
 

 

２０１８年１月１１日 

公益財団法人損保ジャパン日本興亜福祉財団 

 

 

社会福祉分野で活動する国内のＮＰＯに助成を決定 

 

 

 公益財団法人損保ジャパン日本興亜福祉財団（理事長 二宮 雅也、以下「損保ジャパン日本興亜福祉

財団」）は２０１７年度ＮＰＯ基盤強化資金として、社会福祉分野で活動する６１団体を対象に、合

計約２,１６０万円の助成を決定しました。助成先は別紙のとおりです。 

 

１．ＮＰＯ基盤強化資金助成の概要 

ＮＰＯの基盤強化に必要な資金を支援するもので、地域福祉を支えるＮＰＯが組織を強化し、地域で

の信頼性を向上させるとともに、地域に根付いた持続的な事業活動ができるよう支援していくことを目

的としています。今年度は、「住民参加型福祉活動資金助成」「組織の強化と事業活動の強化の助成」

と「認定ＮＰＯ法人取得資金の助成」の３つのプログラムで助成先を募集しました。 

 

（１）「住民参加型福祉活動資金助成」 

 日本全国の地域における複合的な生活課題に、地域住民が主体となって包括的な支援をする団体に

公募したところ、１６３件の応募をいただきました。地域住民が主体となって組織的かつ継続的にボ

ランタリーな活動に取り組んでいるかなどを選考基準として、別紙記載の２０団体に合計５８０万円

の助成を決定しました。 

 

（２）「組織の強化」と「事業活動の強化」の助成 

 今年度は、西日本地区の社会福祉分野で活躍し、組織・事業活動の強化を計画している特定非営利

活動法人・社会福祉法人を対象に公募したところ、８９件の応募をいただきました。団体の基盤強化

や、地域課題の解決に大きく貢献することなどを選考基準として、別紙記載の２１団体に合計９８２

万円の助成を決定しました。  

 

（３）「認定ＮＰＯ法人取得資金」の助成 

日本全国の社会福祉分野で活動し、認定ＮＰＯ法人の取得を計画している特定非営利活動法人を対

象に公募したところ、４７件の応募をいただきました。地域課題解決への貢献度、認定取得に対する

取り組みの進捗、「認定ＮＰＯ法人」の活用方法などを選考基準として、別紙記載の２０団体に１団体

３０万円、合計６００万円の助成を決定しました。 

 

 

２．助成金贈呈式の開催予定について 

  助成金の贈呈式は、損保ジャパン日本興亜株式会社の各地区本部または支店と協力のうえ、助成先

にて、２０１８年３月末までに順次実施する予定です。 

 

 

＜損保ジャパン日本興亜福祉財団について＞ 

損保ジャパン日本興亜福祉財団は、損害保険ジャパン日本興亜株式会社の出捐を受け、社会貢献活動の 

一翼を担う財団として設立された公益法人です。同財団の主な活動は本助成のほか、社会福祉・社会保険・

損害保険・ジェロントロジーに関する研究助成や研究会・講演会の開催、わが国における優れた社会福祉

学術文献の表彰（「損保ジャパン日本興亜福祉財団賞」）およびこの受賞者による講演会・シンポジウム

ならびに介護福祉士養成のための奨学金の給付などを行っています。 

  以上 

 

 



 

【助成先一覧】 

 

（１）「住民参加型福祉活動資金助成」の助成先一覧 

所在地 団体名 助成する事業の概要 

助 成 

金 額 

(万円) 

北海道 
特定非営利活動法人 

陽だまりの家 
陽だまりお助け隊（働いていない若者の社会参加活動） 30 

岩手県 Home of Wisdom              手芸・クラフトをツールとした住民主体の被災地コミュニティ再生 30 

埼玉県 
特定非営利活動法人 

ユーアイネット柏原 
住民が希望と自信と誇りを持って、安心して暮らせるまちづくり事業 30 

東京都 りぷりんとフレンズ・いたばし 講演会「絵本をめぐる今を語る」 の実施、および大型絵本の購入 30 

東京都 
特定非営利活動法人 

介護サポーターズ国分寺 
有償ボランティア活動「くらしネット」 30 

東京都 
特定非営利活動法人 

ハーフタイム                
葛飾区立石地区における生きづらさを抱えた子どもの居場所づくり 30 

東京都 
特定非営利活動法人 

狛江子ども食堂              
子ども食堂 30 

山梨県 一宮町生活支援ボランティアの会 生活支援活動 30 

岐阜県 
特定非営利活動法人 

阿木ふるさと福祉村 
地域のコミュニティ場の整備と高齢者の見守り配食の備品購入 30 

静岡県 遊水匠の会 高齢者居場所街角サロン 新規出店 2号店 たまりば・一休 30 

滋賀県 ボランティアグループ きずな 認知症予防と多世代交流活動 10 

滋賀県 西黒田きんたろうサポート会 不便を感じている日常生活における課題を解決する（買い物ツアー） 30 

兵庫県 房王寺さくら会家事生活支援 家事生活支援、生きがい教室、配食サービスおよびフリーマーケット 30 

兵庫県 
ボランティアはなぞの  

西明石サポーティングファミリー 
障害者・高齢者・要支援者・子ども・認知記憶症候群のコミュニケーション 30 

島根県 ひえばらお助けマン互助会 ひえばらお助けマン互助会体制整備 30 

岡山県 みどりケ丘イキイキグループ みどりヶ丘イキイキ拠点推進活動 30 

広島県 にこにこ 日来ら始 Tiny Dining ～小さな厨（くりや）～ 30 

広島県 三庄のおうち                地域で子育て、育てあい、育ちあい事業「三庄のおうち」 30 

熊本県 
ＮＰＯ法人 

対話する市民後見くまもとカタルパ 
老人会などの小規模団体に勉強会をし、市民後見人の実現を目指す 30 

宮崎県 都城・三股農福連携協議会 地域で育む、地域の世代間交流スペースの創出 30 

 

 

 

 

別 紙 

 



 

 

 

（２）「組織の強化」と「事業活動の強化」の助成先一覧 

所在地 団体名 助成する事業の概要 

助 成 

金 額 

(万円) 

京都府 
特定非営利活動法人 

京都DARC 
農作業による就労支援から生まれる地域との共生 50 

大阪府 
特定非営利活動法人 

Homedoor                
認定NPO法人として適切な寄付者対応を行うための地盤強化事業 50 

大阪府 
特定非営利活動法人 

こえとことばとこころの部屋 
釜ヶ崎芸術大学・大学院アーツマネジメントプロフェッショナル事業 50 

大阪府 
特定非営利活動法人 

ほのぼのステーション 
「地域の介護交流ひろば」をつくる 50 

大阪府 
特定非営   特定非営利活動法人 

メリーミー メリーミーズ             
児童養護施設出身の子ども達のサポーターを増やす事業 35 

大阪府 
特定非営利活動法人 

ライフサポート 大阪 
袋物キッド作成と同ネット販売への展開事業 50 

大阪府 
特定非営利活動法人 

日本病院ボランティア協会  
つながろう病院ボランティア ひろげよう病院ボランティア 46 

兵庫県 
特定非営利活動法人 

ヘルパーＧＯＧＯ 
採用力向上を目的としたホームページの開設 50 

兵庫県 
特定非営利活動法人 

心幸 
福祉有償運送車両運賃メーター整備事業(運転代行メーター購入) 30 

兵庫県 
特定非営利活動法人 

東灘地域助け合いネットワーク 
情報発信をツールとした地域の連携強化事業（イベント開催） 50 

岡山県 
特定非営利活動法人 

シルバーライフサポートもも  
福祉有償旅客運送事業(広報活動の強化) 50 

岡山県 
特定非営利活動法人 

志塾フリースクール岡山     
支援プログラムの拡大と充実、「活動支援」と「出口支援」の強化 49 

広島県 
特定非営利活動法人 

アニマルセラピー協会  
教本の作成・研修によるスタッフのモチベーションの維持をはかる 27 

愛媛県 
特定非営利活動法人 

えひめ心のつばさ         
学校に行けない子ども・社会参加できない青年の社会復帰支援の広報 50 

福岡県 
特定非営利活動法人 

ISC糸島スポーツクラブ                 
福祉人財ネットワーク構築プロジェクト(理論講習、実践体験) 50 

福岡県 
特定非営利活動法人 

九州大学こころとそだちの相談室 
不登校の児童生徒およびその保護者への臨床心理サービスの拡充 50 

長崎県 
特定非営利活動法人 

ほほえみながさき 
移動支援に従事する運転者の育成と、新たな運転ボランティアの拡充 50 

熊本県 
NPO法人 

誠桜の樹               
看板設置による広報の強化とそれによる周辺の防犯対策 50 

鹿児島県 
特定非営利活動法人 

ビッグハート 
工賃アップの為のシール機購入事業 45 

鹿児島県 
特定非営利活動法人 

ともいき   
研修等における視覚的機材の購入 50 

沖縄県 
特定非営利活動法人 

沖縄県自立生活センター・イルカ 
インクルーシブ教育モデル事業推進に向けた障害のある事務局員配置 50 

 

 

 



 

 

 

（３）「認定ＮＰＯ法人取得資金」の助成先一覧 

※以下２０団体にそれぞれ３０万円を助成しました。 

所在地 団体名 団体の主な活動内容 

北海道 
特定非営利活動法人 

子どもと文化のひろば ぷれいおん・とかち  
あそびや文化体験を通じての地域文化環境づくり、子育て支援  

岩手県 
特定非営利活動法人  

盛岡ユースセンター              
不登校の子どもたちが教育を受けられるようなサポートと環境づくり  

岩手県 
特定非営利活動法人 

キツツキネットワーク岩手 
健康寿命を延ばすために、知徳体食美を学ぶ講演会、カフェ等を開催  

宮城県 
特定非営利活動法人 

STORIA                    
貧困の子どもたちに居場所を提供し、子どもと家庭へ包括的な支援  

東京都 
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 
人身取引、女性や子どもへの暴力をなくすための相談支援、予防・啓発  

東京都 
特定非営利活動法人  

全国脊髄小脳変性症・多系統萎縮症友の会 
患者、家族に対して交流の場を提供し、認識を深め医療の増進をはかる  

東京都 
特定非営利活動法人 

ReBit 
LGBT問題の教育と相談支援、居場所づくり  

東京都 
特定非営利活動法人 

しんぐるまざあずふぉーらむ 
シングルマザーが子どもと生きるための就労、子育て支援  

東京都 
特定非営利活動法人 

八王子つばめ塾                
経済的な困難を抱える家庭の子どもの学習支援、教育相談  

東京都 
特定非営利活動法人 

両全トウネサーレ 
精神障害者に対する自立支援 ・障害者福祉に関する研究調査  

新潟県 
特定非営利活動法人 

ＵＮＥ 
高齢者の農園芸作業などを通じての自立支援、居場所づくり  

静岡県 
特定非営利活動法人 

静岡市障害者協会 
障害者の権利擁護、生活支援、福祉啓発、障害者団体の活動支援  

愛知県 
特定非営利活動法人 

ひょうたんカフェ 
織り、豆腐、おからドーナツ等のものづくりで障害者と社会をつなぐ 

京都府 
特定非営利活動法人 

よのなか塾                   
生活困窮家庭、ひとり親家庭、不登校の子どもたちへの学習支援  

大阪府 
NPO法人 

CPAO                      
子どもたちの「まずは、ごはん！」を中心に、子育てを支援  

大阪府 
特定非営利活動法人  

あわじ寺子屋                 
子どもの貧困と虐待の連鎖を解決するための居場所提供と学習支援  

大阪府 
特定非営利活動法人  

児童虐待防止協会              
子どもへの虐待防止のための電話相談、地域支援、グループケア  

兵庫県 
特定非営利活動法人 

こむの事業所 
障害者の就労支援に取り組み、困難を抱える人たちの働く場をつくる  

山口県 
特定非営利活動法人  

まなびデザインラボ             
不登校生徒に教育を提供するフリースクールを開校  

鹿児島県 
特定非営利活動法人 

フードバンクかごしま 
フードバンク活動を通じて食品ロス削減の啓発や災害支援を行う  

 


