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平成 28年度事業報告 

Ⅰ 地域福祉活動に関する事業に対する助成事業 

当法人で定めた「公益財団法人佐賀県地域福祉振興基金事業助成金交付要綱」に基づき、佐賀

県社会福祉協議会及び非営利の法人又は任意団体が実施する次の地域福祉活動事業に対して助

成を行った。 

【各事業の内容】 

１．佐賀県社会福祉協議会が市町社会福祉協議会と連携して行う地域福祉活動事業に 

対する助成事業 

（趣旨） 

佐賀県社会福祉協議会が実施する福祉教育の推進、地域福祉の条件整備、保健福祉の増進、

ボランティア活動の育成及び支援など様々な地域福祉活動に関する事業に助成したことによ

り、佐賀県内における地域福祉の振興に寄与した。 

（事業の実績） 

平成 28年度は、「地域いきいき さが・ふれあい基金」助成事業として佐賀県社会福祉協議会

が実施した次の各種事業に対して、合計で13,850,000円の助成を行った。 

≪助成事業実績≫ 

(1) 地域福祉活動充実助成事業（助成額 9,068,000円）

  「社協・生活支援活動強化方針」を踏まえ、各種制度改正への対応と地域の福祉課題解決に

特化した市町社協の実践的取り組みを支援するための事業費を助成し、地域福祉活動の充実

強化を図った。 

≪助成総額：6,971,000円（6市町社協7事業）≫ 

№ 
市町 

社協名 

事業区分 
事業実施内容 

総事業費 

及び 

助成額（円）
事業名 

1 佐賀市 

在宅生活サポート 

推進事業 

福祉サービス利用援助事業の利用者を本事業に繋ぎ、後見

人等の受任を積極的に行った。また、職員向けの研修会の開

催、セミナー等への参加等により、後見人としての知識向上

を図った。 

【具体的内容】 

■時期 平成28年4月～平成29年3月 

■内容 ・受任ケース8件（後見5件、保佐3件） 

・平成28年度法人後見職員研修の開催/延べ33名参加 

・他団体等が開催する研修会等への参加/延べ4名参加 

【事業の効果】 

 受任件数や、一般市民、民生委員、相談支援機関等からの

後見に関する問い合わせ等も増加傾向であり、地域の低所得

者や身寄りのない方の権利擁護に繋がっている。 

【総事業費】

658,000 

【助成額】

200,000 

法人後見事業 
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№ 
市町 

社協名 

事業区分 
事業実施内容 

総事業費 

及び 

助成額（円）
事業名 

2 多久市 

在宅生活サポート 

推進事業 

コーディネーターを配置し、生活の中の困りごとを、会員相

互の助け合いで解決するための事業を行った。また、効果的な

事業展開を実現するために、事業説明会や事業開始記念講演会

を実施した。 

【具体的内容】 

■時期 平成28年4月～平成29年3月 

■内容 ・事業説明及び講演会の開催/参加者46名 

・登録した利用会員に、協力会員が、買い物やゴミ出

し等の支援を行った。利用実績5件。 

【事業の効果】 

 介護保険サービスや障害者サービス以外の新たな日常的な

家事支援サービスである社会資源の開発ができ、制度の狭間に

ある地域住民に対しても、家事支援等のサービスが提供できる

ような仕組みを地域の中で創設することができた。 

【総事業費】

2,230,000 

【助成額】 

2,000,000 

住民参加型 

有料在宅福祉 

サービス事業 

わかちあいの“和”

3 小城市 

地域包摂相談支援 

体制強化事業 

研修会の開催並びに先進地社協を視察することにより、住民

の相談等に的確に対応できるよう知識・技術の向上を図った。 

【具体的内容】 

■時期 平成29年1月～3月 

■内容 ・職員研修会/26名参加 

・先進地視察（2回）/延べ12名参加 

【事業の効果】 

地域福祉活動や今後の地域包括ケアシステムにおける地域

づくり・人づくりについての共通認識と意識の向上を図ること

ができた。 

【総事業費】

59,631 

【助成額】

52,000 

個別訪問の 

相談支援 

4 
神埼市

① 

在宅生活サポート 

推進事業 

認知症や障害により片付け等が難しく、家族の支援も受けら

れない世帯を対象に、市民のボランティア活動による支援を行

った。 

【具体的内容】 

■時期 平成28年4月～平成29年3月 

■内容 ・事業の広報、支援員の募集/登録12名 

・研修会の開催（支援員の心構え等）/参加者40名 

・支援の実施（換気扇の交換）/1回 

【事業の効果】 

事業の広報や研修会の開催を通して住民同士の支え愛につ

いての理解や関心を高め、住民相互支援の基礎を作ることがで

きた。 

【総事業費】

818,000 

【助成額】

736,000 

ちょこっと 

ボランティア事業 
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№ 
市町 

社協名 

事業区分 
事業実施内容 

総事業費 

及び 

助成額（円）
事業名 

5 
神埼市

②

在宅生活サポート 

推進事業 柔軟かつ的確な事業展開の基礎とするべく、地区ごとに抱え

る福祉課題を視覚化するために、データを収集した。 

【具体的内容】 

■時期 平成28年6月～平成29年3月 

■内容 区長、民生委員に訪問等で調査を行い、各地区で抱

える不安や福祉課題などについて収集した。その課題を項目

ごとに分類し、視覚化し、今後の事業展開の資料とした。 

【事業の効果】 

今後の社協事業の展開において、一方的な押し付けの事業

ではなく、資料を基に検討を行うことで、住民ニーズに的確

に応え得る事業を効果的に実施することを見込むことができ

るようになった。また、併せて社協自体の周知や福祉への関

心を高めることができた。 

【総事業費】

1,191,300 

【助成額】

1,083,000 

地区の福祉課題 

見える化事業 

6 有田町

地域包摂相談支援 

体制強化事業 
高齢者、児童、障害者等の分野で支援活動を行っている団体

や個人とのネットワークを構築するとともに、地域包摂相談支

援体制を強化するための研修会や困難事例についての検討協議

を実施した。 

【具体的内容】 

■時期 平成28年12月～平成29年 2月 

■内容 研修会・事例検討協議(2回)/延べ 54名参加 

【事業の効果】 

異職種、団体の関係者が一堂に会し、研修会や事例検討協

議を実施したことで、幅広い意見交換ができ、地域福祉ネッ

トワークの重要性を再認識する良い機会となった。 

【総事業費】

1,000,000 

【助成額】 

900,000 

包括的支援 

ネットワーク事業 
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№ 
市町 

社協名 

事業区分 
事業実施内容 

総事業費 

及び 

助成額（円）
事業名 

7 太良町 

地域包摂相談支援体

制強化事業 ①生活のお困り事相談所運営 

多種多様な要因により日常生活上の困りごとを抱える個人

や世帯を対象に、その生活のしづらさから課題を見つけ、 

自己決定による解決を支援した。また、その解決の過程にお

いて、近隣住民や関係機関の協力が得やすいよう調整を図っ

た。 

【具体的内容】 

■時期 平成28年4月～平成29年3月 

■内容 ・お困り事相談員の配置と積極的な訪問活動 

    ・関係機関や地域地縁組織等との連絡調整 等 

    ・相談受付実績/220件 

②困難事例の解決に向けての体制整備 

相談対応における解決困難なケースや、相談には至らない

が課題を抱える世帯等への支援のため、引きこもりの実態調

査や求められる新たなサービス開発に向けた検討を行った。 

【具体的内容】 

■時期 平成28年9月～平成29年3月 

■内容 ・引きこもり調査の実施 

    ・日常生活自立支援事業対象外の住民の支援検討 

    ・「緊急生活支援事業」の実施に向けての検討 

【事業（以上2事業）の効果】 

個人や世帯の困りごとを広く受け付けることで、多種多様な

課題が社協に集まるようになった。また、課題を把握したこと

により、地域住民に対し、具体的な協力を依頼できるようにな

り、その結果、地域福祉力の強化につながった。 

【総事業費】

2,300,000 

【助成額】 

2,000,000 

生活の 

お困り事相談所 
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（2）ボランティア活動・福祉教育推進事業 （助成額 300,000円） 

① 災害ボランティアセンター研修会 

    県内 20 市町社協及び県社協による「災害時相互応援協定」により、各市町社協間の連

携や災害時に即応できる体制づくりについて、市町社協職員・県社協職員を対象に研修会

を開催した。今回は平成 28 年 4 月に発生した熊本地震で最も甚大な被害を受けた益城町

の災害ボランティアセンターの職員を招き、センター運営における課題などを学んだ。 

   ■期 日 平成28年 11月 4日 

    ■場 所 グランデはがくれ（佐賀市） 

    ■参加者 市町社会福祉協議会職員 23名 

    ■内 容 報告Ⅰ 「熊本地震における災害ボランティアセンターの活動について」 

報告者: 佐賀県社会福祉協議会 まちづくり課職員 

         報告Ⅱ 「熊本地震における現地災害ボランティアセンター運営支援者報告」 

             報告者：白石町社会福祉協議会 原﨑 正博 氏 

                 小城市社会福祉協議会 北村 昌史 氏 

         講 義 「平成28年熊本地震における社協災害ボランティアセンターの 

取組みと支え合いセンターの取組みについて」 

             講 師：益城町社会福祉協議会 理事(事務局長)國元 秀利 氏 

                            事務局次長   緒方 誠  氏 

②その他 

  1）ボランティア情報充実強化事業 

ボランティアの輪を広げることを目的に、活動に対する助言や情報等を住民に提供す

るため CSO 活動情報のメールマガジン(毎月発行)へボランティア情報を提供し、広く県

民へ周知した。 

2）「24時間テレビチャリティー募金」活動支援事業 

各市町社協で実施する 24 時間テレビチャリティー募金活動に関し、情報や資材等の

提供、及び福祉車両の申請・推薦事務を行った。 

■募金活動実施会場  20 市町 113 ケ所 

■募金総額      5,009,812 円（佐賀県社協取りまとめ分） 

■福祉車両等の寄贈先 

車種名 車両受領団体等名 市町名 

リフト付きバス 社会福祉法人 鹿爽会 鹿島市 

スロープ付き自動車 社会福祉法人 健翔会 鳥栖市 

スロープ付き軽自動車 社会福祉法人 こもれび会 佐賀市 

福祉サポート車 社会福祉法人 小麦の家福祉会 伊万里市 

電動車いす 個人 神埼市 
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（3）地域福祉活動充実強化事業 （助成額 4,482,000円） 

①市町社会福祉協議会連携会議 

市町社会福祉協議会事務局長会議では、国の動向を踏まえた平成 29 年度県社協重点

事業の説明を行った。また、エリア別市町社会福祉協議会職員会議では各市町社協担当

職員から 課題等を聞き取り、県社協事業への協力、今後の協働事業の提案等を行った。 

1）市町社会福祉協議会事務局長会議 

■期日・会場 平成 29年 2 月 14 日 グランデはがくれ（佐賀市） 

■参加者   20 市町社協事務局長等 20 名 

2）エリア別市町社会福祉協議会職員会議  

「西部地区」 

■期日・会場 平成 29年 2 月 16日 武雄センチュリーホテル(武雄市) 

■参加者   10 市町社協職員 

「東部地区」 

■期日・会場 平成 29年 2 月 20 日 グランデはがくれ(佐賀市) 

■参加者   8 市町社協 

②市町社会福祉協議会運営体制強化支援 

  県内各市町の地域における福祉課題や社協活動の状況を把握するとともに、小地域活動

等の活性化に向けた市町社協との情報交換のため、各市町社協を巡回訪問し、地域の特性

に応じたまちづくりの推進と充実に努めた。 

また、社会福祉協議会の使命や役割、法人経営のあり方を再確認し、市町社会福祉協議

会の運営体制を強化するための役職員を対象とした研修会を行った。 

1）市町社会福祉協議会個別訪問懇談会 

市町社協名 実施日 市町社協名 実施日 

佐賀市 7月 26日 吉野ヶ里町 9月 1日 

唐津市 7月 20日 基山町 7月 15日 

鳥栖市 9月 16日 上峰町 9月 1日 

多久市 7月 29日 みやき町 7月 16日 

伊万里市 8月 3日 玄海町 8月 17日 

武雄市 9月 14日 有田町 7月 27日 

鹿島市 8月 26日 大町町 7月 28日 

小城市 8月 30日 江北町 8月 1日 

嬉野市 8月 5日 白石町 7月 28日 

神埼市 8月 22日 太良町 9月 2日 
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2）市町社協職員向け研修会・セミナーの開催 

ア）市町社会福祉協議会 新任職員研修会 

   ■期 日  平成28年 8月 24日～25日 

■会 場  佐賀県社会福祉会館(佐賀市) 

   ■参加者  市町社会福祉協議会職員 10名 

■内 容  ・講義Ⅰ「社会福祉協議会の理解」 

           講師：佐賀県社会福祉協議会まちづくり課職員 

         ・講義Ⅱ「社会人として求められるもの」 

           講師：アウエフキャリア 代表 田島 聡子 氏 

・講義Ⅲ「相談援助の理解・技術」 

        講師：アウエフキャリア 代表 田島 聡子 氏 

         ・講義Ⅳ「地域福祉活動の必要性と理解」 

           講師：九州大谷短期大学 福祉学科 教授 中村 秀一 氏 

・演習 「相談援助の理解」（グループワーク） 

イ）地域包括ケアシステム実践研修会 

   ■期 日  平成28年 12月 6日 

■会 場  千代田館(佐賀市) 

   ■参加者  市町社会福祉協議会職員、地域包括支援センター職員等 71名 

■内 容  ・講義「これからの地域支援と実践的地域包括ケアシステム 

～地参・地笑の暮らしづくりに向けて～」 

        講師：美作大学 生活科学部 社会福祉学科  

学科長(教授) 小坂田 稔 氏 

         ・実践報告Ⅰ「総社市の目指す地域包括ケアシステム構築」 

            報告者：総社市保健福祉部 長寿社会課 地域ケア推進係 

主任 野瀬 明子 氏 

・実践報告Ⅱ「暮らし続けたい！を実現する地域の福祉力 

           ～地域課題の解決に向けた地域福祉活動の展開～」 

         報告者：総社市社会福祉協議会 地域福祉係 

            主任生活支援コーディネーター 劒持 美典 氏 

ウ）エリア別市町社協 地域福祉担当者連絡会議 

各市町社協で取り組まれている地域福祉事業の相互理解と他市町社協職員との連携

を図るため、県内2地区で連絡会議を開催した。 

「西部地区」 

■期日・会場 平成 29年 1 月 11日   白石町交流館(白石町) 

■参加者   市町社会福祉協議会職員 13 名 

「東部地区」 

■期日・会場 平成 29年 1 月 12 日   グランデはがくれ(佐賀市) 

■参加者   市町社会福祉協議会職員 14 名 
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③市町社会福祉協議会における改正社会福祉法への対応支援 

  社会福祉法の改正に伴う法人体制整備等を行うにあたり、法改正に至った経緯や社会福

祉法人のあり方等を再確認し、市町社会福祉協議会の運営体制を強化するため、職員を対

象としたセミナー及び担当者向け実務研修会等を行った。 

また、県内各社会福祉法人を支援するための相談窓口を開設し、関連諸規程（例示）や

質疑応答集を作成、提示するとともに、事務手続きについての個別の相談にも積極的に対

応することにより、適切な事務手続きができるよう支援した。 

1）市町社会福祉協議会 社会福祉法人制度改革対応セミナー 

   ■期 日  平成28年 9月 21日 

■会 場  グランデはがくれ(佐賀市) 

   ■参加者  市町社会福祉協議会職員 47名 

■内 容  ・講演Ⅰ「社会福祉法人制度改革への取り組みと社協をめぐる諸課題 

           ～社会福祉法の一部改正と社協モデル定款(案)について～」 

            講師：全国社会福祉協議会 地域福祉部 副部長 藤咲 宏臣 氏 

         ・講演Ⅱ「社会福祉法人制度改革の施行に向けた留意事項について」 

              講師：佐賀県健康福祉部 福祉課 監査担当係長 野中 美香 氏 

2）市町社会福祉協議会 第 1回社会福祉法人制度改革エリア別勉強会 

「西部地区」 

■期日・会場 平成 28年 10 月 5日 伊万里市民センター(伊万里市) 

■参加者   市町社会福祉協議会職員等 9名 

「中部地区」 

■期日・会場 平成 28年 10 月 11 日 多久市社会福祉会館(多久市) 

■参加者   市町社会福祉協議会職員等 13 名 

「東部地区」 

■期日・会場 平成 28年 10 月 12 日 吉野ヶ里健康福祉センター(吉野ヶ里町) 

     ■参加者   市町社会福祉協議会職員等 9名 

「南部地区」 

■期日・会場 平成 28年 10 月 14 日 白石町交流館(白石町) 

     ■参加者   市町社会福祉協議会職員等 16 名 

3）市町社会福祉協議会 第 2回社会福祉法人制度改革勉強会 

■期日・会場 平成 28年 12 月 26 日 佐賀県社会福祉会館(佐賀市) 

■参加者   市町社会福祉協議会職員等 29 名 

   4）「社会福祉制度改革についての相談窓口」の設置と関連諸規程(例示)等の作成並びに 

提供 

     県内各社会福祉法人を支援するための相談窓口を設置し、下記の必要な関連諸規程 

(例示)等の作成及び提供、個別の相談支援等を積極的に実施した。 

     ・「佐賀県版社会福祉協議会定款（例示）」 ・「評議員選任・解任委員会規程（例示）」 

     ・「社会福祉法人制度改革の施行に関するQ&A」 
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④町社協実地監査立会（支援） 

   平成 28 年度に佐賀県福祉課が実施した町社会福祉協議会の実地監査に立会し、事業

の適正執行について確認及び支援を行った。 

№ 社協名 実施日 

1 玄海町社会福祉協議会 9月 27日 

2 吉野ヶ里町社会福祉協議会 10月19日 

3 有田町社会福祉協議会 11月29日 

4 大町町社会福祉協議会 12月 1日 

5 太良町社会福祉協議会 12月 8日 

⑤情報収集、研究 

県内外における会議・研修等での情報収集を行い、県内の地域福祉活動向上のため各市

町社協に収集・研究した情報等の提供を行った。 

   1） 九社連地域福祉委員会への出席 

〔第1回〕■期日・場所 平成28年 4月 14日／長崎市 

〔第2回〕■期日・場所 平成28年 9月 7日／宮崎市 

   2） 九州各県・指定都市社会福祉協議会 業務部課長会議への出席 

■期日・場所 平成28年 4月 15日／長崎市  

3） 第 2回 都道府県・指定都市社会福祉協議会 地域福祉推進部・課長会議への出席 

■期日・場所 平成28年 8月 24日／東京都 

   4） 九州ブロック地域福祉研究会議への参加 

      ■期日・場所 平成28年 9月 8日～9日／宮崎市 

   5） 法人後見九州セミナーへの参加 

      ■期日・場所 平成28年 12月 9日／長崎市 

   6） 都道府県・指定都市社会福祉協議会 社会福祉法人制度改革担当部課長会議への出席 

      ■期日・場所 平成28年 12月 12日／東京都 

   7） 社会福祉法人施設との連携・ネットワーク作りの先進地視察 

      ■期日・場所 平成28年 12月 21日～22日／香川県 

   8） 第 2回 佐賀県子ども・若者支援地域協議会研修会への参加 

      ■期日・場所 平成29年 1月 15日／佐賀市 

   9） 都道府県・指定都市社協災害ボランティアセンター担当者連絡会議への出席 

      ■期日・場所 平成29年 1月 20日／東京都 

10）都道府県・指定都市社協 生活困窮者自立支援事業担当者会議への出席 

      ■期日・場所 平成29年 2月 2日／東京都 

   11）第 2回社会福祉協議会活動全国会議への参加 

      ■期日・場所 平成29年 2月 21日／東京都 

   12）住民主体の地域包括ケア推進セミナーへの参加 

      ■期日・場所 平成29年 2月 22日／東京都 

   13）多機関の協働による包括的相談支援体制 全国推進セミナーへの参加 

      ■期日・場所 平成29年 3月 7日／東京都 
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⑥情報提供 

全国の社会福祉法人や地域福祉活動団体を対象として募集される助成金や物品寄贈等に

関する情報を各市町社協に対して文書送付やメール送信等により随時提供を行った。 

■合計47団体(54事業) 

案内月 募集団体名 

4月 独立行政法人 福祉医療機構、公益財団法人 太陽生命厚生財団 

5月 

社会福祉法人 丸紅基金、一般財団法人 日本おもちゃ図書館財団、 

一般財団法人 松翁会、社会福祉法人 清水基金、ファイザー株式会社、 

九州ろうきん、公益財団法人 大和証券福祉財団、社会福祉法人 読売光と愛の事業団、 

公益財団法人 損保ジャパン日本興亜福祉財団、公益財団法人 みずほ福祉助成財団、 

一般社団法人 生命保険協会、公益財団法人 伊藤忠記念財団 

6月 公益財団法人 日本財団 

7月 

公益社団法人 日本ユネスコ協会連盟、公益財団法人 日野自動車グリーンファンド、 

佐賀県立男女共同参画センター、公益財団法人 大和証券福祉財団、 

特定非営利活動法人モバイル・コミュニケーション・ファンド、公益財団法人 金子財団 

8月 

公益財団法人 都市緑化機構、社会福祉法人 読売光と愛の事業団、 

社会福祉法人 中央共同募金会、公益財団法人 パナソニック教育財団、 

公益財団法人 トヨタ財団 

9月 

日本たばこ産業株式会社、一般社団法人 生命保険協会、 

公益財団法人 損保ジャパン日本興亜福祉財団、日本郵便株式会社、 

社会福祉法人 朝日新聞厚生文化事業団 

10月 
独立行政法人 国立青少年教育振興機構、公益社団法人 日本フィランソロピー協会、 

全日本社会貢献団体機構 

11月 

一般財団法人 冠婚葬祭文化振興財団、独立行政法人 環境再生保全機構、 

特定非営利活動法人 コーポレートガバナンス協会、積水ハウス株式会社、 

公益財団法人 杉浦記念財団、一般財団法人 セブン-イレブン記念財団 

12月 
一般財団法人 九電みらい財団、公益財団法人 三菱財団、 

一般財団法人 ハウジングアンドコミュニティ財団 

1月 
公益財団法人 さわやか福祉財団、独立行政法人 福祉医療機構、 

公益財団法人 明治安田クオリティオブライフ文化財団、社会福祉法人 中央共同募金会 

2月 
公益財団法人 つなぐいのち基金、社会福祉法人 ＮＨＫ厚生文化事業団、 

特定非営利活動法人 モバイル・コミュニケーション・ファンド、全労災 

3月 
公益財団法人 みずほ教育福祉財団、公益財団法人 日本生命財団、 

公益財団法人 キリン福祉財団 
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２．非営利法人又は任意団体が実施する地域活動事業に対する助成事業 

（趣旨） 

非営利法人や任意の団体が実施する福祉教育の推進、地域福祉の条件整備、保健福祉の増進、 

 ボランティア活動の育成及び支援など様々な地域福祉活動に関する事業に助成することによ 

 り、佐賀県内における地域福祉の振興に寄与した。 

（事業の実績） 

  平成 28年度は、「地域いきいき さが・ふれあい基金」助成事業として、非営利の法人や 

任意の36団体の41事業に対して、次のとおり合計12,677,000円の助成を行った。 

その内容は次のとおりである。 

№ 団体名 事業名 事業内容 
助成額

(円) 

1 
子育てサークル 

あかね 

愛のある子育て 

～子育ち親育ち元気応援

事業～ 

乳幼児の親を対象とした講座（4 回）の

開催 
373,000

2 佐賀こども劇場 

佐賀子ども劇場45周年記

念「子どもの育ちを支える

地域の大人の係わりを考

える」 

親子の関係や、子どもたちの育ちを支え

る地域づくりのための講演会の開催 
310,000

3 
特定非営利活動法人 

poco a bocco

楽しく、楽な子育ち親育ち

応援事業 

乳幼児の父母を対象にした講演会及び

交流会の開催 
312,000

4 子個老癒し隊 児童福祉施設訪問 
児童養護施設の子ども達に家庭的な雰囲

気を楽しんでもらうための訪問活動 
196,000

5 鳥栖サイエンスクラブ 
科学イベント開催による

子育て支援事業 

子どもを対象とした科学の実験・観察を

直接体験できる科学イベントの開催 
360,000

6 
若楠校区青少年健全育

成協議会 

青少 年の健全 育成に

関する活動 
青少年の健全育成のための講演会の開催 130,000

7 
日本ボーイスカウト 

佐賀県連盟第5団育成会

ボーイスカウト体験会

トレジャーハンター 

日頃、野外活動の経験が少ない小学生を

対象とした体験会の開催 
84,000

8 
特定非営利活動法人 

子どもの本屋ピピン 

絵本作家 山本朱美さん

講演会～『ヤマネコ毛布』

ができるまで～ 

読書の楽しさ、読書習慣を養うための

講演会の開催 
146,000

9 
はみがきかんしゃ 

出発振興会 

子育てによるストレス

軽減、親子ふれあい事業 

楽しみながら歯磨きやストレッチ運動を

するための音楽イベントの開催 
448,000

10 
佐賀県母子生活支援

施設協議会 

第 51回九州ブロック母子

生活支援施設研究大会 

九州各県の母子生活支援施設従事者の

九州大会 
100,000

11 

特定非営利活動法人 

障害者自立生活支援 

センタードリームロード

佐賀の肢体不自由者、車椅

子ユーザー向けのネット

を使った情報提供事業 

車椅子利用者等の社会参加と外出を支援

するためのインターネットを利用した情

報提供 

570,000

12 

特定非営利活動法人 

障害者自立生活支援 

センタードリームロード

障がいスポーツ振興事業 

障がい者スポーツの普及と障がい者理解

の促進のための電動車椅子サッカー大会

の開催 

230,000
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№ 団体名 事業名 事業内容 
助成額

(円) 

13 

特定非営利活動法人 

障害者自立生活支援 

センタードリームロード

障がい者の社会参加促進

事業 

障がい者の食生活改善と外出のきっかけ

づくりのための料理教室とメイクアップ

教室の開催 

92,000

14 
○ ○ ( マ ル マ ル ) な

障がい者の会 

障がい者いきいきサロン

事業(かたらん会) 

障がい者の外出機会の確保と社会参加促

進のためのサロンの開催 
117,000

15 

特定非営利活動法人

しょうがい生活支援の

会すみか 

障がい当事者と家族の

余暇支援プログラム 

障がい当事者やその家族が集いリフレッ

シュできるとともに、当事者同士・家族同

士・ボランティア等との交流を図り、支え

合ったり悩み相談のネットワークづくり

のためのイベントの開催 

492,000

16 
特定非営利活動法人

愛えん 

ハンディと共に生きる

和太鼓交流会 
障害者理解のための交流音楽祭の開催 327,000

17 
一般財団法人 佐賀県

手をつなぐ育成会 

知的障がい者等の非常

災害対応訓練 
知的障がい者の災害対応の宿泊訓練 400,000

18 
一般財団法人 佐賀県

手をつなぐ育成会 
事業所社会体験交流事業 

就労継続支援を受けている各事業所利用

者の就労意欲の向上と、交流のための運

動会とボウリング大会 

243,000

19 

公益社団法人  

日本オストミー協会 

佐賀県支部 

県民への広報・県内オスト

メイトと家族への相談事

業 

オストメイト（人口肛門・人口膀胱造設

者）の相談会の開催 
200,000

20 
特定非営利活動法人

セルフ 

発達障がい者(児）支援の

為のボランティア入門講

座 

発達障がい者(児）の地域理解とボラン 

ティア養成のための講座の開催 
72,000

21 社会福祉法人 ゆずり葉 障害福祉サービス事業 障害者の権利擁護のための講演会の開催 170,000

22 
○○(マルマル)な障が

い者の会 

ノンステップバスの乗り

方ガイド製作事業 

車椅子利用者のためのノンステップバス

の乗り方ガイドの作製 
319,000

23 社会福祉法人 野菊の里 
あったか地域サポート

事業 

地域の高齢者サロンの支援とサポーター

養成講座の開催 
495,000

24 
佐賀市北川副校区 

社会福祉協議会 

高齢者のいきがい・居場所

づくり事業 
高齢者健康マージャン教室 58,000

25 
佐賀市北川副校区 

社会福祉協議会 

認知 症介護に 関する

講演会 

在宅での認知症介護に関する講演会の開

催 
67,000

26 
み ん な の 排 泄 ケ ア

ネット 
排泄ケアセミナー事業 

排泄ケア（介護）の知識と技術習得のため

のセミナーの開催 
484,000

27 
松浦町まちづくり運営

協議会 
高齢者とのふれあい事業 高齢者と保育園児の交流会の開催 24,000

28 
特定非営利活動法人

扇子 
脱介護推進事業 

高齢者の介護予防・生きがいづくりの

ためのサロンの開催 
625,000
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№ 団体名 事業名 事業内容 
助成額

(円) 

29 
特定非営利活動法人

NPO潮高満川 

シルバーエイジ「生きがい

を乗せた夢づくり」 

高齢者の生きがいづくりのための交流

事業 
623,000

30 

社会福祉法人 麗風会

在宅介護支援センター

桜の園 

地域交流推進事業 
地域の高齢者の居場所づくりを通じた

ニーズの掘り起こしと地域づくり 
228,000

31 

特定非営利活動法人

とす市民活動ネット

ワーク 

シニア世代の力を地域に

活かす～セカンド・ライフ

カレッジ～事業 

シニア世代の社会参加と生きがいづくり

のための連続講座の開催 
360,000

32 
たすけあい組織 

「すいれんの会」 

杵島・武雄北方町地域高齢

者の自立支援事業 

高齢者の居場所づくりと自立支援のため

のサロンの開催 
450,000

33 
公益社団法人 

佐賀県栄養士会 
訪問栄養ケア事業 

在宅療養のための訪問による栄養食事支

援及び支援者スキルアップ研修会の開催 
800,000

34 
特定非営利活動法人

スポーツフォアオール 

中高齢者の健康増進や

地域住民の交流を高める

健康教室 

中高齢者を対象にした健康教室の開催 800,000

35 

特定非営利活動法人

宅老よりあい 

ひまわりの会 

支えあいサービス事業 
介護保険の対象とならない生活ニーズに

対する住民参加型の在宅支援サービス 
205,000

36 
一般財団法人 佐賀県

母子寡婦福祉連合会 

ひとり親家庭等のための

就労支援講座 

ひとり親家庭等の就業・自立支援のため

のスキルアップ講座の開催 
400,000

37 
社会福祉法人 

大町町社会福祉協議会 
大町町タブレット教室 

高齢者へのタブレット型パソコン教室の

開催 
80,000

38 
日本のお手玉の会 佐賀

お手玉バルーン支部 
佐賀県お手玉遊びの集い お手玉を通した三世代交流 216,000

39 

特定非営利活動法人

被 害 者 支 援 ネ ッ ト

ワーク佐賀VOISS 

被害者支援についての広

報及び啓発活動に関する

事業 

犯罪被害者等の支援活動充実のための広

報啓発活動 
272,000

40 

特定非営利活動法人

ひとり親 ICT 就業支援

センター 

ひとり親の就労促進事業 
一般就労が難しい、ひとり親家庭の親に

対するＩＴ研修及び就業支援 
659,000

41 
傾聴ボランティア 

ほほえみ 

傾聴カフェの開催及び傾

聴ボランティア養成講座 

福 祉 へ の 関 心 を 高 め る た め の

傾聴ボランティア体験カフェの開催と

傾聴ボランティア養成講座の開催 

140,000
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Ⅱ 会務の運営 

１．役員会の開催 

(１) 理事会 

〔第1回〕 

期 日  平成 28年 5月 26日（木） 10時 00分～10時 37分 

場 所  佐賀県社会福祉会館(佐賀市) 

議 事  第 1号議案 平成27年度事業報告及び決算について 

第 2号議案 評議員会の招集について 

  報 告  代表理事の職務の執行状況について 

       業務執行理事の職務の執行状況について 

出席者  理事7名中5名出席 

監事2名中1名出席 

〔第2回〕 

期 日  平成 28年 6月 10日（金） 13時 30分～13時 41分 

場 所  佐賀県社会福祉会館(佐賀市) 

議 事  第 1号議案 代表理事及び業務執行理事の選任について 

出席者  理事7名中5名出席 

監事2名中1名出席 

〔第3回〕 

期 日  平成 29年 3月 24日（金） 15時 00分～15時 36分 

場 所  佐賀県社会福祉会館(佐賀市) 

議 事  第 1号議案 平成29年度事業計画（案）及び収支予算（案）について 

     第 2号議案 事務局長の承認について 

報 告  代表理事の職務の執行状況について 

     業務執行理事の職務の執行状況について 

     資金の運用管理について 

出席者  理事7名中5名出席 

監事2名中1名出席 

（２）評議員会 

〔第1回〕 

期 日  平成 28年 6月 10日（水） 10時 30分～11時 10分 

場 所  佐賀県社会福祉会館(佐賀市) 

議 事  第 1号議案 平成27年度事業報告及び決算について 

     第 2号議案 理事の選任について 

     第 3号議案 評議員の選任について 

出席者  評議員7名中4名出席 

監 事 2名中2名出席 
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(３) 監事監査 

期 日  平成 28年 5月 18日（水） 10時 00分～11時 30分 

場 所  佐賀県社会福祉会館(佐賀市) 

内 容  平成 27年度事業及び決算について 

出席者  監事2名中2名出席 

２．事業推進委員会の開催 

〔第1回〕 

期 日  平成 28年 8月 2日（火） 10時 30分～11時 30分 

場 所  佐賀県社会福祉会館(佐賀市) 

内 容  平成 28年度佐賀県地域福祉振興基金 追加助成事業に関すること 

     ・地域福祉活動団体助成審査 

出席者  委員9名中9名出席 

〔第2回〕 

期 日  平成 29年 3月 14日（火） 14時 00分～15時 00分 

場 所  佐賀県社会福祉会館(佐賀市) 

内 容  平成 29年度佐賀県地域福祉振興基金助成金交付審査 

     ・地域福祉活動団体助成審査 

     ・地域福祉活動佐賀県社会福祉協議会助成審査 

出席者  委員9名中6名出席 

３．その他の会議等の開催 

(１) 助成事業決定通知書交付式 

期 日  平成 28年 4月 13日（水） 10時 00分～12時 00分 

場 所  マリトピア(佐賀市) 

内 容  ①平成28年度助成事業決定通知書交付 

②記念講話 

演題「地域福祉の現状と課題 ～地域福祉の可能性と推進のしくみ～」 

講師：佐賀県地域福祉振興基金 事業推進委員会 委員長 

西九州大学 健康福祉学部 社会福祉学科 学科長 滝口 真 氏 

③助成団体活動報告 

・はみがきかんしゃ出発振興会 

・在宅介護支援センター 桜の園 

       ④助成金交付手続き等事務説明 

(２) 追加募集助成事業決定通知書交付式 

期 日  平成 28年 8月 26日（金） 15時 00分～16時 00分 

場 所  佐賀県社会福祉会館(佐賀市) 

内 容  ①平成28年度追加募集助成事業決定通知書交付 

     ②助成金交付手続き等事務説明


