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 社会福祉法人高知県社会福祉協議会は、県内で様々な地域福祉活動を行う団体に助成する「令和 3
年度 高知県福祉活動支援基金事業」の募集を 11 月 2日（月）より開始します。令和３年度の助成総
額は約 1,000万円を予定しています。 
 
１．事業目的 

 本事業では、地域で、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役割をもち、支え合い
ながら暮らしていくことができる社会の実現に向けた地域福祉活動に助成を行います。 
社会的に孤立しがちな人々の居場所づくりや社会参加、様々な困難を抱える人への支援等、今日的な

福祉課題の解決に向けて取り組む事業を支援します。 
  
２．募集内容 
  （１）募集期間 令和 2年 11 月 2 日（月）～令和 2 年 12 月 25 日（金） 
  （２）助成を受けられる団体・対象施設 
    ・任意の福祉団体・社会福祉の向上を図るために設立された、公益法人、   

NPO 法人など 
    ・高齢者、障害児・者、児童関係の福祉施設・団体など 
  （３）助成上限額 
     150,000円～500,000円 
     ※事業内容により異なりますので、詳しくはパンフレットをご覧ください。 
  （４）助成事業の実施期間   

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 
 
 
 
 

令和３年度「高知県福祉活動支援基金事業」募集開始 

支えあいながら暮らしていくことができる社会の実現に向けた取組みを応援します 

問い合わせ先 
社会福祉法人高知県社会福祉協議会【担当：安岡、氏原】 

Tel (088)844-9019  Fax (088)844-3852 

E-mail k-chiiki@pippikochi.or.jp 
HP：http://www.kochiken-shakyo.or.jp/ 

mailto:k-chiiki@pippikochi.or.jp


（福）高知県社会福祉協議会

高知県福祉活動
支援基金事業

募集案内

令和3年度

地域で、人と人、人と社会がつながり、

一人ひとりが生きがいや役割をもち、

支え合いながら暮らしていくことができる社会の実現に向けた

地域福祉活動を推進する活動に助成します。

（助成総額 1,000万円）

令和2年11/2月～12/25金
応募期間



福祉活動支援基金の助成制度で
活動の輪を広げましょう

福祉活動支援基金の助成制度で
活動の輪を広げましょう
社会福祉向上のために活動する、民間の

福祉団体や公益法人、NPO法人を対象に、
さまざまな事業に対して助成を行っています。 

申請書類など、詳しいことはお問い合わせください。
社会福祉法人高知県社会福祉協議会　TEL088ー844ー9019
URL　http://www.kochiken-shakyo.or.jp/document/?group=grp73

助成を受けられる団体・対象施設
●任意の福祉団体
（県または市町村もしくは所在地の市町村社会福祉協議会の推薦が必要です*）
*推薦には一定期間を要します。推薦団体へは、あらかじめ余裕をもって手続きをお願いします。

●社会福祉の向上を図るために設立された、公益法人、NPO法人など
●高齢者、障害児・者、児童関係の福祉施設・団体など

対象となる主な事業

令和3年度助成金は、1団体における上限額（目安額）を下表のとおりとし、総額（予定）10,000,000円です。

助成の決定は、審査会の意見をもとに、３月下旬に決定されます

　地域で、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役割をもち、支え合いながら暮らしていくことがで
きる社会の実現に向けた地域福祉活動を推進する事業
①高齢者を対象とする生きがいづくり・自立促進のための事業、在宅介護者等の交流・リフレッシュ事業 等
②障害者を対象とする生きがいづくり・自立促進のための事業、在宅介護者等の研修・交流・リフレッシュ事業 等
③児童及びひとり親家庭等を対象とする研修・交流事業、児童の健全育成を促進するための事業 等
④その他地域福祉の推進に必要と認められる事業

助成の
概要

 申請受付
 ▼
 審 査 会
 ▼
 決定通知
 ▼
 助成金交付期間

令和2年11月2日（月）から
令和2年12月25日（金）まで

令和3年2月

令和3年3月下旬

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

令和3年度  助成金の流れ

＊助成対象事業に係る活動を行うために必要な経費のみを対象とし、
　法人等の経常的経費は助成対象外です。
＊助成対象事業以外でも使用できるパソコンやプリンター等の
　OA機器等については、原則、助成対象外です。
＊制度サービスとして実施される事業については、助成対象外です。
＊助成事業実施にあたって、コロナウィルス感染症対策のために
　必要な消耗品費（消毒液等）についても助成対象となります。

●50,000円を超える
　備品は見積書が必要

●申請額の一部を減額
　の上、助成する場合
　があります。

２の①～③の生きがいづくり・自立促進のための事業
【例：高齢者の地域交流・障害者の当事者活動・子ども食堂の運営、子育て家庭の交流等】

２の①～③の研修・イベント開催・広報啓発等にあたる事業

２の④に該当する事業
【例：制度外サービス提供、調査・研究事業】

2の①～④に関連する備品購入整備事業*

事業の種類 助成上限額（目安額） 備  考

150,000円

300,000円

300,000円

500,000円

*備品購入費に係る総費用が20万円を超える場合には申請額の一部を減額の上、助成します。

●本助成事業では、以下のような事業を優先します。
①地域の課題解決に取り組み、効果が期待できる事業　
②一過性の活動ではなく、その後も継続性・発展性の
　ある事業
③財源確保等、当該団体自身が努力している事業

1

2

3



助成額（円）助成事業・内容団体名（50音順）
2020年度高知県ソーシャルワーカーデー実行委員会 一般社団法人 高知県社会福祉士 高知県ソーシャルワーカーデイ関連イベントの実施 60,000
青い空ぽっこぷぅ～ん（大月町を元気にする会） 引きこもりの方の自立促進事業 150,000
吾川郡特別支援教育研究会 吾川郡特別支援学級児童生徒交流会 9,000
あったかクラブ ひだまりサロン（地域での高齢者をはじめとする住民の支え合い、助け合いの関係づくり） 100,000
いきいき百歳大交流大会実行委員会 第17回いきいき百歳大交流大会 150,000
池川ベース 池川コミュニティづくり（住民同士の世代間交流の場づくり） 100,000
一般社団法人高知あいあいネット シェルターのトイレ改修によるバリアフリー化 270,000
一般社団法人高知相続あんしんセンター 障害児（者）の家族を対象とした研修会の開催（親が亡くなった後の自立のための事前準備） 150,000
一般社団法人高知チャレンジドクラブ スポーツを核とした障害者と健常者の交流事業 200,000
一般社団法人りぐらっぷ高知 リカバリーセミナー高知（地域のメンタルヘルスの向上と精神障害者への理解促進） 150,000
伊野福の神音頭保存会 伊野福の神音頭普及・啓発事業（地域の伝統芸能の普及啓発を通した地域コミュニティの活性化） 150,000
NPO法人あおぞら広場Azono Azonoにこにこ駅（地域の高齢者や子育て世代の交流の場づくり） 100,000
NPO法人アテラーノ旭 冷蔵庫の購入（子ども食堂） 180,000
NPO法人あまやどり高知 刑余者、困窮家庭の児童等への交通用具提供事業 100,000
NPO法人いきいき百歳応援団 お世話役へのフォローを通じた「いきいき百歳体操」の再構築 100,000
NPO法人井戸端わもん 地域の聞く力を育てる「話の聞き方教室」体験会 100,000
NPO法人かざぐるま 集いの広場なないろ 引きこもりの方の自立促進事業 150,000
NPO法人キャリアコンサルタント協会 笑う！話す！元気になる相談会（笑いヨガの実施とキャリア相談） 100,000
NPO法人キャリア・ライフ高知 潮見台ハートカフェ（地域住民の交流の活性化と孤立防止） 100,000
NPO法人高知いのちの電話協会 広報啓発活動 150,000
NPO法人高知県肢体障害者協会 福祉輸送事業 250,000
NPO法人四万川龍神の里 たつのこキャラバン（地域での芸術文化活動を通じた交流や生きがいづくり） 200,000
NPO法人はすのは 高齢者、生活困窮者などを対象とする生活支援事業の啓発と理解促進 250,000
エンドオブライフ・ケア高知 エンドオブライフ・ケア援助者養成研修会（孤立する高齢者や在宅で迎える終末期を地域で支える援助者の養成） 250,000
オレンジカフェふなおか実行委員会 オレンジカフェふなおか（認知症カフェの開催を通じた高齢者の見守り、交流） 40,000
加茂の里 こども食堂を通じた地域の子どもや高齢者の憩いの場づくり 100,000
川北ボランティアひろば 生きがいづくり・自立促進事業（川北ボランティアひろば） 60,000
くらし応援団すくも 独居高齢者や高齢者世帯への生活支援 100,000
KHJ全国ひきこもり家族連合会高知県支部 地域福祉活動支援事業（就労支援事業（草刈り機の購入）） 59,000
公益財団法人日本ダウン症協会高知小鳩会支部 令和2年度夏季療育キャンプ 80,000
公益財団法人高知県身体障害者連合会 高知県身体障害者スポーツブロック大会等 200,000
公益財団法人認知症の人と家族の会高知県支部 機関誌発行 150,000
神田未来っこ見守り隊 地域の子どもたちの見守り活動 100,000
高知アルコール問題研究所 第48回 高知酒害サマースクール 200,000
高知おもちゃ病院 高知おもちゃ病院活動広報及び研修事業 250,000
郷地区活性化委員会 地域福祉活動支援事業（地域福祉の拠点づくり） 215,000
高知クレサラ被害・生活再建支援センター 高知うろこの会 依存症対策（クレプトマニア）自助グループ支援及び更生・自立支援事業 250,000
高知県児童家庭支援センター協議会 高知オレンジリボンキャンペーン 300,000
高知県児童養護施設協議会 よさこい踊り参加支援事業 300,000
高知県腎臓病患者友の会 慢性腎臓病患者の災害時に備える勉強会と交流会 250,000
高知県精神障害者家族会連合会 研修を通じた精神障害者への理解促進と当事者と家族への支援 250,000
高知県精神保健福祉ボランティア連絡協議会 精神保健福祉の啓発と当事者主体の交流事業 200,000
高知県フェニックス親の会 動作法を広げるための講習会の実施 150,000
高知市特別支援教育研究会 第31回きらきらフェスティバル 20,000
高知はっさくの会 精神障害者の家族と当事者の交流と理解促進 150,000
こうちよさこいバリアフリー実行委員会・てんてこ舞 よさこい参加を通した障害者の社会参加と理解促進 250,000
こうち若者を元気にする会 ひきこもりの方の自立促進事業 150,000
子育て支援ネットワークろばみみ 心と身体の親子ストレッチケア講座 49,000
こども食堂こうち実行委員会 こうち食堂（こだかさカフェ・水曜校時カフェ・わっカフェ） 150,000
こども食堂・ゆめ 地域福祉活動支援事業（子育て支援・こども食堂） 130,000
四万十町特別支援教育研究会 特別支援学級児童生徒交流学習会 16,000
社会福祉法人馬路村社会福祉協議会 スポーツを通した障害者の生きがいづくり 121,000
社会福祉法人みその児童福祉会 児童家庭支援センター高知ふれんど 親子でふれ合うベビーヨガセラピーを通じた児童虐待予防と子育てネットワーク構築 200,000
宿毛要約筆記「さくら」 要約筆記に係る機器の購入 104,000
津野山特別支援教育研究会 津野山特別支援教育研究会 秋季交歓学習会 30,000
DAC2014 ギターと尺八によるコラボコンサート 250,000
TOMOハウス 読み書きに困難を抱える子どもや発達障害のある子どもたちへの正しい理解の促進 100,000
長岡西部青年団 解放太鼓の修繕（児童生徒の健全育成と地域コミュニティの活性化） 200,000
南国市特別支援学級交流会実行委員会 地域福祉活動支援事業（特別支援学級の児童生徒の交流） 20,000
仁井田倶楽部 よって恋仁井田（ふれあい喫茶） 100,000
布師田地区社会福祉協議会 認知症予防サロン石渕（認知症予防を兼ねた地域の高齢者の集い） 100,000
野の花昼食会 野の花昼食会（高齢者の介護予防・生きがいづくり） 80,000
機織りグループ木の会 機織りを通じた地域の高齢者の生きがいづくりと住民との交流づくり 50,000
はちきんクラブ～きらっと高知～ 生きがいづくり・交流・リフレッシュ・研修活動ピアカウンセラー養成研修事業 100,000
はるの大好き！スズメ元気会 保育所跡地を拠点とした住民サロン及び季節行事の開催 150,000
「ふらっと」 生きづらさを抱えている人やその家族等へのサポート 150,000
ホームレス支援と貧困問題を考えるこうちの会（こうちネットホップ） 路上生活者等の支援を通じた地域共生社会に向けた理解促進と社会的自立支援 150,000
本格的傾聴ボランティア南国きく会 傾聴ボランティア会員養成講座 80,000
ママの働き方応援隊 高知校 赤ちゃん先生クラス（地域の子育て中の母親と高齢者の赤ちゃんを介した多世代交流） 200,000
ミームclub実行委員会 ミームclub（こども食堂を通じた多世代交流と孤食防止） 100,000
WorldSmile 「四季折々を体験しよう！」（絵本の読み聞かせ等を通した子育て支援） 75,000

71事業（71団体）  10,048,000

令和2年度の助成金交付決定事業は、以下の71事業（71団体）です。総額10,048,000円の助成を決定いたしました。



社会福祉法人高知県社会福祉協議会
〒780-8567　高知県高知市朝倉戊375-1　高知県立ふくし交流プラザ4F
TEL 088-844-9019 ／ FAX 088-844-3852
URL　http://www.kochiken-shakyo.or.jp/document/?group=grp73

◆高知県社会福祉協議会ホームページを検索◆ 高知県社会福祉協議会 検索
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高知県福祉活動支援基金とは

事業趣旨

沿 革

事業概要

事業実績

県民福祉の増進を図るため民間社会福祉施設及び
民間社会福祉団体等に対する支援を行い、社会福祉の増進に
資することを目的として助成及び貸付事業を行います。

〔 昭和49年6月〕
　●財団法人高知県福祉基金発足。
　●設立時の出資は、松下電器産業(株)63百万円及び高知県1億37百万円。
　●その後、基金造成に努めながら、発足以来40年にわたり県民福祉の増進活動を行う。

〔 平成25年11月〕
　●今後の安定的な事業継続を可能とする新たな仕組みに移行するため、財団法人高知

県福祉基金を解散し、残余財産を高知県に寄附。

〔 平成26年2月〕  高知県福祉活動支援基金の設置
　●高知県が高知県社会福祉協議会に対して、新たな基金設置のための資産として、　　
旧財団法人の残余財産相当（8億64百万円余）を交付。

　●高知県社会福祉協議会において、「高知県福祉活動支援基金」を設置し、事業を開始。

●助成事業
社会福祉施設入所児（者）進学等支援事業
地域福祉活動支援事業

●貸付事業
施設改善資金
特例貸付資金

9,568,456円

事　業　名
H30年度 R1年度

社会福祉施設入所児（者）
進学等支援事業

地域福祉活動支援事業

助成対象 助成額 助成対象 助成額

40名
（12施設） 1,681,176円

28名
（12施設） 1,080,000円

59事業
（58団体） 7,922,754円

69事業
（69団体）


