山形県山形市大字岩波字鬼越3番1
知的障がい者の排泄の自立を促進するための環境
整備事業

2,722,000

認定NPO法人 さわおとの森 981-0123
宮城県宮城郡利府町沢乙字欠下東
18番2

障害児が安全に送迎・外出できるための福祉車両
更新事業

1,725,000

NPO法人 クローバー福祉会 963-0541
福島県郡山市喜久田町堀之内字堂
田12

就労継続支援Ｂ型事業所の工賃アップにおける設
備向上のための物置設置事業

1,498,000

NPO法人 明豊会 300-2655 茨城県つくば市島名2310-2
障がい者が主体となり自立のための「さをり織
り」の製品創りと体験教室の事業

500,000

社会福祉法人 栃木いのちの電話 320-8508
栃木県宇都宮市若草1丁目10番6号
とちぎ福祉ﾌﾟﾗｻﾞ内

いのちの電話の電話相談のための電話機更改事業 700,000

社会福祉法人 足利むつみ会 326-0006 栃木県足利市利保町49-4
「社会就労センターきたざと平屋作業棟における
作業環境の維持等のための屋根改修工事」

5,000,000

社会福祉法人 ぐんぐん 370-3531 群馬県高崎市足門町1398番地8 ぐんぐんの利用者送迎のための増車事業 1,400,000

社会福祉法人 昭和村社会福祉協
議会

379-1203
群馬県利根郡昭和村大字糸井624
番地

地域の高齢者とその家族、訪問介護事業と通所介
護事業の利用者のための福祉車両更改事業

1,000,000

NPO法人 子ども文化ステーション 331-0812
埼玉県さいたま市北区宮原町3-
432-2 岸ﾋﾞﾙ202

豊かな心を育むことが困難な環境にある子どもた
ちの心のケアのためのシアタースタート事業

5,000,000

社会福祉法人 千葉いのちの電話 260-0012 千葉県千葉市中央区本町3-1-16 電話相談ボランティア募集のための公報活動 158,000

NPO法人 いちかわ市民文化ネット
ワーク

272-0834 千葉県市川市国分7-12-5
障害者就労青年の癒しと活力を産み出すための交
流拠点「いるんおるん・カフェ」事業

500,000

2020年用として発行した寄付金付お年玉付郵便葉書および寄付金付お年玉付郵便切手に
付加された寄付金の配分団体および配分額について

配分団体
使途内容

配分額
（円）住所



名称

NPO法人 スマイルクラブ 277-0858 千葉県柏市豊上町23-29
健康寿命延伸のための人生１００年構想スポーツ
プロジェクト事業（スマイルスポーツプロジェク
ト）

4,627,000

社会福祉法人 菜の花会 289-0111 千葉県成田市名木511-15
生活介護事業所しもふさ工房の送迎及び外出等活
動用車両の配備事業

1,000,000

NPO法人 ヒューマンフェローシッ
プ

235-0005 神奈川県横浜市磯子区東町9-9
不登校ひきこもりの子ども・若者が自己表現・社
会参加の機会をつくる為のミュージカル制作プロ
グラム

3,000,000

NPO法人 童謡，唱歌，世界民謡な
どを歌う・さくらの会

239-0813
神奈川県横須賀市鴨居2丁目46番
19号 原方

高齢者に生の演奏を楽しんでもらうためのコン
サート実施事業

300,000

一般社団法人 かまくら認知症
ネットワーク

247-0053 神奈川県鎌倉市今泉台4-11-2 若年性認知症生活サポート事業 500,000

社会福祉法人 一乗会 252-0135 神奈川県相模原市緑区大島2222-3
生活介護事業ロシナンテの車椅子リフト車両の整
備事業

2,000,000

社会福祉法人 甲府市社会福祉協
議会

400-0858 山梨県甲府市相生二丁目17-1
訪問・居宅介護事業所における保険外サービス推
進用原動機付き自転車の整備事業

147,000

社会福祉法人 いのちの電話 102-0071 東京都千代田区富士見1-2-32
電話相談員の相談対応力　スキルアップのための
研修事業

300,000

NPO法人 施無畏 102-0084
東京都千代田区二番町5-2 麹町駅
前ﾌﾟﾗｻﾞ901

障がい者女性をメインターゲットとし、自立促進
と社会進出のためのフリーペーパー発行事業と
1,800名の当事者モニターとの繋がりを活用した調
査事業

4,500,000

公益財団法人 日本対がん協会 104-0061
東京都中央区銀座7-16-12 G-7ﾋﾞﾙ
ﾃﾞｨﾝｸﾞ9階

がんピアサポーター・フォローアップ事業 500,000

認定NPO法人 難病のこども支援全
国ネットワーク

113-0033
東京都文京区本郷1-15-4 文京尚
学ﾋﾞﾙ

難病のこどもと家族のためのレスパイト施設あお
ぞら共和国の防災対策と環境対策事業

3,530,000

NPO法人 風の子会 125-0031
東京都葛飾区西水元五丁目11番3
号

重度障がい者の自立と地域生活への移行を目指す
本人と家族への支援事業Ⅲ

500,000

NPO法人 全国ＬＤ親の会 151-0053
東京都渋谷区代々木2-26-5 ﾊﾞﾛｰﾙ
代々木415号室

発達障害児・者の多様なコミュニケーション方法
により社会からの孤立を防ぐための理解啓発事業

550,000

NPO法人 日本点字技能師協会 169-8664
東京都新宿区西早稲田二丁目18番
2号 日本盲人福祉ｾﾝﾀｰ内

点訳者のスキルアップと資格チャレンジのための
研修会事業

450,000

一般社団法人 ＯＳＤよりそい
ネットワーク

170-0002 東京都豊島区巣鴨3丁目4番2号
長期化高齢化するひきこもり者への居場所運営及
びライフプラン提案の人材育成並びに８０５０問
題の普及啓発事業

500,000

公益社団法人 日本てんかん協会 170-0005
東京都豊島区南大塚3-43-11 福祉
財団ﾋﾞﾙ7F

支部機関紙「わかしお」及び本部情報誌「波」の
会員その他への定期発行事業

500,000

公益社団法人 全国精神保健福祉
会連合会

170-0013
東京都豊島区東池袋1-46-13 ﾎﾘｸﾞ
ﾁﾋﾞﾙ602

コミュニティサイトを活用した経過の短い精神障
害者家族のピアサポートシステム構築

4,250,000

社会福祉法人 練馬豊成会 177-0042 東京都練馬区下石神井3-6-13
特別養護老人ホーム　フローラ石神井公園の通
院・外出時の送迎車両の新規事業

2,200,000

NPO法人 地域認知症サポートブ
リッジ

181-0016 東京都三鷹市深大寺二丁目40-23
認知症の人の社会参加の機会拡充のための訪問事
業（まごころお届け便）とコミュニティファーム
の創設

800,000

NPO法人 アビリティクラブたすけ
あい保谷たすけあいワーカーズハ
ミング

202-0011
東京都西東京市泉町3-12-25 ﾊﾟｽﾚ
ﾙ保谷2階

通所介護事業の送迎・外出のための事業、ならび
に新規事業の利用者送迎・外出のための車両更改
事業。

1,700,000

NPO法人 長野県ＮＰＯセンター 381-0034 長野県長野市大字高田1029-1
地域課題解決を目指すみんなのポータルサイト
「ナガクル」充実・県内展開事業

500,000

認定NPO法人 新田の風 386-0011 長野県上田市中央北1丁目2-11
「安心して老いを迎えられるまちづくり」をテー
マに特に高齢者への取り組み及びその拡散事業

500,000

NPO法人 伊那芸術文化協会 396-0025
長野県伊那市荒井3500-1 いなっ
せﾋﾞﾙ5F団体事務室B

高齢者福祉施設等の利用者のためのアート・デリ
バリー事業

500,000

NPO法人 支援センターあんしん 948-0065
新潟県十日町市高田町3丁目西371
番地1

ワークセンターあんしん（就労継続支援Ｂ型事
業）の冬期就労支援のための除雪機の新規導入事
業

1,900,000

社会福祉法人 若葉会 949-6408 新潟県南魚沼市塩沢1393-21
６５歳以上の高齢者を対象にした居宅介護支援事
業に使用するための車両購入の事業

1,000,000

NPO法人 知的障害者のくらしを考
える会

930-0241 富山県中新川郡立山町道源寺851 障がい者の工賃増額のためのビニールハウス事業 2,100,000

NPO法人 えがおプロジェクト 930-0804 富山県富山市下新町16-24
シングルマザーの子育てを支援するための修学支
援事業

500,000

配分団体
使途内容

配分額
（円）住所



名称

社会福祉法人 陽光会 915-0876 福井県越前市白崎町35-11-1
障がい者就労支援のためのプリンター機器の増備
事業

823,000

NPO法人 サステナブルネット 433-8122
静岡県浜松市中区上島6丁目25番
地13号 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾗｽ上島101

貧困の子ども達の為の地域参画による新しいフー
ドシェアリング事業

2,700,000

認定NPO法人 東三河後見センター 442-0033
愛知県豊川市豊川町辺通4の4 豊
川商工会議所3階

成年後見制度利用促進のために市民参加の法人後
見をシステムとして地域に定着させる事業

1,240,000

社会福祉法人 名古屋厚生会 451-0052
愛知県名古屋市西区栄生一丁目2
番2号

障がい者の生産活動向上のためのクリーニング作
業ロールアイロナー更新事業

5,000,000

NPO法人 オレンジの会 453-0015
愛知県名古屋市中村区椿町19番地
7号 ﾁｻﾝﾏﾝｼｮﾝ椿町304号

ひきこもり・精神障害者が地域で働くための和菓
子製造・土産販売店舗の改修事業

4,500,000

社会福祉法人 ふれ愛名古屋 455-0008 愛知県名古屋市港区九番町4-6-1
どんなに重い障がいをもっていても地域の中で一
人暮らしが出来る社会を実現するために毎日を支
える事業

380,000

NPO法人 ドリーム 460-0003
愛知県名古屋市中区錦2-13-24先
地下1階31-14

脳卒中障害者自身による脳卒中当事者および家族
のための情報誌事業

500,000

一般社団法人 サステイナブル・
サポート

500-8175
岐阜県岐阜市長住町2丁目7番地
ｱｰﾊﾞﾝﾌﾛﾝﾄﾋﾞﾙ3階

障害者の工賃向上および地方都市における伝統工
芸・観光産業との連携モデル構築のための事業

5,000,000

NPO法人 陶宅老所いちにのさん 509-6361 岐阜県瑞浪市陶町猿爪14番地の1
小規模多機能型居宅介護施設の利用者の通い送
迎、外出支援のための車椅子対応車両の購入事業

1,400,000

認定NPO法人 三重いのちの電話協
会

514-0004 三重県津市栄町2丁目434番地 第３７回いのちの電話相談員全国研修会みえ大会 1,000,000

社会福祉法人 大和会 630-2234 奈良県山辺郡山添村切幡1432-118
身体・知的・精神障がい者の通所施設への送迎事
業

3,000,000

NPO法人 たかとり 635-0121
奈良県高市郡高取町大字丹生谷
1073番地

ジャガイモプロジェクトの拡大及び農機具等の保
全の為活動事業

650,000

NPO法人 絆 646-0051 和歌山県田辺市稲成町80番地の2
障害者の日中活動をよりスムーズに行うためのト
イレを新設する。

4,000,000

公益財団法人 大阪ＹＷＣＡ 530-0026 大阪府大阪市北区神山町11-12
視覚障がい児童（者）に貸し出す点字の児童図書
を製作する事業

600,000

認定NPO法人 トゥギャザー 556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中3-9-1
難波ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ403号

障害者福祉事業所で働く障がい者の自立支援と品
質向上のための郵便協働による販路拡大事業

4,000,000

NPO法人 Ｃｏ．ｔｏ．ｈａｎａ 559-0011
大阪府大阪市住之江区北加賀屋2-
10-21

高齢者の生涯現役社会参加／健康寿命延伸のため
の助け合い活動づくり事業

2,697,000

NPO法人 障がい者・高齢者市民後
見ＳＴＥＰ

560-0082
大阪府豊中市新千里東町1-4-1 阪
急千里中央ﾋﾞﾙ8階

障がい者や高齢者の成年後見制度利用促進のため
の法定後見申立て費用の支援事業

400,000

NPO法人 ほっと 569-1022 大阪府高槻市日吉台三番町6-1
高齢者・障がい者など食事作りが困難な方々の食
事を居宅まで届けるための車両更改事業

761,000

NPO法人 コーチズ大阪 573-0127 大阪府枚方市津田元町3-30-16
食と運動を組み合わせた認知機能向上プログラム
の開発・普及事業

5,000,000

NPO法人 発達凸凹サポーターてく
てく

574-0003 大阪府大東市明美の里町16-30
障がい者の就労訓練を行う就労継続支援Ｂ型事業
所の外壁塗装

200,000

社会福祉法人 清章福祉会 671-0205 兵庫県姫路市飾東町清住555番地
特別養護老人ホーム清住園の外出用車両及び短期
入所生活介護の送迎用車両更改事業

730,000

社会福祉法人 敬愛互助会 675-2222 兵庫県加西市坂本町1027-5
春夏秋冬デイサービスセンターの送迎用車輌の更
改事業

1,100,000

社会福祉法人 日野の郷 677-0002 兵庫県西脇市前島町260-1
通所介護事業の送迎及び特別養護老人ホームご入
居者様の受信、外出の送迎車両の更新事業

960,000

社会福祉法人 稔福祉会 701-0104 岡山県倉敷市片島町34-3
特別養護老人ホーム庄の里ご利用者（重度の要介
護者）に安全に質の高い入浴をして頂くための特
殊浴槽の更新整備事業

3,200,000

一般社団法人 日本看取り士会 701-1145 岡山県岡山市北区津高238-1-A101
尊厳ある最期を叶えるための「第７回日本の看取
りを考える全国フォーラム」事業

500,000

NPO法人 玉野つつじねっと 706-0142 岡山県玉野市迫間2291番地5
発達に遅れのあるお子さんや保護者のための相談
支援事業

900,000

社会福祉法人 まこと会 709-2341
岡山県加賀郡吉備中央町上加茂
517-3

サービスの行き届かない中山間地区の「地域で住
まう」を支えるための地域支援事業

900,000

配分団体
使途内容

配分額
（円）住所



名称

認定NPO法人 サラブリトレーニン
グ・ジャパン

709-2413
岡山県加賀郡吉備中央町上田西
2393-11

引退馬の癒しの力を活かしホースセラピーで日本
を元気にすべく基礎となるグラウンドワークを普
及させる事業

2,700,000

社会福祉法人 若桜町社会福祉協
議会

680-0701
鳥取県八頭郡若桜町若桜1247-1
地域福祉ｾﾝﾀｰ･ﾄﾞﾘｰﾐｰ

地域福祉の高齢者のための配食サービス事業及び
サロン事業

1,250,000

社会福祉法人 あしーど 683-0064
鳥取県米子市道笑町二丁目126 桑
本ﾋﾞﾙ1階

生活介護施設の重度の身体障害の方を送迎するた
めの福祉車両の整備事業

1,050,000

NPO法人 フリマドンナ 721-0912 広島県福山市引野町4丁目9番39号
発達障がい児、者、ニート、ひきこもりの社会参
加を家族、地域で支援するための劇団設立事業

1,500,000

社会福祉法人 八国見 727-0114
広島県庄原市口和町永田5008番地
5

就労継続支援Ｂ型事業所の施設外就労・施設外訓
練・施設外研修の移動、送迎用車両の更改事業

1,600,000

社会福祉法人 虹の会 729-0106 広島県福山市高西町4丁目3番69号
施設通所者が利用する昇降機の老朽化に伴う新規
入れ替え事業

3,000,000

NPO法人 咲良の会 730-0011 広島県広島市中区基町19-2-460
高齢者が自ら参加して取り組む「安心して死ねる
環境」づくり事業

500,000

更生保護法人 ウィズ広島 730-0822
広島県広島市中区吉島東1丁目1番
18号

定員増となる更生保護施設ウィズ広島の利用者送
迎及び利用者、退所者フォローアップ支援活動の
ための車両の増備事業

650,000

社会福祉法人 さくら福祉会 739-0452 広島県廿日市市丸石1丁目1-12
母子生活支援施設いもせハイツにおける母子のた
めの通院・外出・送迎車両の更改事業

1,000,000

NPO法人 吉野川に生きる会 776-0013 徳島県吉野川市鴨島町上下島81-6
高齢者の健康生きがいづくりと、次代の子に文化
と自然環境が学べる事業

300,000

社会福祉法人 すずめ福祉会 781-0802 高知県高知市丸池町1番1-15号
障がいの重い利用者を安全・安心に送迎するため
の福祉車両の整備事業

1,500,000

更生保護法人 湧金寮 803-0821
福岡県北九州市小倉北区鋳物師町
10-11

被保護者送迎及び医療、福祉、行政機関との連携
のために使用する車両の更改事業

837,000

NPO法人 フードバンク福岡 811-1352
福岡県福岡市南区鶴田四丁目48の
4

すべての人のための安心した生活を底支えするた
めのフードバンク地域充実事業

4,200,000

更生保護法人 恵辰会 811-2113
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵117-
16

刑務所等出所者の引受け輸送及び処遇に係る諸活
動並びに福祉的支援に使用するための車両の更新

1,349,000

社会福祉法人 はるかぜ福祉会 816-0849
福岡県春日市星見ヶ丘一丁目8番
地

相談利用者の自宅訪問・事業所訪問のための車両
の新規配備事業

734,000

公益財団法人 九州盲導犬協会 819-1122 福岡県糸島市東702番地1 盲導犬の訓練・啓発用車両の更改事業 1,575,000

NPO法人 大牟田　ライフサポート
センター

836-0843 福岡県大牟田市不知火町2丁目1-6
住宅確保要配慮者のための入居支援、身元保証、
連帯保証の事業

3,649,000

NPO法人 サポネットおごおり 838-0126
福岡県小郡市二森1167番地1 小郡
市総合福祉ｾﾝﾀｰ内

市内、障がい児・者（３障害）及び特定疾患患者
さんのための、通院・外出等送迎車両の更改事業

800,000

社会福祉法人 じゅもん会 854-0062 長崎県諫早市小船越町680-1
生活介護センターヒスイ利用者様の外出支援及び
送迎車両の更改事業

2,000,000

一般社団法人 大分ゆたかの会 870-1154 大分県大分市大字田原字後68-1
障害者の就労機会の提供拡大ならびに工賃向上の
ための弁当製作設備増備事業

5,000,000

NPO法人 やまが元気倶楽部 861-0501 熊本県山鹿市山鹿1番地
要支援該当者を含む介護予防拠点事業参加者にお
けるお出かけプロジェクト

500,000

社会福祉法人 十百千会 861-4731 熊本県下益城郡美里町栗崎564 社会福祉の増進を目的とする車両購入事業 932,000

社会福祉法人 翠光園 868-0442
熊本県球磨郡あさぎり町深田東字
宝410番地

６５歳以上の方で、環境上の理由及び経済的な理
由で自宅にて生活が困難な方の為の入所施設

1,000,000

社会福祉法人 健児福祉会 869-0413 熊本県宇土市花園町553-2 網田保育園の園児通園送迎用車両の更改事業 1,900,000

NPO法人 チームさどわら 880-0303
宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂
16079-69

障がい者のグループホーム開設に伴う自動火災報
知機設置・避難誘導灯設置事業

1,600,000

認定NPO法人 ホームホスピス宮崎 880-0913 宮崎県宮崎市恒久2丁目19-6
誰もが最期まで自分らしく生活していくための生
涯学習事業

280,000

更生保護法人 草牟田寮 890-0014
鹿児島県鹿児島市草牟田一丁目19
番53号

被保護者出迎え等及び処遇諸活動のための車両の
更改事業

551,000

配分額
（円）住所

配分団体
使途内容



名称

NPO法人 サポートハウス２１ 890-0062
鹿児島県鹿児島市与次郎2丁目4-
35 KSC鴨池ﾋﾞﾙ3F

子育て広場のびのびパレット
放課後等デイサービス施設改修工事

5,000,000

NPO法人 クリンカ鹿児島 891-1107
鹿児島県鹿児島市有屋田町603番
地5

就労継続支援Ａ型事業所神之川温泉の温度管理に
よる経営改善計画事業

1,000,000

NPO法人 こすも 891-3432 鹿児島県西之表市安城3680-350
就労継続支援Ｂ型事業の新規事業開拓のためのさ
つま揚げ製造機器の導入事業

2,600,000

NPO法人 じゃがいものおうち 891-4404
鹿児島県熊毛郡屋久島町尾之間
136-6

障がい者就労支援Ｂ型事業所「にじいろの樹」、
利用者の送迎のための車両増備事業

1,250,000

NPO法人 市民後見センターかごし
ま

892-0838
鹿児島県鹿児島市新屋敷町16番
公社ﾋﾞﾙ215号

専門家等の支援体制の乏しい離島の障害者の権利
擁護と成年後見制度普及の為の研修・フォーラム
事業

3,900,000

NPO法人 鹿児島ボランティアバン
ク

892-0838
鹿児島県鹿児島市新屋敷町16番
公社ﾋﾞﾙ324

貧困の連鎖を防ぐ就・学一体支援ステップアップ
事業

2,000,000

NPO法人 鹿児島県ファイナンシャ
ル・プランナー協会

892-0845
鹿児島県鹿児島市樋之口町7-1
AXiS甲東602号 NPO協働ｵﾌｲｽ

「離島の生活困難者家庭の“負の連鎖”の防止の
ため、家計相談支援と子どもたちの学習支援事
業」

3,500,000

NPO法人 地域サポートよしのねぎ
ぼうず

892-0871 鹿児島県鹿児島市吉野町2677-1
高齢者及び調理困難者のための安否確認を兼ねる
弁当宅配に必要な、既設置の冷蔵庫から大型冷凍
冷蔵庫への更改事業

486,000

②風水害、震災等非常災害による被災者の救助またはこれらの災害の予防を行う事業（7団体　6,278,000円）

名称

社会福祉法人 はーとわーく 371-0823 群馬県前橋市川曲町176-1
障害を持つ利用者のための災害時の避難通路の整
備事業

500,000

NPO法人 ケアラーネットみちくさ 277-0034 千葉県柏市藤心1-29-12
災害等緊急一時避難所として地域に開かれたカ
フェ～介護家族が孤立しないために～

665,000

社会福祉法人 大山 285-0813 千葉県佐倉市石川556
災害時における入居者の安全確保及び福祉避難所
として機能するための防災事業

714,000

社会福祉法人 亀鶴会 205-0023 東京都羽村市神明台4丁目2番2
高齢者施設における災害時地域・施設間連携のた
めの防災備蓄品拡充事業

1,400,000

NPO法人 災害ボランティアネット
ワーク鈴鹿

510-0254 三重県鈴鹿市寺家三丁目33番33号
介護ワーカーや物資不足等の避難所機能不全危機
に対応するための防災ワークショップ等による啓
蒙・普及事業

2,200,000

社会福祉法人 鳥取県社会福祉協
議会

689-0201 鳥取県鳥取市伏野1729-5
災害ボランティアセンター運営のための機材増設
事業

300,000

社会福祉法人 朝倉市社会福祉協
議会

838-0068 福岡県朝倉市甘木198番地1
平成２９年度九州北部豪雨で被災された方々への
心と体を元気にするための笑いの健康講座開催事
業

499,000

③がん、結核、小児まひその他特殊な疾病の学術的研究、治療または予防を行う事業（1団体　2,410,000円）

名称

NPO法人 ＪＡＥＡ 214-0021
神奈川県川崎市多摩区宿河原6-
19-28

アナフィラキシー・ショックから子どもの命を護
るための緊急対応法と予防法の講習事業

2,410,000

④交通事故の発生若しくは水難に際しての人命の応急的な救助又は交通事故の発生若しくは水難の防止を行う事業（1団体　1,500,000円）

名称

NPO法人 健康生きがいづくり教室 215-0005
神奈川県川崎市麻生区千代ヶ丘8-
11-14

交通事故を減少させ、高齢期を健康に活きるため
の運転免許証返納支援活動事業

1,500,000

⑤文化財の保護を行う事業（3団体　8,680,000円）

名称

一般社団法人 麒麟のまち観光局 680-0846 鳥取県鳥取市扇町3 東栄ﾋﾞﾙ3F
無形民俗文化財の継承のための先端技術活用保存
事業

3,230,000

NPO法人 大牟田・荒尾炭鉱のまち
ファンクラブ

836-0841
福岡県大牟田市築町2-8 大牟田ｶﾒ
ﾗ3階

三池炭鉱（世界文化遺産）で使役された日本在来
馬の顕彰、保護、共生を目的とした調査・啓発事
業

450,000

配分団体
使途内容

配分額
（円）住所

配分団体
使途内容

配分額
（円）住所

配分団体
使途内容

配分額
（円）住所

配分団体
使途内容

配分額
（円）住所

配分団体
使途内容

配分額
（円）住所



名称

一般財団法人 沖縄美ら島財団 905-0206
沖縄県国頭郡本部町字石川888番
地

世界遺産に関わる首里城正殿等再建のための防犯
等監視体制強化を目的とした機器整備事業

5,000,000

⑥青少年の健全な育成のための社会教育を行う事業（23団体　22,232,000円）

名称

認定NPO法人 Ｓｗｉｔｃｈ 983-0852
宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-3
東口鳳月ﾋﾞﾙ602

「就学・就労に課題を抱える若者のためのユース
サポートカレッジ事業」

4,567,000

NPO法人 次世代教育センター 302-0038 茨城県取手市下高井1271番地
次世代を担う子どもの健全育成のための、教育プ
ロジェクト事業ー英語・科学・自然体験活動ー

500,000

NPO法人 チャイルドラインとちぎ 320-0837 栃木県宇都宮市弥生1-6-3
子どものＳＯＳに答える受け手ボランティアの育
成と地域社会への啓発

500,000

NPO法人 さいたま市学童保育の会 338-0002
埼玉県さいたま市中央区下落合6-
7-6 PARCO与野301

火災、震災等有事の際の児童の安全かつ迅速な避
難経路を確保するための避難設備増設事業

800,000

NPO法人 ムーミンの会 220-0055
神奈川県横浜市西区浜松町10-10
なかまの杜

ムーミンの会なかま食堂事業 500,000

NPO法人 みんなの街 408-0202 山梨県北杜市明野町小笠原3562
参加者による自己運営を目指した、自分で考え、
動ける力を育むフィールド作り

500,000

NPO法人 碁スカイパーク 136-0073
東京都江東区北砂6-19-11 ｺｽﾓ大
島101

囲碁を通じた青少年の健全育成教室事業 500,000

NPO法人 原爆先生 202-0014
東京都西東京市富士町4-13-25-
1105

「原爆先生の特別授業」の広報のため、内容と実
績等を記した小冊子を製作し、全国の教育機関に
郵送する事業

2,840,000

認定NPO法人 信州まつもと山岳ガ
イド協会　やまたみ

390-0304 長野県松本市大村1082-4
野外活動や研修を通して、安全なファミリー登山
を広めるための事業

500,000

NPO法人 石窯スマイル研究会 390-0804 長野県松本市横田4-1-1
石窯を活用して青少年の健全育成を図る為の活動
事業（主として小中学生を対象とする）

261,000

NPO法人 ふくい科学学園 910-0804
福井県福井市高木中央2丁目3701-
9

中山間地における自然環境を生かした青少年のた
めの科学教育推進プロジェクト

500,000

NPO法人 子育ち・子育て支援ＮＰ
Ｏたんぽぽ

457-0863
愛知県名古屋市南区豊4-10-6 堀
田ｻﾝﾊｲﾂA-512

子どもの“自尊心”と“主体性”を育むための講
座

300,000

NPO法人 健康推進プラネット 458-0831
愛知県名古屋市緑区鳴海町字向田
95 ﾘﾍﾞｽﾀ鳴海1203

障がいを抱える子どもたちの学校における環境作
りのための健康システムコーディネーター養成事
業

500,000

NPO法人 にわとりの会 485-0037 愛知県小牧市小針一丁目201番地
外国人児童生徒のための漢字習得支援団体ネット
ワーク作り

1,827,000

NPO法人 せき・まちづくりＮＰＯ
ぶうめらん

501-3253 岐阜県関市栄町1-22-2F
関市の中高生が地域の多様な大人と出会い、キャ
リアの視野を広げ、このまちで働くイメージを持
つための事業

3,447,000

NPO法人 仕事工房ポポロ 502-0812 岐阜県岐阜市八代3丁目27-8
ひきこもり状態で社会とのつながりを見いだせな
い子ども・若者のための居場所づくりと手紙での
交流事業

500,000

NPO法人 三重県防犯設備協会 514-0131 三重県津市あのつ台四丁目7番地7
不審者の犯罪被害から子どもを守るための調査及
び安全講習事業

500,000

NPO法人 すいた体験活動クラブ 565-0854 大阪府吹田市桃山台2-3-10-402
児童たちが校庭で「サツマイモ」と「ジャガイ
モ」を栽培する学習支援事業

400,000

一般社団法人 タウンスペースＷ
ＡＫＷＡＫ

569-0814
大阪府高槻市富田町2-13-8 ﾊｲﾂ白
菊1F

障がいのあるないを超えてつながるアート事業 340,000

社会福祉法人 和泉蓮華会 790-0038
愛媛県松山市和泉北1丁目20番18
号

障がい者と保育所園児の作物の栽培を通した交流
事業

950,000

NPO法人 えひめ子どもチャレンジ
支援機構

791-1136
愛媛県松山市上野町甲650番地 愛
媛県生涯学習ｾﾝﾀｰ内

青少年の健全育成を支える地域教育再構築事業 500,000

NPO法人 福岡教育サポート 816-0863 福岡県春日市須玖南8-54-2-202
貧困世帯の子どもたちの学力と進路を保障するた
めの学習支援事業

500,000

NPO法人 ネットポリス鹿児島 892-0862 鹿児島県鹿児島市坂元町7番74号
青少年が正しくスマートフォン等を利活用できる
環境づくりのための指導者養成講座

500,000

配分団体
使途内容

配分額
（円）住所

配分団体
使途内容

配分額
（円）住所



⑦健康の保持増進を図るためにするスポーツの振興のための事業（4団体　2,638,000円）

名称

NPO法人 愛夢 252-0303
神奈川県相模原市南区相模大野3-
14-17 SAﾋﾞﾙ

青少年からシニアまでマリンスポーツ体験を通じ
て健康を寄与する事業

500,000

認定NPO法人 Ｏｃｅａｎ’ｓ　Ｌ
ｏｖｅ

253-0054
神奈川県茅ヶ崎市東海岸南4-11-
47 ﾊﾟｲﾝﾋﾙｽﾞ101号室

知的・発達障がい児の為のサーフィンスクールや
運動の会を安定的に継続して開催していく為の指
導者育成事業

1,138,000

認定NPO法人 日本なわとびプロ
ジェクト

463-0090
愛知県名古屋市守山区瀬古東一丁
目601番地

全国の小学生の「生きる力」を育てるためのなわ
とび事業

500,000

一般社団法人 ルートプラス 811-3209 福岡県福津市日蒔野4丁目8-14
子どもの“できた！”を引き出す多種目スポーツ
体験プロジェクト

500,000

⑧開発途上にある海外の地域からの留学生または研修生の援護を行う事業（3団体　6,196,000円）

名称

NPO法人 ＰＯＳＳＥ 155-0031
東京都世田谷区北沢4-17-15 ﾛｰｾﾞ
ﾝﾊｲﾑ下北沢201

外国人技能実習生、留学生等の権利擁護のための
ワンストップ生活相談事業

5,000,000

NPO法人 国際交流の会とよなか 560-0021 大阪府豊中市本町3-3-3
地域に住む外国人留学生・実習生・研修生等のた
めの支援事業

800,000

認定NPO法人 アクティブボラン
ティア２１

790-0951 愛媛県松山市天山二丁目3番27号
外国人介護技能実習生を対象に、日本語能力向上
とわが国の文化・歴史学習のための書籍整備事業

396,000

名称

NPO法人 アクアプラネット 220-0073
神奈川県横浜市西区岡野2-16-1
205号

サンゴ再生を通し環境の重要性告知のためのサン
ゴ育成事業と啓発活動事業

4,779,000

認定NPO法人 富士山測候所を活用
する会

102-0083
東京都千代田区麹町1-6-9 DIK麹
町ﾋﾞﾙ901

日本の自然環境・生活環境を保全するための富士
山頂における越境大気汚染物質の観測事業

4,825,000

NPO法人 環境修復保全機構 195-0064 東京都町田市小野路町2987-1
市民によるカーボンリサイクルの取り組みを通し
た低炭素・循環型社会の形成促進事業

2,999,000

一般社団法人 Ｅ．Ｃオーシャン
ズ

796-8039
愛媛県八幡浜市布喜川甲595番地
15

地球環境保全、海のプラスチック問題対策の為の
事業。
秘境の浜辺の漂着ゴミ調査と漂着ゴミ拾い。

5,000,000

認定NPO法人 とす市民活動ネット
ワーク

841-0026 佐賀県鳥栖市本鳥栖町537-1
社会資源である佐賀の森林・緑を次世代に引き継
いでゆくための木育活動事業

913,000

(2) 特別枠助成（10団体　30,961,000円）

東日本大震災、平成28年熊本地震および平成30年7月豪雨災害による被災者の救助またはその予防（復興）を目的とする事業

名称

NPO法人 吉里吉里国 028-1101
岩手県上閉伊郡大槌町吉里吉里三
丁目404-44

大槌の地域復興のための森林の再生と人材の育成
事業

4,250,000

一般社団法人 ほまれの会 029-1211
岩手県一関市室根町津谷川葛ヶ沢
142

就労継続支援Ｂ事業所増設における工事等 3,936,000

NPO法人 仙台夜まわりグループ 983-0044
宮城県仙台市宮城野区宮千代2丁
目10番12号

「仙台及び宮城、東北全域の被災者を含む生活困
窮者のための相談業務、及び生活取り戻しのため
の伴走、中間的就労機会提供事業」

2,550,000

NPO法人 亘理いちごっこ 989-2351 宮城県亘理郡亘理町字南町東10-1
宮城県南域における被災地域住民のための＜音楽
と食と生活サポート＞事業

4,225,000

NPO法人 福島やさい畑～復興プロ
ジェクト

964-0906 福島県二本松市若宮1-370
福島産農産物への根強い風評被害の払拭のための
販売活動と生活困窮者のためにフードバンク品を
届ける事業

1,600,000

NPO法人 会津地域連携センター 965-0035 福島県会津若松市馬場町1-20-2F
会津に避難されている方への生活応援・交流・コ
ミュニティ再生事業

2,550,000

認定NPO法人 たすけあいの会ふれ
あいネットまつど

270-2251 千葉県松戸市金ｹ作99-6
広域避難者が地域で安心して暮らせるようになる
ための応援事業

4,250,000

NPO法人 暮らしと耐震協議会 254-0815 神奈川県平塚市桃浜町11-33-207
「被災地復興のために世界音楽祭を開催し、障が
い児者・若者が主役として担う事業」

1,900,000

配分団体
使途内容

配分額
（円）住所

配分団体
使途内容

配分額
（円）住所

配分団体
使途内容

配分額
（円）住所

配分団体
使途内容

配分額
（円）住所

⑨地球環境の保全（本邦と本邦以外の地域にまたがって広範かつ大規模に生ずる環境の変化に係る環境の保全をいう。）を図るために行う事業
（5団体　18,516,000円）



名称

NPO法人 きずな 739-0033 広島県東広島市西条町馬木391-2
災害時の障がい者等の２４時間体制の緊急受入れ
先としてのグループホーム、ショートステイ施設
事業

5,000,000

NPO法人 福島の子どもたち香川へ
おいでプロジェクト

760-0022 香川県高松市西内町7-25
福島の子どもたちの保養を通して被災地と香川を
つなぎ息長い被災地支援の輪を広げる事業

700,000

配分団体
使途内容

配分額
（円）住所


