
申請
番号

地区 市町村名 団体名
決定額

（万円）
概　要

1 3 北九州 水巻町 高尾自治会内黄色いハンカチ実行委員会 30

高齢者世帯の見守りやサロン活動等を実施してい
る中で、高齢者の安否確認と地域の安全意識を高
めるための「黄色いハンカチ運動」の実施に向け
て、企画・検討している。

2 5 北九州 水巻町
みずまき男女共同参画地域づくり「いっ
しょにやろう会」

20

男女を問わず地域づくりに参画し、多様な個性と
能力が発揮できる男女共同参画社会の実現を目指
し、啓発活動やコミュニティカフェの運営、学習
会等を開催している。

3 10 福岡 福岡市 特定非営利活動法人山王学舎 30

社会の中で生きにくさを抱えている家庭や、経済
的な困難を抱えている家庭の子ども達に、美術造
形の文化教育を核とした居場所づくりと学習支援
を行っている。

4 11 福岡 福岡市 お元気届け隊 10
高齢者が、心も体も元気になってもらうことを目
的として、ふれあいサロンや地域カフェ等の地域
の集いの場で介護予防体操の提供を行っている。

5 17 福岡 古賀市 古賀手話の会 30

聴覚障がい者の理解を深め、聴覚障がい者福祉の
増進を図ることを目的に、福祉学習の開催や交流
会を実施している。また、研修会や講座に参加
し、会員のスキルアップを図っている。

120

令和３年度 地域ボランティア活動支援のための助成事業
助成決定団体

■西部ガスボランティア助成プログラム　助成団体一覧

合計　5 団体



令和３年度 地域ボランティア活動支援のための助成事業
助成決定団体

■一般財団法人福岡県職員互助会ボランティア助成プログラム　助成団体一覧
申請
番号

地区 市町村名 団体名
決定額

（万円）
概　要

1 6 北九州 水巻町 堀川再生の会・五平太 30

水質検査や浄化活動を行っている他、小学生等を
対象に環境教室を開催し、かつて「宝川」と呼ば
れていた遠賀地区を流れる堀川を再生する活動を
行っている。

2 14 福岡 筑紫野市 はらっぱの会 30

図書館での読み聞かせや子育て支援・子どもの健
全育成のための講座、地域での出張おはなし会を
行い、読書活動の推進と地域の生活文化・教養の
向上を目指している。

3 18 福岡 宇美町 うみニティ編集室　うみっと 30

町民目線の情報誌「うみっと」を発行し、宇美町
の魅力を「こどもから高齢者まで」幅広い年代に
伝わるよう発信している。また、子ども達自らが
考え、表現する力を養えるよう「まわしよみ新聞
講座」を開催している。

4 21 筑後 大牟田市 大牟田朗読の会 30

視覚や身体に障がいを持つ人を対象に、録音図書
の制作や広報誌の音訳を行っている。また、小学
校への読み聞かせや朗読講演会の開催等、声のボ
ランティアを行っている。

5 22 筑後 大牟田市 大牟田レクリエーション協会 30

レクリエーションが生涯を通しての生きる喜びづ
くりの一環であるという考えのもと、レクリエー
ション活動を発展させることを目的に、地域で普
及活動を行っている。

6 24 筑後 久留米市 ふれあい菜の花会 30
一人暮らし高齢者や老世帯の見守りと訪問活動等
を通して、心の通うふれあい活動を行っている。

7 28 筑後 小郡市 おごおり　こどもひろば 30
地域の子ども達が安全で安心して過ごすことがで
きるように、学習支援や食事提供などの居場所づ
くりを行っている。

8 31 筑後 うきは市 住民型有償サービス　１４区おたすけ隊 30
様々な理由で日常生活に支障をきたしている住民
に対して、草刈りや買い物代行等の生活支援を
行っている。

9 33 筑豊 飯塚市 内野宿安安パトロール隊 30
飯塚市内野宿の安心・安全な町づくりを目的に、
町内パトロールや青色防犯パトロール、登下校時
の見守り活動を行っている。

10 35 筑豊 桂川町 桂川町図書ボランティア「布っ子」 30
布の絵本の製作等をとおして子ども達に布のぬく
もりや優しさを伝え、心身の成長を育むことを目
的に、図書ボランティア活動を行っている。

300合計　10 団体



令和３年度 地域ボランティア活動支援のための助成事業
助成決定団体

■社会福祉法人福岡県社会福祉協議会ボランティア助成プログラム　助成団体一覧
申請
番号

地区 市町村名 団体名
決定額

（万円）
概　要

1 8 北九州 遠賀町 朗読ボランティア「結の会」 29
遠賀町の広報紙や社協だよりを、目の不自由な人
や文字を読むことが困難な人へ音訳をして届ける
活動を行っている。

2 12 福岡 筑紫野市 筑紫南コミュニティ運営協議会 30

筑紫南地域を広域的なコミュニティとし、ふるさ
とづくり、防犯・防災、子ども・子育て、健康・
福祉、スポーツ・文化等の事業を行い、地域の活
性化を図っている。

3 13 福岡 筑紫野市 ＮＰＯ法人ちくしの子ども劇場 30

子どもも大人も豊かに育ちあい、地域の中で子ど
も達が生き生きと過ごすことを目指し、親子での
舞台芸術鑑賞や体験学習等を企画・運営してい
る。

4 16 福岡 太宰府市 福祉サポート『ＤＤクラブ』 29

参加者の穏やかな生活をお手伝いすることを目的
に、児童・障がい者・高齢者を対象とした音楽や
絵画、リハビリ訓練教室やスポーツ教室等を提供
している。

5 20 筑後 大牟田市 大牟田市退職小学校長会 30
大牟田市内小学校長を退職したメンバーで構成さ
れ、市教育の充実発展を目的に環境整備や学習支
援活動等を行っている。

6 23 筑後 大牟田市 大牟田視聴覚教育クラブ 29

家族の絆、いじめ防止、防犯等をテーマとする映
画上映を通じて、子ども達の健全育成を目的に活
動している。また、地域のサロン等でも上映会を
行っている。

7 25 筑後 久留米市 令和オープンガーデンの会 30
「美しい街並みはひとつの庭から」を合言葉に、
オープンガーデンを通して地域の景観・環境づく
りに貢献している。

8 26 筑後 柳川市 柳川区更生保護女性会 29

女性の立場から、明るい社会づくりを目指し、更
生保護事業の推進に協力している。更生保護施設
等への支援や啓発活動だけでなく、郷土の伝統を
生かした子育て支援も行っている。

9 27 筑後 筑後市 福寿草の会 30

高齢者仲間の交流と生きがいづくり、また、独り
暮らしの高齢者や寝たきりの方の孤独を癒す架け
橋となることを目的に、季刊誌を発行・配本して
いる。

10 29 筑後 小郡市
特定非営利活動法人しょうがい者と共に
生きる「みんなのかえるランド」

30
「ともに生き、共に学ぶ」社会作りに寄与するこ
とを目的に、障がいがある人への教育に関する事
業や生活相談、生活支援等の活動を行っている。

11 30 筑後 小郡市 小郡手話の会 30

小郡市の委託を受け、手話通訳の派遣事業や手話
奉仕員養成講座を実施しており、交流会や広報誌
の発行を通し、ろうあ者の福祉向上を図ってい
る。

12 34 筑豊 宮若市 わかみや点訳サークル「ふぁみりい」 30
点訳や小学校での点字学習・アイマスク体験等を
通して、地域に在住する視覚障がい者の福祉増進
に寄与している。

356団体　12 団体


