
番
号

団 体 名 代 表 者 事 業 名
区
分

事 業 概 要

1
認定NPO法人
タンデム自転車ＮＯＮ
ちゃん倶楽部

理事長
津賀　薫

パッチ・アダムス・プロジェ
クト5か年計画
タンデム自転車に夢のせ
て

②

障がい者に可能性の広がりを実感してもらうととも
に、ボランティアに地域との結びつきを強めてもら
うことを目的に、タンデム自転車を通じた交流イベ
ントを開催する。

2
公益社団法人　愛媛
県栄養士会

会長
利光　久美子

高齢者の疾病や身体状
況に応じた食事と栄養に
関する支援

①

高齢者や家族、介護を担う県民を対象に、高齢者
の状態に合わせた食事のメニュー・調理方法の実
践、さらに栄養状態の低下に対するサイン等に基
づく迅速な対処方法について、広告・講演・実習等
の啓蒙活動により、県民の健康寿命の延伸を目
指した生活の支援に繋げることを目的とする。

2件

番
号

団 体 名 代 表 者 事 業 名
区
分

事 業 概 要

1 そがみらいクラブ
会長
西山　友恵

愛媛で子育てを楽しも
う！みんなでしめ縄つくり
をしよう！

③

県内の子育て家庭を対象に、親子で、普段経験す
ることのない「しめ縄づくり」を体験してもらい、伝
統文化に触れあうことにより、子育てにおける貴重
な思い出を作るとともに子育て家庭どうしの交流を
図る。

2
愛媛県障害者フライン
グディスク協会

会長
信田　基

公認指導者養成講習会
開催

②

障がい者フライングディスク競技に係る公認指導
者としての資格取得のために、特別支援学校教職
員、障がい者施設職員、学生等を対象とした講習
会を開催し、指導者の増員及び競技の奨励・普及
に寄与する。

3
特定非営利活動法人
ぷちすてっぷ

理事長
安原　優子

発達障害児を育てる保護
者のためのライフスキルト
レーニング実践者育成事
業

②

発達障がい児への保護者向けに、発達段階別の
ライフスキルトレーニングに関する相談会やおは
なし会、勉強会を通じて、各年代の保護者が抱え
る悩みや課題・ニーズの掘り起こし、具体的支援
の提案を行うとともに、次年度以降への保護者へ
特化した講座の開設へ繋げる。

4 今治明徳短期大学
学長
加藤　明

「めいたん元気ふれあい
広場」の開催（地域と連携
した食物栄養コース食育
活動）

④

大学内において、食物栄養コースの学生が、地域
住民向けに日頃学んだ知識や技術を発表するほ
か、意見交換することにより、学生の企画力や実
践力、コミュニケーション能力を高め、食の専門家
としての将来の食育活動に結び付けるとともに、
1、2年生との交流を図る。

5
NPO法人
アジアキッズケア

理事長
喜安　美紀

多世代・多国籍のボラン
ティアとともに協力して取
り組む国際社会貢献活動
～アジアやアフリカの貧
困の子供たちに届けよう
私たちのまごころと共に～

⑤

アジアやアフリカ等の孤児や貧困の子供たちに対
して、学生、社会人、高齢者、外国人等のボラン
ティア、現地協力者と連携した支援物資の収集・
荷造り等の活動を行うほか、フィリピンを現地訪問
し、貧困地域での交流・家庭訪問、支援物資の配
布を通して、相互理解と友好を深める。

6
おもちゃネットワーク
えひめ

会長
深田　昭三

おもちゃを通した子育て支
援人材育成事業

③

「おもちゃインストラクター養成講習会」と昨年度ま
でに資格を取得した方への「フォローアップ研修
会」、資格取得者がボラティアとして活動する場の
提供として、新たに木育おもちゃを中心とした体験
会「おもちゃランド」を開催し、良好な親子関係や仲
間づくりに寄与する。

7
公益社団法人
日本てんかん協会愛
媛県支部

代表
石井　光伸

てんかん患者・家族の自
立支援とてんかん診療連
携体制の推進

④

専門医によるてんかん講座・相談会を開催すると
ともに、「てんかん診療連携推進検討会」を実施
し、医療連携を促進し、診療支援体制を推進する
ほか、ピアサポーターの育成により相談支援体制
を充実する。

社会福祉分野公募事業　助成団体一覧表（特別枠）

小計

社会福祉分野公募事業　助成団体一覧表（一般枠）



8
社会福祉法人
愛媛いのちの電話

理事長
武井　義定

愛媛いのちの電話　映画
上映会の開催

⑤

南予（一昨年）、東予（昨年）で実施した事業に引
き続き、中予地域においても、電話相談員養成講
座を開催するほか、映画の自主上映会を実施し、
電話相談員の育成を図るととともに「自殺予防」に
対する意識を高め、県全体での自殺予防の取組
について寄与する。

9
松山市子ども子育て
連絡協議会

コイノニア協会
理事長
村上　出

現場保育士の発想によ
る、資質向上のための実
践的プログラム

③

会員施設及びその他県下保育施設の保育士・職
員を対象とした技術向上のための保育現場に即
応した各種研修を実施し、より多くの現場職員のス
キルアップと施設間の連携、相互理解を図る。

10 ＣＩＬ星空
代表
井谷　重人

リモートによる自立支援事
業

②

障がい者の自立支援を図るため、主にZoomを活
用し、重度障がい者の経験を伝える自立生活講演
会や障がい者相互の精神的サポートを行うピア・
カウンセリング講座を開催するほか、当団体で勉
強中の方々がヘルパーを利用しての外出や宿泊
体験活動を行うための自立生活プログラムを実施
する。

11 松山市民劇場
代表幹事
松田　裕二

わくわくドキドキしてみよ
う！
人形作りワークショップ
“「走るきつね」を作ろう”

③

学童保育に通う児童を対象に、「人形劇団プーク」
より講師を招き、人形劇の楽しさを話してもらうほ
か、ウレタン製の「走るきつね」を作成するワーク
ショップを開催することにより、子どもの情操を養う
とともに保護者や子育て関係者が、子育ておよび
子どもとの関わりのヒントを見つける機会を提供す
る。

12
障がい者・児の性と生
を考える会

代表
渡邉　泰正

障がい者に対する理解の
普及啓発事業
～障がい者と家族の孤独
と不安を知ってほしい～

②

不特定多数の一般の方々に向けて、障がい者や
その家族の現状を知ってもらうため、期間に制限
がなく、より多くの人に継続的にアプローチできる
YouYube動画を活用し、障がい者への偏見や誤解
を解く一助とするとともに、当事者およびその家族
が生活しやすい地域社会を目指す。

13 ピアリンク in えひめ
代表
田中　菜

乳幼児期の子を持つ母親
同士の交流を促進し、孤
育てから守る事業

③

松山市を中心とした乳幼児を持つ母親を対象に、
県内で活動する４人の講師を招いて、ワークを中
心とした母親同士が交流する仕掛けを含んだイベ
ントを実施するほか、同じ母親同士で繋がりながら
子育てをすることの良さや楽しさを伝える小冊子を
作成する。

14
特定非営利活動法人
ぶうしすてむ

理事長
川崎　壽洋

心のバリアフリーステッ
カープロジェクト
～優しさの見えるまちづく
り～

④

車椅子ユーザーやベビーカーを押す子育て世代
にとって、自身を受け入れてくれるお店かどうか判
断するために、ステッカーの貼付け協力依頼活動
を行った結果、140店舗を超える協力が得られた。
当該店舗を誰もが検索できるWebサイトを制作す
ることでユーザーの利便性やバリアフリーの更な
る普及に寄与する。

15
NPO法人みんなダイ
スキ松山冒険遊び場

理事長
山本　良子

不登校の子どもたちの自
然体験活動事業

③

学校を長期で欠席する子どもと家族を対象に、松
山市興居島にて親子又は子どもだけの自然体験
活動を実施し同活動を告知することにより、自然体
験を通し心と体の健全な育成を推進すること、併
せて保護者にも子どもとの向き合い方をスタッフと
共に考えてもらう機会を作ることを目的とする。

16
特定非営利活動法人
愛と心えひめ

理事長
上甲　俊史

‘２１介護塾 in 愛媛
穏やかな最期と、在宅医
療の在り方

①

介護に関心がある一般県民と介護の仕事に関心
がある人を対象に、講演会と講師とのトークセッ
ションからなるセミナーを開催することにより、自分
の最期について事前に語り合う「人生会議」の意
義を参加者に感じ取ってもらい、理想とする最期
の在り方をイメージしてもらうことを目指す。

17
四国トラウマケア研究
会

代表
桐田　弘江

トラウマケア臨床スキル
アップ事業

⑤

専門的な心的外傷体験の治療法の研修を受け、
実践している県内の医師・臨床心理士を対象とし
た事例検討会、対人援助の専門職を対象とした研
修会、映画の上映会の開催により、深刻な心的外
傷を癒す専門家の臨床力を高め、トラウマおよびト
ラウマケアに関わる知識を普及させることにより、
心の傷を抱える人に寄り添える人を増やし、トラウ
マの生じにくい、誰もが安心して暮らせる社会つく
りに貢献する。



18
特定非営利活動法人
フェロージョブステー
ション

理事長
三好　大助

保護者勉強会
障がいのある子ども達～
人生を豊かに過ごす為に
出来る事～

②

障がいのある子どもの保護者向けの勉強会を行
い、福祉サービス従事者・教職員・一般企業等の
ブースを設け、保護者が企業や事業所と直接話す
機会を得ることにより、高校卒業後の就労とその
現状を知り不安や悩みを少しでも軽減させ、子ど
もの将来を保護者と関係機関との連携のなかで、
双方が前向きに考えていける機会となることを目
指す。

19
NPO法人　リトルウィ
ング

理事長
山内　智子

就労支援へとつなげる「ｅ
スポーツ体験会」の開催

②

夏休みにｅスポーツの体験会を開催することによ
り、健常者も障がい者も集まる場を提供し、障がい
者にとって導入しやすく抵抗感の少ないｅスポーツ
からＩＣＰやＰＣへの適性を測り、就労支援に役立
てることを目的とする。

20

社会福祉法人　育和
会　地域子育て支援
センター　Ｈａｐｐｙ　Ｈｏ
ｕｓｅ

社会福祉法人
育和会　理事
長
篠崎　裕

であい・つながり・ささえあ
い　Ｈａｐｐｙこそだて

③

パフォーマーによる子育て親子向けパフォーマン
スや子育て会議、各種ワークショップなどの子育
て世代と地域の人との交流の場となるイベントを開
催することにより、久万高原町での子育てがより前
向きなものになるよう、町と地域住民、子育て世代
の人が久万高原町の次世代支援について考える
機会を作ってもらうことを目指す。

21
ＪＤＤnet 愛媛（日本発
達障害ネットワーク愛
媛）

代表
安原　優子

発達障害支援事業 ②

発達障害当事者・保護者・支援者及び職能団体の
会員を対象に、専門家を招いてのセミナーを開催
し、併せてライフスキルトレーニング修了者による
講話や各地域でのカフェ開催を通して、当事者・支
援者・保護者がそれぞれの立場で交流し、当事者
への支援のあり方を探るための段階を知ることを
目的とする。

22

ダンボクラブ（愛媛県
高機能自閉症・アスペ
ルガー症候群親の
会）

会長
田中　輝和

発達障害児・者対象ＳＳＴ ②

発達障害児・者を対象として、主に対人関係に関
するソーシャルスキルトレーニングを開催すること
により、コロナ禍における対人関係の悪化を防ぐた
めの、当事者の自己理解・他者理解によるスキル
アップに繋がる活動を目的とする。

23
特定非営利活動法人
パラワク

理事長
川崎　壽洋

「パラアスリートのメンタル
強化研修と絆づくり」事業

②

パラスポーツに取り組む選手と支援者を中心に関
心のある全ての人を対象に、オンライン開催を含
めた心と体のコミュニケーション能力を強化するた
めの各種研修を提供し、選手同士や支援者との交
流を深め、刺激を得ることにより、競技において自
己の能力を最大限に発揮する力を高めることを目
指す。

24
特定非営利活動法人
ラ・ファミリエ

理事長
檜垣　高史

慢性疾患や医療的ケアの
お子さんとご家族のため
のガイドブック作成事業

②

中予地区の小児慢性特定疾病児童、医療的ケア
児、市町村保健所、公立学校を対象に、対象児童
の地域での行き先情報や将来を考える、保護者の
ニーズに応えるようなガイドブックを作成することに
より、医療費の申請時や学校での理解啓発に寄
与する。

25
サンサンファミリー株
式会社

代表取締役
福田　健泰

災害時に弱者（乳幼児・
子供）のための食を考え
る

③

愛媛県の子育て世代に向けた、子育て情報雑誌
の作成、及び親子イベントを通じて、災害に関する
知識と意識の向上を図り、災害弱者と呼ばれる乳
幼児・子供に対しての、食料の備蓄について教授
することを目的とする。

26
特定非営利活動法人
どんぐり王国

理事長
兵頭　信昭

ひきこもり者によるボラン
ティアグループの基礎づく
り

③

県内の引きこもり者が、ボランティアグループを立
ち上げ、「こども果樹園」の維持管理を通し、自ら
の意志で働くことの大切さと、他人のために働くこ
との素晴らしさを実感し、社会復帰への道筋となる
ように支援することを目的としている。

27
特定非営利活動法人
ワークライフ・コラボ

理事長
堀田　真奈

地域で子育てを具体化す
る！
「まちのがっこう」で学生と
の共創と共育、地域の小
学生の居場所

③

休日の子どもの居場所づくりを行う活動を通して、
子ども及び活動に関わる学生ボランティア等が、
社会で求められるコミュニケーション能力を養い、
また、働く親に子どもを安心して預けることが出来
る場を提供し、仕事と生活の両立を支援することを
目的とする。

28
一般社団法人　ドッグ
フォーライフジャパン

代表理事
砂田　眞希

第４回補助犬と暮らす喜
び　～学ぼう・話そう補助
犬のこと～
イベントを開催し県民へ補
助犬の理解促進を行いた
い

②

県内の補助犬に興味のある障がい者・補助犬の
受け入れ施設を含め県民全体に対し、愛媛新聞
社に於いて、県民の疑問に答えつつ補助犬の仕
事内容を楽しく学び、併せて障がい者の自立と社
会参加を推進する物販併設のイベントを開催し、
補助犬の正しい情報を県民が持ち、補助犬ユー
ザーを温かく受け入れる社会づくりに寄与する。



29
エンドオブライフ・ケア
協会　ＥＬＣ　愛媛

代表世話人
宇田　真記

エンドオブライフ・ケア援
助者養成基礎講座　ｉｎ
愛媛

④

人生の最終段階に関わる人全てを対象に、エンド
オブライフ・ケアの基礎から特に難しいとされるス
ピリチュアルペインに対するケアまでを学ぶ講座を
開催することにより、人材を育成し、看取りへの苦
手意識から関わる自信への変換を促すことを目的
とする。

29件

31件

（注）　区分欄の（記号・数字等）は、次の区分を示す。

小計

合計

　　　　　①高齢者に対する福祉サービスや支援活動に関する事業

　　　　　②障がい者に対する福祉サービスや支援活動に関する事業

　　　　　③子育て支援に関する事業　

　　　　　④地域福祉活動に関する事業

　　　　　⑤その他社会福祉の向上に関する事業


