
課題
番号 個別課題名 採択団体 事業名

（生活保護制度関係）

1
保護施設の支援機能の実態把握
と課題分析に関する調査研究事業

社会福祉法人 全国社会福祉協議会
保護施設の支援機能の実態把握と課題分析に関す
る調査研究事業

2
主観的最低生活費の試算に関す
る調査研究事業

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株
式会社

主観的最低生活費の試算に関する調査研究事業

3
MIS手法による最低生活費の試算
に関する調査研究事業

公立大学法人 首都大学東京
MIS手法による最低生活費の試算に関する調査研
究事業

4
福祉事務所における生活保護業務
の実施体制に関する調査研究事
業

一般社団法人 日本ソーシャルワーク教
育学校連盟

福祉事務所における生活保護業務の実施体制に関
する調査研究事業

6
被保護者に対する就労支援時のア
セスメントにに関する調査研究事
業

一般社団法人 協同総合研究所
被保護者に対する就労支援時のアセスメントに関す
る調査研究事業

7
無料低額宿泊所等を利用する被保
護者等の利用者の状態像を明らか
にするための調査研究

学校法人 梅村学園(中京大学）
無料低額宿泊所等において日常生活上の支援を受
ける必要がある利用者の支援ニーズ評価の実装に
関する調査研究事業

8

日常生活支援居住施設において提
供される日常生活上の支援の内容
及び支援を行う人材育成のあり方
に関する調査研究

一般社団法人 居住支援全国ネットワー
ク

日常生活支援住居施設において提供される日常生
活上の支援の内容及び支援を行う人材育成のあり
方に関する調査研究

9
医療扶助の実施方式のあり方に関
する実態調査及び研究事業

株式会社 政策基礎研究所
医療扶助の実施方式に関する実態調査及びあり方
に関する研究事業

10
被保護者の健康管理に資する受
診行動の適正化に関する調査研
究事業

一般社団法人 日本老年学的評価研究
機構

生活保護受給者の受診行動に関連する要因への効
果的な支援に関する調査研究

11
被保護者健康管理支援事業の実
施に資する調査及び分析に関する
調査研究事業

みずほ情報総研株式会社
被保護者健康管理支援事業の実施に資する調査及
び分析に関する調査研究事業

12
保護の実施機関における組織的運
営管理のあり方に関する調査研究
事業

一般財団法人 日本総合研究所
保護の実施機関における組織的運営管理のあり方
に関する調査研究事業

令和元年度社会福祉推進事業　採択団体一覧



課題
番号 個別課題名 採択団体 事業名

（生活困窮者自立支援制度関係）

14
生活困窮者自立支援制度における
就労支援の効果的な実施に向けた
調査研究事業

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株
式会社

生活困窮者自立支援制度における就労支援の効果
的な実施に向けた調査研究事業

15
就労準備支援事業利用者に対す
る支援の評価指標作成・普及に向
けた調査研究事業

一般社団法人 京都自立就労サポートセ
ンター

就労準備支援事業利用者に対する支援の評価指標
作成・普及に向けた調査研究事業

16
居住支援の在り方に関する調査
研究事業

特定非営利活動法人 抱樸 居住支援の在り方に関する 調査研究事業

17
不安定な住居状態にある生活困窮
者の把握手法に関する調査研究
事業

特定非営利活動法人 ホームレス支援
全国ネットワーク

不安定な居住状態にある生活困窮者の把握手法に
関する調査研究事業

18

子どもの学習・生活支援事業にお
ける生活習慣・環境改善に関する
支援の先進事例に関する調査研
究事業

株式会社 日本能率協会総合研究所
子どもの学習・生活支援事業における生活習慣・環
境改善に関する支援の先進事例に関する調査研究
事業

19
生活困窮者自立支援制度における
県域研修実施の普及・促進に向け
た調査研究事業

みずほ情報総研株式会社
生活困窮者自立支援制度における県域研修実施の
普及・促進に向けた調査研究事業

20
就労準備支援事業及び家計改善
支援事業にかかる支援実績の促
進を図るための調査研究事業

一般社団法人 北海道総合研究調査会
就労準備支援事業及び家計改善支援事業にかかる
支援実績の促進を図るための調査研究事業

21
自立相談支援事業等における金銭
管理が必要な者の対応のあり方に
関する調査研究事業

みずほ情報総研株式会社
自立相談支援事業等における金銭管理が必要な者
の対応のあり方に関する調査研究事業

（地域福祉関係）

22

地域共生社会の実現に向けた包
括的支援体制構築に必要な人材
育成手法の開発に関する調査研
究事業

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株
式会社

地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築
に必要な人材育成手法の開発に関する調査研究事
業

23
地域共生社会の実現に向けた政
策のあり方及び事業展開に関する
国際比較調査研究事業

一般社団法人 人とまちづくり研究所
地域共生社会の実現に向けた政策のあり方及び事
業展開に関する国際比較調査研究事業

24
地域共生社会の実現に向けた成
果指標に関する調査研究事業

一般社団法人 日本老年学的評価研究
機構

地域共生社会の実現に向けた成果指標に関する調
査研究事業

25
地域におけるひきこもり支援のあり
方に関する調査研究事業

特定非営利活動法人 KHJ全国ひきこも
り家族会連合会

地域共生を目指すひきこもりの居場所づくりの調査
研究事業

26

被後見人等が本人らしい生活を送
れるよう、チームによる意思決定支
援の下での本人のための財産管
理・身上保護の取組を全国的に進
めるための研修の在り方等を研究
する事業

みずほ情報総研株式会社

被後見人等が本人らしい生活を送れるよう、チーム
における意思決定支援の下での本人のための財産
管理・身上保護の取組を全国的に進めるための研
修の在り方等を検討する事業



課題
番号 個別課題名 採択団体 事業名

（福祉・介護人材関係）

27
元気高齢者に対する効果的なアプ
ローチのための研修に関する調査
研究事業

PwCコンサルティング合同会社
元気高齢者に対する効果的なアプローチのため
の研修に関する調査研究事業

28

福祉分野への参画を希望する元気
高齢者と地域の事業所との効果的
なマッチング方策に関する調査研
究事業

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社

福祉分野への参画を希望する元気高齢者と地域の
事業者との効果的なマッチング方策に関する調査研
究事業

29
現任社会福祉士に対する実践力
向上のための育成等に関する調査
研究事業

公益社団法人 日本社会福祉士会
現任社会福祉士に対する実践力向上のための育成
等に関する調査研究事業

30
社会福祉士養成課程の見直しを踏
まえた教育内容及び教育体制等に
関する調査研究事業

一般社団法人 日本ソーシャルワーク教
育学校連盟

社会福祉士養成課程の見直しを踏まえた教育内容
及び教育体制等に関する調査研究事業

31
介護福祉士養成における効果的な
介護実習のあり方に関する調査研
究事業

公益社団法人 日本介護福祉士会
介護福祉士養成における効果的な介護実習のあり
方に関する調査研究事業

32
介護福祉士の資格取得後のキャリ
アアップ及び専門性の高度化に向
けた調査研究事業

一般社団法人 認定介護福祉士認証・認
定機構

介護福祉士の資格取得後のキャリアアップ及び専門
性の高度化に向けた調査研究事業

33
介護過程展開の実践力向上のた
めの調査研究事業

公益社団法人 日本介護福祉士養成施
設協会

介護過程展開の実践力向上のための調査研究事
業

34
介護職種における技能実習指導員
から技能実習生への適切な技能移
転のあり方に関する調査研究事業

一般社団法人 シルバーサービス振興
会

介護職種における技能実習指導員から技能実習生
への適切な技能移転のあり方に関する調査研究事
業



課題
番号 個別課題名 採択団体 事業名

（社会福祉施設・社会福祉法人関係）

35
小規模社会福祉法人を中心とした
財務会計に関する事務処理体制
支援等に関する調査研究事業

みずほ情報総研株式会社
小規模社会福祉法人を中心とした財務会計に関す
る事務処理体制支援等に関する調査研究事業

36
社会福祉法人の事業拡大等に関
する調査研究事業

みずほ情報総研株式会社 社会福祉法人の事業拡大等に関する調査研究事業

37
社会福祉施設等におけるBCPの有
用性に関する調査研究事業

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
社会福祉施設等におけるＢＣＰの有用性に関する調
査研究事業

38
災害福祉派遣チームの育成に関す
る調査研究事業

株式会社 富士通総研 災害派遣福祉チームの育成に関する調査研究事業

（矯正施設退所者支援）

39
矯正施設を退所した障害者・高齢
者等の支援に係る人材育成に関す
る調査研究事業

一般社団法人 全国地域生活定着支援
センター協議会

地域生活定着支援センターにおける質の高い実践
を担う人材を全国的に育成するための、研修カリ
キュラム及び効果的な業務サポートツール等の検
討・開発に係る研究事業

40
矯正施設を退所した女性の知的障
害者等の地域生活の支援に関す
る調査研究事業

独立行政法人 国立重度知的障害者総
合施設のぞみの園

矯正施設を退所した女性の知的障害者等の地域生
活の支援に関する調査研究事業

（その他）

41
その他個別課題に関連すると認め
られる先駆的・試行的調査研究事
業

社会福祉法人 全国社会福祉協議会
生活福祉資金ユーザー（借受人）による事業評価に
関する調査研究事業

特定非営利活動法人 つながる鹿児島
「身寄り」のない生活困窮者及び若者に対する支援
事例に関する調査研究事業

特定非営利活動法人 全国コミュニティ
ライフサポートセンター

地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築
に必要な緊急一時支援に関する調査研究事業

（※）課題５及び課題１３は該当なし


