
Ⅰ

１団体 ３事業 17,350,000 円

Ⅱ

（内訳）

●児童の福祉に関する事業 10団体 10事業 2,459,000 円

●障がい児者の福祉に関する事業 8団体 13事業 3,492,000 円

●高齢者の福祉に関する事業 12団体 13事業 5,074,000 円

●地域福祉全般に関する事業 7団体 7事業 1,972,000 円

計 37団体 43事業 12,997,000 円

平成２８年度助成事業
決定一覧

（平成２８年８月）

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分

非営利法人又は、任意団体が実施する地域福祉活動に対する助成分

公益財団法人　佐賀県地域福祉振興基金



Ⅰ

①地域福祉活動充実助成事業
　介護保険法や子ども子育て支援法の改正、生活困
窮者自立支援法の施行や社会福祉法人制度改革な
ど、社会福祉の様々な制度や補助金の体系が大きく
変わり、中・長期的な地域福祉推進施策の再編とと
らえた、総合的・横断的な地域福祉の展開を図るた
め、今日的な地域福祉の動向を的確に捉え、各種制
度改正に対応し、それぞれの地域特性に応じた柔軟
な地域福祉活動の充実強化を図るため、①在宅生活
サポート推進事業　②地域包括ケアシステム推進事
業　　③地域包摂相談支援体制強化事業に取り組む
市町社協に対して事業費を助成し、地域福祉活動の
活性化と充実を図る。

②ボランティア活動・福祉教育推進事業
　本格的な超高齢社会に突入し、各種制度の中でも
ボランティアや市民活動が重要な地域資源として位
置づけられている。加えて、東日本大震災という未
曾有の災害を経験したことで、県民の意識の中でも
ボランティアや市民活動の必要性が認識されてお
り、社会的孤立や生活困窮など喫緊の課題の解決に
あたっても、ボランティア・市民活動の力なくして
は取り組めないことが明らかになってきている。こ
れらの様々な地域課題に対し、ボランティア・市民
活動が期待される役割を果たして行くため、「福祉
教育」「災害ボランティア」「企業の社会貢献」を
含めた、時代に対応したボランティア活動の推進に
向けた取り組みの強化を図る。

③地域福祉活動充実強化事業
　地域福祉の更なる推進を図るため各市町社会福祉
協議会の事業運営を支援するとともに、市町社会福
祉協議会事務局長会議や地域福祉活動計画の実践研
修を通し、県民福祉サービスの向上を図る。

合　　計 17,350,000

17,350,000

助成決定額
(円)

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分

事業名 事業内容

事業名
[福祉“で”まちづく
り活動強化事業]

事業項目
①地域福祉活動充実助
成事業
②ボランティア活動・
福祉教育推進事業
③地域福祉活動充実強
化事業

1 佐賀市
社会福祉法人
佐賀県社会福祉協議会

№ 団体名市町名



Ⅱ

【児童の福祉に関する事業】

1 佐賀市 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 佐賀市 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 佐賀市
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 佐賀市 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 みやき町 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 佐賀市
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 佐賀市
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 佐賀市
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 佐賀市
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 佐賀市
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

小　計 2,459,000

【障がい児者の福祉に関する事業】

1 佐賀市

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

2 佐賀市
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

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

3 佐賀市
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

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

4 佐賀市
○○(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

5 鳥栖市
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

事業名 事業内容
助成決定額

(円)

非営利法人又は、任意団体が実施する地域福祉活動に対する助成事業

№ 団体名市町名

助成決定額
(円)

事業名 事業内容№ 団体名市町名



助成決定額
(円)

事業名 事業内容№ 団体名市町名

6 上峰町
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

7 佐賀市
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

8 佐賀市
一般財団法人
佐賀県手をつなぐ育成
会

手をつなぐ育成会講演
会事業

知的障がい者の育ちを支援するための講演会の開催 260,000

9 佐賀市
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

10 佐賀市
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

11
(追)

佐賀市
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

12
(追)

武雄市
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

13
(追)

佐賀市
○○(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

小　計 3,492,000

【高齢者の福祉に関する事業】

1 上峰町
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

2 佐賀市
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

3 佐賀市
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

4 佐賀市
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

5 伊万里市
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

6 江北町
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

7 大町町 高砂町ひまわり会 声掛け見守り事業 引きこもりがちな高齢者等のサロンの開催 60,000

8 嬉野市
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

9 白石町
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

10 鳥栖市
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

11 江北町
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

※No欄の(追)は、追加募集による決定

助成決定額
(円)

№ 団体名 事業名 事業内容市町名



助成決定額
(円)

事業名 事業内容№ 団体名市町名

12 佐賀市
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

13 佐賀市
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

小　計 5,074,000

【地域福祉全般に関する事業】

1 佐賀市
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

2 佐賀市
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

3 大町町
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

4 佐賀市
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

5 佐賀市
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

6 佐賀市
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

7
(追)

みやき町
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

小　計 1,972,000

合　計 12,997,000

※No欄の(追)は、追加募集による決定

助成決定額
(円)

事業名 事業内容№ 団体名市町名


