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生きている以上、人には必ず死が訪れます。

病気や事件・事故、そして自殺など、

命を亡くす原因は様々です。

私たちは、セーフティネットを充実させていくとともに、

人々が最期まで自分らしく生きられるように、

また残された人たちも前を向いて生きられるように、

かけがえのない人生をより良く生きるための

サポートをしていきます。

セーフティネットを整える

ホスピスナースを育てる

被災地・被災者のサポート

みんなのいのち
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※2017年4月1日に決定した事業・団体の一覧です。
※団体の法人格の略称　
	（財）	 ：	財団法人
	（一財）	：	一般財団法人
	（公財）	：	公益財団法人
	（社）	 ：	社団法人

	（一社）	：	一般社団法人
	（公社）	：	公益社団法人
	（福）	 ：	社会福祉法人
	（特）	 ：	特定非営利活動法人
	（独法）	：	独立行政法人
	（学）	 ：	学校法人

みんなのいのち　事業計画一覧

聞こえる人々にとっての音声言語と同様に、手話はろう者の母語
であるという視点から、ろう者が活躍できる社会の実現に向けた
手話教育の支援をしています。また、手話通訳サービスの充実
を目指して、手話言語法制定への活動も続けています。

手話の普及を目指してP i c k - u p 	 2 017

団体種別
略称 団　体　名 団体

都道府県
団体

市区町村 事　業　名 助成金額
（単位：円）

（特） iCareほっかいどう 北海道 札幌市 医療的ケアのある子どもたちを支えるための
研修参加 560,000	

（福） ＨＯＰ 北海道 札幌市 医療的ケアに対応した感覚活動 3,960,000	

北海道緩和ケア認定看護師の会　
SKY	(Step	Kanwa	Ye l l ) 北海道 札幌市 緩和ケアに係るスキルアップ研修会の開催 600,000	

第41回日本死の臨床研究会
年次大会実行委員会 秋田県 秋田市 日本死の臨床研究会年次大会における

市民公開講座の開催 1,000,000	

（特） パンダハウスを育てる会 福島県 福島市
医療的ケアに対応した地域連携ハブ拠点の整備

135,140,000	医療的ケアに対応した地域連携ハブ拠点の
モデルづくり

（特） うりずん 栃木県 宇都宮市 医療的ケアに対応した地域連携ハブ拠点の
モデルづくり 2,520,000	

（特） 北関東医療相談会（ＡＭＩＧＯＳ） 群馬県 太田市 北関東在住の生活困窮者及び
無保険外国籍住民のための無料健康診断 2,000,000	

（福） フラット 千葉県 白井市 医療的ケアに対応した地域連携ハブ拠点の整備 122,030,000	

（公財） がん研究会 東京都 江東区 がん幹細胞を対象としたがん分子標的治療薬の
開発 40,000,000	

（福） 恩賜財団済生会 東京都 港区 検診機器の整備 25,840,000	

（公財） 笹川記念保健協力財団 東京都 港区

ホスピス緩和ケア等

425,110,000	ハンセン病対策支援

公衆衛生向上のための協力支援

（一財） ライフ・プランニング・センター 東京都 港区 ホスピス緩和ケアの研究と人材の育成等 37,900,000	
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団体種別
略称 団　体　名 団体

都道府県
団体
市区町村 事　業　名 助成金額

（単位：円）

（公財） 日本訪問看護財団 東京都 渋谷区

質の高い在宅看取りケア実践力向上のための
ELNEC-J

15,010,000	
訪問看護認定看護師アドバイザー派遣

訪問看護認定看護師フォローアップ研修

医療的ケア児の訪問看護及び地域生活支援の
実践力向上と普及のための研修2017

（一社） 日本訪問看護認定看護師協議会 東京都 渋谷区 訪問看護認定看護師による自主的活動の強化 4,710,000	

（特） ピープルデザイン研究所 東京都 渋谷区 障害者就労支援施設に係る最新福祉機器の
展覧会「超福祉展2017」の開催 3,000,000	

（一社） 生活困窮者自立支援
全国ネットワーク 東京都 新宿区 生活困窮者自立支援全国研究交流大会の開催 8,240,000	

（一社） 全国訪問看護事業協会 東京都 新宿区 訪問看護ステーション管理者養成研修及び
フォローアップ研修会の開催 1,840,000	

（特） 全国移動サービスネットワーク 東京都 世田谷区 「訪問型サービスD」等に関する調査研究および
創出支援 3,190,000	

（一社） 日本ＡＬＳ協会 東京都 千代田区 ALS(筋萎縮性側索硬化症）等の
コミュニケーション支援体制の構築 7,300,000	

（特） ファミリーハウス 東京都 千代田区 医療的ケアに対応した地域連携ハブ拠点の
モデルづくり 15,810,000	

（特） フローレンス 東京都 千代田区 医療的ケアに対応した保育園の整備 38,020,000	

（学） 昭和大学 東京都 品川区 昭和大学「いのちの講座」他の実施 2,380,000	

大学病院の緩和ケアを考える会
教育部会 東京都 品川区 医学生の緩和ケア教育のための授業実践大会の

開催 1,000,000	

（一社） 日本筋ジストロフィー協会 東京都 豊島区 筋ジストロフィー児・者の自立支援、在宅支援 1,960,000	

（福） キャマラード 神奈川県 横浜市 医療的ケアに対応した移動支援調査 2,970,000	

（特） くるみ 富山県 高岡市 医療的ケアに対応した地域連携ハブ拠点の整備 104,240,000	

（福） 庄川福祉会 富山県 砺波市 ケアポートの連携による高齢者ケアの推進
（スリーポートゆめ・ひと・つながり塾） 4,970,000	

（一社） Orange	K ids '	Care	Lab. 福井県 福井市 「今すぐ役立つ！在宅医療未来道場
(小児在宅医療編)」の実施 4,810,000	

（特） メディカルケア協会 山梨県 甲府市
誤嚥ゼロのまちづくり
「はっぴぃごくんプロジェクト」
インセンティブ開発及び推進人材の育成

4,720,000	

（福） みまき福祉会 長野県 東御市 ケアポートの連携による高齢者ケアの推進
（スリーポートゆめ・ひと・つながり塾） 10,280,000	

（特） ふわり 愛知県 半田市 医療依存度の高い子どもの地域ケア
推進プロジェクト 30,900,000	

小児交互性片麻痺　親の会
(AHCの会) 滋賀県 彦根市 小児交互性片麻痺(AHC)に関する

国際交流会の開催 780,000	

ともいき京都 京都府 京都市 地域コミュニティ型がん相談支援 1,000,000	

（特） ＮＰＯかんなびの丘 大阪府 堺市 財産管理事業モデルの構築 1,500,000	

（特） チャイルド・ケモ・ハウス 兵庫県 神戸市 医療的ケアに対応した地域連携ハブ拠点の
モデルづくり 20,100,000	

（特） ひなた 兵庫県 姫路市 地域ホスピス相談支援の実施 1,280,000	

（特） 脳脊髄液減少症患者・
家族支援協会 和歌山県 和歌山市 脳脊髄液減少症の診断画像データベースの

構築と医療難民救済 2,400,000	

鳥取大学医学部附属病院 鳥取県 米子市 小児在宅ケア対応の専門人材育成事業 30,000,000	

（福） よしだ福祉会 島根県 雲南市 ケアポートの連携による高齢者ケアの推進
（スリーポートゆめ・ひと・つながり塾） 2,130,000	
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団体種別
略称 団　体　名 団体

都道府県
団体

市区町村 事　業　名 助成金額
（単位：円）

（特） ラ・ファミリエ 愛媛県 松山市 医療的ケアに対応した地域連携ハブ拠点の
モデルづくり 8,830,000	

由布院アカデミア 福岡県 福岡市 緩和医療における心理職指導者養成プログラムの
開発・実践 1,000,000	

国立療養所菊池恵楓園
入所者自治会 熊本県 合志市 恵楓園入所者の手の彫刻の制作 320,000	

（一社） 全国ホームホスピス協会 宮崎県 宮崎市 ホームホスピスの普及推進 13,300,000	

（福） キャンバスの会 宮崎県 都城市 医療的ケアに関する多職種セミナーの実施 2,000,000	

Improve	S ick	Chi ldren 's
	Future 鹿児島県 鹿児島市 病気で入院している子どもが健康な子どもと同じ

体験をできるシステム作り 1,000,000	

団体数	 45
助成金額	 1,147,650,000	
事業件数	 53

みんなのいのち　事業計画一覧




