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令和４年度　助成金の流れ

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

9,720,000円

事　業　名
R1年度 R2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

28名
（12施設） 1,080,000円 25名

（11施設） 970,000円

71事業
（71団体） 10,048,000円 68事業

（68団体）

（福）高知県社会福祉協議会

募 集 案 内

令和3年11/1月～12/24金応募期間

地域福祉活動支援事業 助成金

<貸付事業>
●施設改善資金
●特例貸付資金

令和3年11月１日（月）から
令和3年12月24日（金）まで ※当日消印有効

令和4年2月

令和4年3月下旬

令和4年4月1日から
令和5年3月31日まで

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法人等を対象
に、さまざまな事業に対して助成を行っ
ています。

令和4年度
高知県福祉活動支援基金事業

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）

申請受付

審査会

決定通知

助成金交付期間

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　https://www.kochiken-shakyo.or.jp/fukushi-katsudou-shienkikin

◆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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助成を受けられる団体・対象施設
●任意の福祉団体
　（県及び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

助成対象となる主な事業
　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

助成対象外となる経費、一部減額となる経費

上記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】

上記①～③の研修・イベント開催・広報啓発等にあたる事業

上記④に該当する制度外サービス提供、調査・研究事業

上記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。

●申請額の一部を減額
のうえ、助成する場合
があります。

●50,000円を超える
備品は見積書の添付
が必要

令和3年度の助成金交付決定事業は、以下の68事業（68団体）です。総額9,720,000円の助成を決定いたしました。

※本助成事業では、以下のような事業を優先します。
　（ア）地域の課題解決に取り組み、効果が期待できる事業
　（イ）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
　（ウ）財源確保等、当該団体自身が努力している事業

令和4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。

申請書類は高知県社会福祉協議会ホームページ（https://www.kochiken-shakyo.or.jp/）

からダウンロードできます。
詳しいことはお気軽にお問い合わせください。

助成額（円）助成事業・内容団体名（50音順）助成区分
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あったかクラブ
オレンジカフェふなおか実行委員会
火曜クラブ
カラオケ茶話・どんぐり子
川北ボランティアひろば
NPO法人キャリア・ライフ高知
シニアダンスクラブとさし
とんからりんの家
長岡西部青年団
公益社団法人認知症の人と家族の会高知県支部
布師田地区社会福祉協議会
ばあば食堂
青い空ぽっこぷぅ～ん（大月町若者を元気にする会）
NPO法人高知県肢体障害者協会
高知県腎臓病患者友の会
公益財団法人高知県身体障害者連合会
高知県精神障害者家族会連合会
高知県精神保健福祉ボランティア連絡協議会
高知県フェニックス親の会
一般社団法人高知相続あんしんセンター
高知はっさくの会
こうちよさこいバリアフリー実行委員会・てんてこ舞
NPO法人ちびっと
高知チャレンジドクラブ
南国市特別支援学級児童生徒交流会実行委員会
公益財団法人日本ダウン症協会 高知小鳩会支部
はあと33番地
一般社団法人Uプロジェクト
NPO法人夢創房室戸迎鯨の杜
一般社団法人りぐらっぷ高知
吾川郡特別支援教育研究会
池川ベース
潮江南地域連合会
高知県安心安全まちづくり「みのり会」
高知県児童家庭支援センター協議会
高知市特別支援教育研究会
子育てサロン・あさひグループ
子育てサークルはぐ
子育てサークルままだいすき
こども食堂こうち実行委員会
佐川こども食堂 さくらんぼ
児童家庭支援センター高知みその 社会的擁護自立支援事業 おひさま
四万十こども食堂
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
NPO法人じんけんネットすくも
じんじゃ食堂実行委員会
津野山特別支援教育研究会
Hug_me_project
ふなつきばの子ども食堂
みやもっち体育で楽しむ☆親子運動あそびの会
NPO法人ゆめ・スマイル
よさこいチーム「き・ら・り」実行委員会
一宮村福祉のまちづくり総合プロジェクト実行委員会
一般社団法人エスポワール高知
NPO芸農人
エンドオブライフ・ケア高知
NPO法人かざぐるま つどいの広場なないろ
NPO法人ぐりーと
高知アルコール問題研究所
NPO法人高知いのちの電話協会
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
全国ひきこもりKHJ親の会高知県支部やいろ鳥の会
NPO法人地域サポートの会さわやか高知
地域の応援隊 和
とさみずき
NPO法人はすのは
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）
芳生野ふるさと会

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）
オレンジカフェふなおか（認知症予防を通じた高齢者の見守り、交流）
モノづくり事業（高齢者の認知症・引きこもり予防の集いの場）
地域食堂　どんぐり
川北ボランティアひろばの開催（生きがいづくり・自立促進事業）
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）
シニアダンスクラブとさし2021version事業
高齢者の生きがいづくり健康づくり事業（備品購入）
長岡西部ふれあいフェスティバル
機関紙発行
オレンジサロン石渕（認知症予防を兼ねた地域の高齢者のつどい）
ばあば食堂（地域食堂の運営）
ひきこもり者の自立促進事業
福祉輸送事業
慢性腎臓病患者の災害時に備える勉強会と交流会
高知県身体障害者スポーツブロック大会等
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
精神保健福祉の啓発と当事者主体の交流事業
コロナ禍における高知県での動作法の実施
未成年障害児・者向け 2022年4月・民法改正（成人年齢変更）による成年後見制度活用啓蒙事業
精神障碍者の家族と当事者が元気になる事業
障害者よさこい参加事業
障がいのある人などのQOLの向上を目指す事業
スポーツを核とした障害者と健常者の交流事業
地域福祉活動支援事業（特別支援学級の児童生徒の交流）
家族相互の親睦と子育ての情報交換
重度重複障がい児者の支援と地域交流の場づくり
障害児・者を対象としたボッチャ・フライングディスク普及啓発事業
ユニバーサルスポーツ交流を通じた地域コミュニティづくり）
新型コロナとWRAP（元気回復行動プラン）
吾川郡特別支援学級児童・生徒交流会
池川コミュニティ作り（住民同士の世代間交流の場づくり）
子どもたち（地域）の生活支援事業（みなみ食堂（こども食堂）事業）
安全・安心笑顔の輪（地域ぐるみでの児童見守り啓発交流事業）
高知オレンジリボンキャンペーン
第32回きらきらフェスティバル（特別支援学級の児童生徒の交流）
子育てサロン・あさひグループ（Mama★ありんこ組・ぴよぴよ・HAPPY・BeBeLand）
育児学級～タッチケアと遊び込み体験ひろば～
子育て家族の交流・子育てサークルの運営等
こども食堂（こだかさカフェ・水曜校時カフェ）（わっカフェ）
子ども食堂
里子の自立に向けた冊子づくり・配布
子ども食堂の運営
親子でふれ合うベビーヨガセラピー&足形アートづくり
障害福祉活動事業（障害のある子やきょうだい児、保護者を対象とした交流の場と居場所づくり）
じんじゃ食堂実行委員会（地域食堂）
津野山特別支援教育研究会　秋季交歓学習会
子ども食堂
子ども食堂
親子運動あそびを通じた子育て世帯の交流の場づくり
子育て支援・こども食堂
第668回南国土佐「よさこい祭り」参加
一宮村福祉のまちづくり総合プロジェクト
ひきこもりの当事者・親の自立促進事業
ひきこもり食堂事業（居場所づくり、ピアサポート事業等）
「福祉のまちづくりシンポジウム」ほか
引きこもり者の自立促進事業
「地域の庭」を作ろう会（花壇や畑、園芸教室等を通じた市民の交流の場づくり）
第48回高知酒害サマースクール
広報啓発事業
万引き・窃盗症等依存症の方の回復更生支援事業
引きこもり当事者の自立、就労支援事業
福祉移動サービス支援事業の継続
助け合い研修×『移動サロン』（ボランティア育成・養成等）
メンタルヘルスケアを必要とする親への研修及び心身のリフレッシュのためのヨガ教室の開催
シェルター運営事業（シェルター改装費）
路上生活者等の支援を通じた地域共生社会の理解促進と社会的自立支援
地域福祉活動支援事業（秋季大祭の活性化や継続・伝承、サロンの活性化等）
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9,720,000合計

＊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、コロナウイ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。
＊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うえ、助成します。
＊同一事業に対する助成は原則３年までとします。
  ただし、事業実施効果や取組みに工夫がみられる事業については５年を限度とします。


