
番号 所在地 名　　　　　称 使　　　　　途 金　 額

1 京都府

京都府立医科大学大学院医学研究科

学内講師
飯田　直子　（いいだ なおこ）

摂食障害患者の回復と社会支援－社会
機能のリハビリテーション介入の効果
実証－

3,000,000円

2 東京都

特定非営利活動法人マザーハウス

理事長
五十嵐　弘志　（いがらし ひろし）

身寄りのない出所者の受け皿としての
宿泊・生活支援事業ならびに当事者コ
ミュニティによる就労支援事業

4,500,000円

3 東京都

法政大学現代福祉学部

教授
岩田　美香　（いわた みか）

母子生活支援施設の機能と支援の再検
討－家族支援をめぐる新たな実践とそ
の社会的意義－

3,700,000円

4 東京都

公益社団法人日本てんかん協会

会長
梅本　里美　（うめもと さとみ）

全国実状調査と相談事業から見えてく
るてんかんのある人の社会生活のしづ
らさと新たな時代への提言

4,000,000円

5 京都府

立命館大学大学院社会学研究科

准教授
呉　世雄　（お せうん）

介護施設における業務効率を促す組織
文化の構築に向けた実証的・実践的研
究 －組織変革への抵抗を克服するため
の組織づくり

1,400,000円

6 東京都

特定非営利活動法人ジャパンマック

代表理事
岡田　昌之　（おかだ まさゆき）

ハイリスク触法依存症者の回復支援 5,000,000円

7 群馬県

きこいろ片耳難聴のコミュニティ

代表
岡野　由実　（おかの ゆみ）

片耳難聴児・保護者の支援事業におけ
るレクチャー動画活用

600,000円

8 京都府

京都大学医学部附属病院

助教
岡村　亮輔　（おかむら りょうすけ）

胃癌・食道癌術後患者の就労に関する
研究

2,300,000円

9 東京都

聖路加国際大学大学院看護学研究科

准教授
小野　若菜子　（おの わかなこ）

死別を支え合う地域を育むグリーフケ
アモデル事業：市民参加型グリーフカ
フェ（遺族会）の企画・運営・調査

1,500,000円

10 東京都

特定非営利活動法人フレンズスクエア

代表理事
小野寺　敦子　（おのでら あつこ）

海外にルーツを持つ発達障害児とその
保護者支援

3,000,000円

11 京都府

京都府立医科大学大学院医学研究科

准教授
笠井　高士　（かさい たかし）

成人ダウン症候群における認知症・ア
ルツハイマー病の発症を早期診断する
アルゴリズム開発

1,500,000円

12 大阪府

近畿大学理工学部

准教授
高畠　知行　（たかばたけ ともゆき）

高齢者・障害者の車避難を前提とした
津波避難施設の最適配置方法の考案

1,000,000円

13 東京都

社会福祉法人恩賜財団母子愛育会総合母
子保健センター愛育研究所
所長
竹田　省　（たけだ さとる）

ボンディング障害に対する偏見とその
低減策に関する研究

4,100,000円
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14 千葉県

社会福祉法人パーソナル・アシスタンス
とも
理事長
西田　良枝　（にしだ よしえ）

福祉の人材不足や医療的ケアの普及、
及び共生社会実現のための映画制作

4,500,000円

15 大阪府

大阪公立大学大学院工学研究科

講師
西野　雄一郎（にしの ゆういちろう）

モバイルな就労・居住と遊休ハウジン
グを賦活した農・林産経営と地域福利
のイノベーション

6,500,000円

16 島根県

特定非営利活動法人文化のタネ

代表理事
野島　智実　（のじま さとみ）

生きづらさを抱えた思春期の子どもの
ための居場所づくり事業

3,000,000円

17 大阪府

大阪公立大学大学院文学研究科

准教授
橋本　博文　（はしもと ひろふみ）

ヘルプマークの理解を変える－助け合
い行動を支える心理的基盤に関する理
論的・実証的検討－

2,750,000円

18 和歌山県

近畿大学生物理工学部

准教授
長谷川　由美　（はせがわ ゆみ）

オンラインでの手話の見やすさを考え
る－カラーユニバーサルデザインに基
づく手・服・背景の組み合わせ－

600,000円

19 東京都

一般社団法人ICTリハビリテーション研
究会
代表理事
林　園子　（はやし そのこ）

共創的福祉環境を構築する自助具3Dプ
ラットフォーム「Co－Cre－Hub（コク
リハブ）」の開発事業

4,000,000円

20 福岡県

九州大学大学院工学研究院

准教授
樋口　明彦　（ひぐち あきひこ）

木材の音響特性に着目したバリアフ
リー歩道の開発

5,000,000円

21 北海道

一般社団法人スポットウォーキングさっ
ぽろ
代表理事
平間　栄一　（ひらま えいいち）

バリアフリーグルメサイト、バリアフ
リートイレマップの全国展開

5,000,000円

22 東京都

認定特定非営利活動法人シャイン・オ
ン・キッズ
理事長　フォーサイス　キンバリ
　　　　（ふぉｰさいす きんばり）

WithコロナとAfterコロナを見据えた入
院中、自宅療養中の小児がんなど難病
児への心のケア及び学習支援オンライ
ンコンテンツの配信拠点事業

2,300,000円

23 東京都

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究
科
教授
松尾　浩一郎（まつお こういちろう）

カムカムキッズプロジェクト－子ども
食堂から始まる口の健康・食育プログ
ラム－

5,400,000円

24 東京都

特定非営利活動法人グッド・エイジン
    グ・エールズ

代表
松中　権　（まつなか ごん）

LGBTQ中高齢者の包括相談支援事業 3,000,000円

25 群馬県

前橋赤十字病院小児科

副部長
溝口　史剛　（みぞぐち ふみたけ）

多機関連携による虐待/特定妊婦共通ア
セスメントツール・統計システム開
発、および育児支援連携体制の確立

5,000,000円

26 東京都

特定非営利活動法人絵本カーニバル

理事長
目黒　實　（めぐろ みのる）

コロナ禍に対応した安全な病院内活動
による長期治療する子どもとその家族
支援

2,600,000円

27 福岡県

福岡歯科大学口腔歯学部

教授
森田　浩光　（もりた ひろみつ）

訪問看護との連携・協働による地域包
括ケアシステムにおける安心・安全な
歯科訪問診療教育システムの開発

2,000,000円
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28 東京都

特定非営利活動法人3keys

代表理事
森山　誉恵　（もりやま たかえ）

10代向け支援サービス検索・相談サイ
トMexのリニューアルとサイト認知度
UP・利用促進策の実施

5,000,000円

29 奈良県

社会福祉法人ぷろぼの

理事長
山内　民興　（やまうち たみおき）

福祉人材を育成するDXをベースにDB＋
ML＋上司コメントが加味させたシステ
ム構築

5,000,000円

30 東京都

特定非営利活動法人全国こども食堂支援
センター・むすびえ
理事長
湯浅　誠　（ゆあさ まこと）

こども食堂を支援する地域ネットワー
ク団体のモデル開発

2,750,000円

100,000,000円合　　　　　　　　計　　　　　　　　　　30　 件
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