
       

令和４年度助成団体一覧（助成総額 7,008,000円・22団体） 

 

≪児童福祉推進活動助成≫ 

団体名 事業名 

SDGｓ村・北海道 ママカフェ ママナレッジ 

「和の心を子ども達へ、未来へ！」 

実行委員会 

（※２か年助成１年目） 

「和の心を子ども達へ、未来へ！」ワークショップ＆舞台公演 札幌以外で

の実施事業 

つながる△トーヤコビト食堂 つながる△トーヤコビト食堂 

くるくるネット 癒される・満たされる・楽しい子供の居場所・食堂づくり 

 

≪障がい児者福祉推進活動助成≫ 

団体名 事業名 

ハビリスジャパン北海道事務局 ハビリスジャパン北海道 

アートステージ空知 つくる・つながる・共生の社会「ふれあいまつり」 

 

≪地域福祉推進活動助成≫ 

団体名 事業名 

長期入院の子どもと付き添い家族を支え

る会 

（※２か年助成１年目） 

病児とその家族に対する生活支援事業 

マザーライフサポート 

（※２か年助成１年目） 

子供食堂シェリーの台所 

ユニバーサル eスポーツネットワーク 

（※２か年助成１年目） 

高齢者・障がい児者への遊びや e スポーツ活動の取り組みを通した地

域社会参加への促進活動 

札幌ひきこもり女子会 こもり系女子会２０２２ 

あそぼーの 

（※２か年助成１年目） 

多世代型共生スペース（居場所づくり）の企画実施 

コミュニティワーク研究実践センター 

（※２か年助成１年目） 

福祉系支援団体・不動産系団体・医療機関・更生保護・自治体職員向け

研修会 

ゆめみ～る 
子ども食堂とフードバンクの協働による食支援事業「子ども食堂パン

トリー」 

めぬっと北広島 

（※２か年助成１年目） 

文化活動を中心とした視覚障害当事者と健常者相互の「発信・学び合

い」事業 

旭川パラスポーツ協議会 次世代育成部

会 

（※２か年助成１年目） 

障がい児者がリードするスポーツを通した共生社会へのチャレンジ拡

張 

和 

（※２か年助成１年目） 

ソーシャルメディア（インターネット）を活用した子どもたちの相談ラ

インの新規開設に伴う初期費用 

日本介護事業団 

（※２か年助成２年目） 

ココルクえべつ重度肢体不自由児者・医療的ケア児交流サロン 

西興部村社会福祉協議会 

村民サポート隊 

（※２か年助成２年目） 

西興部村社会福祉協議会 村民サポート隊 

 

≪生活困窮者支援活動特別助成≫※本年度より新規助成 

NPOロコナ 属性を問わないシェルター事業 

ハンズハーベスト北海道 フードバンク活動及び特別支援事業 

（各区小中学校ひとり親世帯お米等配布事業） 

「もったいないわ・千歳」 「月１回はお米や肉も届けたい」 

フードバンク道南協議会 生活困窮者支援 

 

 

       

 

 

 

 



 

 

令和３年度助成団体一覧（助成総額 6,802,000円・19団体） 

 

≪児童福祉推進活動助成≫ 

団体名 事業名 

PROJECTA 

（※２か年助成２年目） 

シンクスクールジュニア 

Mama concierge 

Wednesday 

（※２か年助成２年目） 

旭川市おもちゃ図書館 Mama concierge Wednesday運営事業 

ときの森かなでる 子どもを中心とした地域の家族サポート事業 

 

≪高齢者福祉推進活動助成≫ 

団体名 事業名 

えべつケアラーズ 

（※２か年助成２年目） 

ケアラー支援フォーラムえべつ２０２０・ケアラーサミット北海道２０２１ 

平岸季風倶楽部 花を育ててつながりづくり―新型コロナウイルス感染症下における見守り事業― 

 

≪障がい児者福祉推進活動助成≫ 

        団体名 事業名 

北海道車いすソフトボールクラブ 

（※２か年助成２年目） 

車いすソフトボール体験会および模擬試合の実施 

テレサの丘 

（※２か年助成２年目） 

重症心身障がい児サポートはうすヒーロー 

はぐママ 

（※２か年助成２年目） 

体験型ワークショップと発達障がいへの理解と支援を進めるイベント企画 

 

≪地域福祉推進活動助成≫ 

団体名 事業名 

北海道クロスサポーターズミーティング企画委員会 

（※２か年助成２年目） 

第２回北海道クロスサポーターズミーティング 「い

ま、社会的孤立にヨコグシを part２」 

釧路鳥取てらこや 

（※２か年助成２年目） 

学校を核とした地育活動 

日本介護事業団 

（※２か年助成１年目） 

ココルクえべつ重度肢体不自由児者・医療的ケア児交

流サロン 

西興部村社会福祉協議会 村民サポート隊 

（※２か年助成１年目） 

西興部村社会福祉協議会 村民サポート隊 

全国校区・小地域福祉活動サミット in北海道実行委員会 
第 14回全国校区・小地域福祉活動サミット in北海道

企画運営事業 

名寄市社会福祉協議会 地域つながり支援事業 

芽室町社会福祉協議会 ふれあい広場めむろ 2021 

トライベツ自治会 こどもアグリ体験 inトライベツ 

札幌一時生活支援協議会 ゲストハウスを活用した緊急一時宿泊事業 

ALLSeeDAssociation 
十勝アーツ＆クラフツムーブメント vol.１『風、集ま

る。』への参加 

はっぴー福祉会 インクルーシブ休憩場所の整備 

  



 

令和２年度助成団体一覧（助成総額 6,977,000円・25団体） 

 

 ≪児童福祉推進活動助成≫ 

団体名 事業名 

一般社団法人 PROJECTA 

（※２か年助成１年目） 

シンクスクールジュニア 

Mama concierge Wednesday 

（※２か年助成１年目） 

旭川市おもちゃ図書館 Mama concierge Wednesday運営事業 

旭川大学短期大学部幼児教育学科佐々木ゼミナー

ル（※２か年助成２年目） 

「あそび場★親子サロン」の創設に向けて―大学における持続可能

な子育て支援の模索― 

 

≪高齢者福祉推進活動助成≫ 

 団体名 事業名 

くしろ高齢者劇団 高齢者劇団が地域の高齢者にエール！～認知症の人にやさしい街

づくりを目指して～ 

えべつケアラーズ 

（※２か年助成１年目） 

ケアラー支援フォーラムえべつ２０２０・ケアラーサミット北海道

２０２１ 

株式会社 SpinLife 高齢者、嚥下障害者のための完全栄養チョコレート事業 

 

≪障がい児者福祉推進活動助成≫ 

  団体名 事業名 

北海道車いすソフトボールクラブ 

（※２か年助成１年目） 

車いすソフトボール体験会および模擬試合の実施 

特定非営利活動法人テレサの丘 

（※２か年助成１年目） 

重症心身障がい児サポートはうすヒーロー 

はぐママ 

（※２か年助成１年目） 

体験型ワークショップと講演会・勉強会を兼ね備えた、発達障がい

への理解と支援を進めるイベント企画 

特定非営利活動法人フェアリー 障害児通所支援 

北海道身体障害者福祉施設協議会 福祉施設における非常災害時の対策に関する調査 

北海道要約筆記者の会 

（※２か年助成２年目） 

要約筆記技術向上のための研修会開催・要約筆記者派遣制度推進に

関わる勉強会開催 

小樽当事者研究会「たるとの会」 

（※２か年助成２年目） 

精神障がい当事者、不登校・ひきこもり経験者、家族、支援者等による

自助・共助のネットワークづくりを目的としたワークショップ・シンポジウム

の開催 

 

≪地域福祉推進活動助成≫ 

 

  団体名 事業名 

一般社団法人北海道健康医療フロンティア 日本綜合医学会第 1４回北海道大会 

ウインクルム 地域活動「伝教活育」プロジェクト 

エンパワメントステーション かむかむ 障がい者との共同による高齢者買い物支援（買い物代行サービス）活動 

特定非営利活動法人耳をすませば 高齢者の交通事故を防止し、地域で元気に暮らし続ける共生コミュニテ

ィづくり事業 

北海道救護施設協議会 救護施設の実態把握による生活困窮者支援等の新たな社会的課題へ

の対応考察 

北海道の労働と福祉を考える会 札幌市及び札幌市近郊における車中生活者調査の実施 

特定非営利活動法人 はあと 地域ふれあい食堂事業 

北海道クロスサポーターズミーティング企画委員会 

（※２か年助成１年目） 

第２回北海道クロスサポーターズミーティング 「いま、社会的孤立にヨコ

グシを part２」（仮） 

釧路鳥取てらこや 

（※２か年助成１年目） 

学校を核とした地育活動 

星槎道都大学ボランティア研究部 

（※２か年助成２年目） 

多様な地域住民の参加におけるバーチャル・スポーツ活用交流事業 

特定非営利活動法人 ゆとりの 

（※２か年助成２年目） 

 「まちカフェを通しての地域の居場所づくり」事業 

北海道障がい者スポーツ学生ネットワーク 

（※２か年助成２年目） 

北海道の障がい者スポーツ支援をおこなう学生団体活動の場づくり事

業 



 

 

令和元年度助成団体一覧（助成総額 6,988,700円・22団体） 

 

 

 ≪児童福祉推進活動助成≫ 

団体名 事業名 

おてら deごはんプロジェクト実行委員会 
（※２か年助成２年目） 

おてら deごはん 

不登校の子のための居場所あれとぽ 
余市エコヴィレッジお泊り会 夏・冬～地域ボランティアも一緒に

～ 

旭川大学短期大学部幼児教育学科佐々木ゼミナール 
（※２か年助成１年目） 

「あそび場★親子サロン」の創設に向けて―大学における持続可能

な子育て支援の模索― 

特定非営利活動法人みみをすますプロジェクト 
サッカー保養交流「キヨマップ FC プロジェクト＋北海道被災地の

サッカー少年」 

 

≪高齢者福祉推進活動助成≫ 

  団体名 事業名 

北海道ホームヘルプサービス協議会 
地域共生社会におけるホームヘルプサービスの有り方調査事業と

提言活動 

 

≪障がい児者福祉推進活動助成≫ 

       団体名 事業名 

まちづくりラボ 
（※２か年助成２年目） 

まるごとチャレンジの開催・体験事業の実施（ともに学び、体験し、
つながるまちづくり） 

私の目線研究会 
（※２か年助成２年目） 

障がいがある子をもつ親なきあとセミナー 

一般社団法人日本相続知財センター札幌 
（※２か年助成２年目） 

障がいをもつ子の親のための専門用語を使わない相続・後見・信託
講座 

スマイル劇団ルモイ 伝統芸能（礼受神楽）継承事業 

北海道要約筆記者の会 

（※２か年助成１年目） 

要約筆記技術向上のための研修会開催・要約筆記者派遣制度推進に

関わる勉強会開催 

小樽当事者研究会「たるとの会」 

（※２か年助成１年目） 

精神障がい当事者、不登校・ひきこもり経験者、家族、支援者等に

よる自助・共助のネットワークづくりを目的としたワークショッ

プ・シンポジウムの開催 

 

≪地域福祉推進活動助成≫ 

  団体名 事業名 

社会福祉法人明和会 
（※２か年助成２年目） 

リハヒーリング・ハーブ（一般を対象とした機能回復・機能維持教
室） 

特定非営利活動法人和 
（※２か年助成２年目） 

釧路ダイバーシティ就労モデル事業 

ソーシャルスポーツマネジメント 
（※２か年助成２年目） 

ガチパラ！１７９プロジェクト 北海道キャラバン 

旭川パラスポーツ協議会広報部会 
（※２か年助成２年目） 

地域共生社会実現に向けてＩＰＣパラリンピック教育指導セミナ
ー等の開催 

特定非営利法人カムイ大雪バリアフリー研究所 
（※２か年助成２年目） 

高齢社会の地域伝承を守る「高齢世代と若者世代のバリアフリー交
流促進事業」の創出実践 

小樽市社会福祉協議会 おたる福祉まつり 2019 

星槎道都大学ボランティア研究部 

（※２か年助成１年目） 
多様な地域住民の参加におけるバーチャル・スポーツ活用交流事業 

特定非営利活動法人 ゆとりの  

（※２か年助成１年目） 
「まちカフェを通しての地域の居場所づくり」事業 

一般社団法人北海道こどもホスピスプロジェクト 北海道におけるこどもホスピス推進に向けた地域福祉活動 

特定非営利活動法人北海道ソーシャルワーカー協会 「ひきこもり支援セミナー」 

北海道障がい者スポーツ学生ネットワーク 

（※２か年助成１年目） 

北海道の障がい者スポーツ支援をおこなう学生団体活動の場づく

り事業 

 

 

 



 

 

平成３０年度助成団体一覧（助成総額 5,748,000円・15団体） 

 

 

≪児童福祉推進活動助成≫ 

団体名 事業名 

おてら deごはんプロジェクト実行委員会 
（※２か年助成１年目） 

おてら deごはん 

 

≪障がい児者福祉推進活動助成≫ 

団体名 事業名 

ユニバーサル MVを作る会 
プロジェクター投映を取り入れた、みんなで楽しむＵＤコン
サート企画 

まちづくりラボ 
（※２か年助成１年目） 

まるごとチャレンジの開催・体験事業の実施（ともに学び、
体験し、つながるまちづくり） 

北広島聴力障害者協会 
北広島市民を対象とした、手話を広げるとともに聴覚障害者
への理解を深める事業 

私の目線研究会 
（※２か年助成１年目） 

障がいがある子をもつ親なきあとセミナー 

北海道トゥレット障害支援の会 講演会および交流のつどい２０１８ in 札幌 

一般社団法人日本相続知財センター札幌 
（※２か年助成１年目） 

障がいをもつ子の親のための専門用語を使わない相続・後
見・信託講座 

 

≪地域福祉推進活動助成≫ 

    団体名 事業名 

社会福祉法人明和会 
（※２か年助成１年目） 

ジム・スタジオ HAABU（一般を対象とした機能回復・機能維
持教室） 

特定非営利活動法人おたるＡｔｏＺ 
地域における社会福祉力の形成－この街で地域共生社会を
どう創っていくのか－ 

特定非営利活動法人さっぽろ福祉支援ネットあいなび 地域共生の居場所づくり事業 

NPO法人ナルク函館（はまなす） 
ナルク函館はまなす創立２０周年記念事業【高齢者フォーラ
ム「高齢者の生きがい活動」】 

特定非営利活動法人和 
（※２か年助成１年目） 

釧路ダイバーシティ就労モデル事業 

ソーシャルスポーツマネジメント 
（※２か年助成１年目） 

ガチパラ！１７９プロジェクト 北海道キャラバン 

旭川パラスポーツ協議会広報部会 
（※２か年助成１年目） 

地域共生社会実現に向けてＩＰＣパラリンピック教育指導
セミナー等の開催 

特定非営利法人カムイ大雪バリアフリー研究所 
（※２か年助成１年目） 

高齢社会の地域伝承を守る「高齢世代と若者世代のバリアフ
リー交流促進事業」の創出実践 

 


