
団体・グループ名 所在地 活動名称 活動の概要
助成金額
（円）

1 旭川市東鷹栖九区町内会　「希望の会」
北海道
旭川市

「希望の会」　いきいき支え合い事業

交流サロンや除雪サービス等の支え合い事
業を通じて、地域ぐるみで見守り、高齢者の
孤立化を防ぐとともに、いつまでも住み慣れた
地域で安心して暮らせるようにする。

100,000

2 特定非営利活動法人びえいくらしの助けあい
北海道

上川郡美瑛町
介護予防と世代間交流を目的にした交流サロ
ン活動

介護予防教室や世代間交流を通じ、健康増
進、閉じこもり防止・生きがいづくりにつなげて
いく。

150,000

3 むつ市生活介護サポーター連絡協議会
青森県
むつ市

高齢者が要介護状態になるのを阻止するた
めの運動を、広く普及させる事業。

介護予防運動講習会を開催し、健康増進を図
る。また、講習会の休憩時間にはサロン活動
を行い、困り事や悩み事の聞き取りも行う。

100,000

4 仙台ＹＷＣＡ「みんなでいきいきサロン」
宮城県
仙台市

みんなでいきいきサロン
こころの健康講座や食事に関する講座、趣味
サークル活動による交流を行い、参加者の生
きがいづくりを応援する。

150,000

5 御所野連合町内会
秋田県
秋田市

歩ける人なら誰でも参加可能　スロージョギン
グ体験教室

市内全域の高齢者を対象に、スローウォーキ
ング教室を開催することで毎日の運動を習慣
づけ、生活習慣病の予防や改善を図る。

100,000

6 秋田市秋田東地区社会福祉協議会
秋田県
秋田市

ふれあいの居場所づくり

地域住民が主体のサロン活動を通じ、悩み相
談や情報交換の場を提供するとともに、高齢
者の見守り・支え合い・孤立防止の場とする。
また、そこから見えてくる課題について、町内
会等と協力しながら解決していく。

100,000

7 堀端読書倶楽部
山形県
天童市

高齢者向けの新聞・堀端読書倶楽部の発行・
配布並びに高齢者や子ども達への本の読み
聞かせ活動

高齢者大学の受講者へ向けて、会報配布と
大型絵本の読み聞かせを行う。読書を通じて
話題を提供し、会話が増えることで認知症等
の防止を図る。また、保育園や小学校等での
読み聞かせにより世代間交流を図る。

63,000

8 水戸下市かえるタウン交流の会
茨城県
水戸市

ふれあいサロンの運営
シルバー体操や健康相談コーナー、映画鑑
賞等様々なプログラムを実施するサロンを運
営する。

150,000

9 ハッピーいきいきクラブ
栃木県
矢板市

交流活動

健康体操やグラウンドゴルフ、高齢者が関心
のある内容の各種講座等による交流活動を
通じ、高齢者の健康増進・地域コミュニケー
ションの促進を図る。

142,000

10 いこいこクラブ
埼玉県
入間市

交流活動

健康体操や認知症予防等のレクリエーション
を行うことで、介護予防・閉じこもり防止を図る
とともに、地域の高齢者ネットワークを構築す
る。

100,000

11 ハートケアメイク
埼玉県

さいたま市
心も体も「健康メイク」で生きがいづくり

認知症や病気予防として介護施設等で高齢
者等にメイクを施し、心身のアンチエイジング
を図るとともに、コミュニケーション活発化によ
る地域・社会との繋がりを保つ。

110,000

12 特定非営利活動法人ユーアイネット柏原
埼玉県
狭山市

高齢者の心身能力向上活動

健康体操やウォーキング等を通じ、高齢者・リ
ハビリ中の方の健康増進と交流を図るととも
に、防犯・防災対策にも役立つ地域ネットワー
クの広がりに寄与する。

150,000

13 常盤平団地地区社会福祉協議会
千葉県
松戸市

認知症カフェの設立

高齢化が進む団地内で認知症に関する相談
所や講座の開設、認知症カフェの運営を行う
ことで、地域での支え合いの関係を構築す
る。

60,000

14 特定非営利活動法人楽膳倶楽部
東京都
練馬区

外出困難な在宅高齢者に対する配食事業と
困りごとの支援

食事づくりが困難になり、栄養が偏りがちな在
宅高齢者に毎日栄養バランスが取れた食事
を届けることで、健康状態の維持や見守りに
つなげる。

150,000

15 荒川アグリガルテンの会
東京都
荒川区

野菜栽培を活用した高齢者の生きがいづくり
を支援する活動

野菜栽培を通じた相互交流・居場所提供によ
り、仲間づくりや生きがいづくりに繋げていく。
また小中学生とも活動を行うことで、世代間交
流を図る。

150,000
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助成金額
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16 ラビアンローズ
東京都
杉並区

シニアのための健康エアロビクス　インストラ
クター養成講座

健康増進・介護予防を目的として健康エアロ
ビクス活動を行うとともに、インストラクターを
養成することでさらなる活動の拡充を図る。

150,000

17 小金井操体法研究会
東京都

小金井市
身体向上活動

ウェルネス操体法・ウォーキングを実施し、健
康増進・介護予防に繋げ、健康で活動的な長
寿を目指す。

142,000

18 ＮＰＯ法人一期一会CoCoいきましょ会
神奈川県
伊勢原市

生活支援サービス
買物・外出支援、草取り等日常生活での困り
ごとを解消し、生活支援や安心して暮らせる
街づくり、高齢者の孤立防止を図る。

149,000

19 サロン梅の湯運営協議会
富山県
富山市

高齢者の交流・健康・生きがいづくり活動
手芸や習字、健康体操のサークル活動等を
通じ、高齢者の生きがいづくりに繋げ、居場所
の提供や閉じこもり防止、健康増進を図る。

150,000

20 山田地域移送ボランティア協議会
富山県
富山市

自立支援活動の一環として閉じこもり防止対
策に取り組むとともに虚弱化予防のための健
康づくりの支援を行う。

過疎・高齢化地域における交通手段を持たな
い高齢者に対し、リハビリ教室への送迎・買
物支援等を行い、健康づくりや日常生活を地
域でサポートする。

150,000

21 特定非営利活動法人クラブぽっと
石川県
金沢市

元気に働く高齢者健康づくりプロジェクト
就業している高齢者が参加しやすい時間帯・
曜日に運動・脳トレ教室を開催し、健康増進と
コミュニティ形成を支援する。

100,000

22 特定非営利活動法人おでかけクラブ
静岡県

駿東郡小山町

“おしゃれして　でかけましょ　かろやかに　げ
んきよく”　利用者１人１人の思いや要望を共
有し、応えられるクラブ

健康チェックや体操・脳トレ・レクリエーション
等を行うサロン活動を通じて、高齢者が元気
に生活できる環境づくりを目指す。

100,000

23 石尾台おとなの学校
愛知県

春日井市
石尾台おとなの学校

毎月１回体操や音楽療法、地域の方による講
義等を学校カリキュラム様式で行い、高齢者
の健康維持・ＱＯＬ向上に貢献する。

113,000

24 ちいき家族　わの家
愛知県

名古屋市
地域高齢者の介護予防活動と支援者育成の
取組み

介護予防体操・講義や、その支援者育成の講
義を行うことで高齢者理解と支援のあり方を
学び、高齢者・その家族・地域・支援者が一体
となって「その人らしい生活」を支える。

100,000

25 NPO法人近江八幡市中間支援センター
滋賀県

近江八幡市
高齢者の健康ポールウォーキング教室

ポールウォーキングの講義・実践・指導を通
じ、健康増進や仲間づくりを図り、元気な高齢
者が増える事を目指す。

148,000

26 劇団くり～ん
大阪府

東大阪市
演劇

「健康」をテーマにした演劇を通じて、高齢者
とその家族等に対し健康啓発を行うとともに、
演者である高齢者の生きがいづくりにも寄与
する。

150,000

27 特定非営利活動法人ふれあいネットひらかた
大阪府
枚方市

シニア健康体操教室

転倒予防、体力・筋力維持を目的とした健康
体操教室を開催することで、健康寿命の延伸
を図る。また、高齢者同士の仲間意識が生ま
れることで、互いの心のケアに繋げていく。

146,000

28 東灘こどもカフェ
兵庫県
神戸市

なんでもお手伝い事業

生活支援を通じ、高齢者が在宅生活を続けら
れるよう支援するとともに、地域の助け合い活
動を推進する。また担い手の健康寿命の延伸
も図る。

150,000

29 萩の台住宅地ふれあいサロン
奈良県
生駒市

トレーニングバンドを使って健康寿命をのばそう
トレーニングバンドを使った運動を実施し、高
齢者の健康増進や参加者同士の交流につな
げる。

76,000

30 富雄地区社会福祉協議会
奈良県
奈良市

交流活動
居場所づくりと見守りを目的として、小地区サ
ロン活動を行い、高齢者同士の交流を図る。

100,000

31 矢倉脇げんき会
和歌山県
橋本市

げんきか～い（げんきらり～教室）

踏み台を使った「わかやまシニアエクササイ
ズ」を実践し、日常生活に運動を取り入れるこ
とで、介護予防や筋力・体力維持を図る。ま
た、運動を通じて参加者同士の交流の場、生
きがいづくりの場を提供する。

150,000

32 寿会新十神クラブ
島根県
安来市

シルバー・ニュースポーツを通じた健康と体力
づくり

屋内でできるニュースポーツを通じて、健康づ
くりと生きがいづくりを図ると同時に、見守り・
声掛けなどを実施することで支え合い・助け
合いの地域づくりにつなげる。

79,000
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33 笠岡市社会福祉協議会大井支部
岡山県
笠岡市

大井地区ふれあい　いきいきサロン
体操や歌唱等を取り入れたサロン活動を実施
し、参加者とボランティアが一緒に交流の場づ
くりを行うことで、介護予防の推進を図る。

100,000

34 今村くらしの相談室
山口県
宇部市

みんなが集える　『サロンもも』　活動

歌や簡単ストレッチ、ものづくり教室等の交流
サロンを開催し、高齢者の生きがいづくりを図
るとともに、介護保険や認知症対策等の学習
会も開催し、支援者の育成も行う。

80,000

35 コミュニティカフェときわ
香川県

観音寺市
コミュニティカフェ　ときわ

コミュニティカフェの運営を通じ、世代間交流
や健康管理、認知症について専門職（保健
師）と相談する場を提供し、地域の絆を深め
る。

100,000

36 特定非営利活動法人緑のキャラバン隊
福岡県
福岡市

『みんなが楽しく、遊ぶ、学ぶ、福祉型公園』を
目指したパークサポートガイド育成事業

「パークサポートガイド」による公園の案内に
よって花や緑・自然と触れ合いながら、高齢者
や地域住民のコミュニティーを創出し、癒し・
憩い・生きがいづくりへと発展させる。

150,000

37 ボランティア北川副
佐賀県
佐賀市

カフェ

地域の高齢者同士が声を掛け合いながら孤
独感を解消することのできる場所としてカフェ
を運営し、地域で高齢者を見守ると同時に、
支援者にとっての生きがいづくりにも貢献す
る。

80,000

38 ＮＰＯ法人わいわい夢クラブ
大分県
大分市

元気シニア応援教室

日常生活に必要な筋力・体力の維持、交流を
通した居場所づくりを目的に体操等を行い、
心身ともに健康になることで、健康寿命の延
伸を図る。

100,000

39 花いろ健康クラブ
大分県

豊後高田市
高齢者のロコモティブシンドローム解消支援

ロコモティブシンドローム解消等を目的に健康
教室を開催し、参加者の運動の習慣化を図る
ことで健康寿命の延伸につなげる。

150,000

40 暮らしのサポートセンター・直入「ゆのはな」
大分県
竹田市

高齢者が住み慣れた地域でいつまでも安心し
て暮らし続けるための体制作り

引きこもりがちな高齢者が外に出るための
きっかけづくりとして交流サロンを開催し、認
知症・介護予防につなげ、住み慣れた土地で
元気に過ごせる地域づくりに貢献する。また、
活動の担い手にとっての生きがいづくりの場
を提供する。

100,000

41 金城老人憩の家利用者連絡会
沖縄県
那覇市

金城老人憩の家利用者連絡会
補助具を使った身体向上活動（体操・筋トレ）
を行い、高齢者の介護予防・健康維持と参加
者同士の交流促進を図る。

142,000

42 松尾二丁目自治会
沖縄県
那覇市

地域見守り隊　「孤食を防ぐゆんたく食堂」
外出や交流の機会を設けるため食事会を開
催し、閉じこもり防止・居場所づくりを進め、
日々の生活に楽しみを感じてもらう。

70,000
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