
 

 

 

令和元年度 事業報告 

 
自 平成３１年 ４月  １日 

至 令和 ２年 ３月３１日 

 

１．障害者の地域生活支援事業（公益目的事業１） 

（１）地域生活支援事業 

①Ｄｒｅａｍｓ ｃｏｍｅ ｔｒｕｅ（ドリカム）企画 夢プロジェクト 

１）夢の福祉ロボットアイデアコンテスト製品化検討委員会 

開 催 日：７月１０日 

     検討内容：障害種別・テーマ別アイデアの整理 

          製品化へ向けての依頼先候補選出 

 

②障害児の長期休暇対策事業 

１）サマースクール 

・ＰＴＡ連合会理事会との打ち合わせ：４月１７日 門司総合特別支援学校 

・ボランティア募集：７月５日まで 

・ボランティア応募者：７６名 

（高校生：６０名、大学生・専門学校生：７名、社会人・その他：９名） 

・ボランティア事前研修：７月２１日 参加者５４名（別途研修あり：１６名） 

・ボランティア活動者実数：７９名 

（高校生：５７名、大学生・専門学校生：６名、社会人・その他：７名、 

スポーツセンタ―ボランティア（研修済み）：９名） 

・延べボランティア参加数：８１名 

・延べ参加人数 ：２４２名（保護者・きょうだい児含む） 

・プログラム  ：９回 

№ 開催日 内 容 会 場 参加者 

（名） 

ボランテ

ィア(名) 

１ 

 

７月２３日 

(10:00～12:00) 

「博物館～アンモナイト

のレプリカを作ろう～」 

いのちのたび 

博物館 

 

３２ 

 

１１ 

２ ７月２５日 

(15:00～16:45) 

プール遊び① 障害者スポーツ

センター 

 

１５ 

 

 ７ 

３ ７月２９日 

(10:30～12:00) 

「イマタカ☆ダンスファミリー 

からだであそぼ！」 

東部障害者 

福祉会館 

 

１５ 

 

 ９ 

４ 

 

７月３０日 

(10:00～11:30) 

映画会①「それいけ！

アンパンマン」 

シネプレックス

小倉 

 

３２ 

 

 ８ 

５ ８月 ７日 

(12:30～14:00) 

ボッチャ 障害者スポーツ

センター 

  

２０ 

  

 ９ 

６ ８月 ８日 

(15:00～16:45) 

プール遊び② 障害者スポーツ

センター 

  

３３ 

 

１３ 

７ ８月２０日 

(13:30～15:45) 

映画会② 

「トイ・ストーリー４」 

ユナイテッド 

シネマなかま 

 

４８ 

 

１２ 



 

８ ８月２２日 

(10:00～12:00) 「まるがめ製麺 

うどん作り体験！！」 

ウェルとばた 

７階 調理室 

 

３２ 

 

 ６ 

９ ８月２２日 

(14:00～16:00) 

 

１５ 

 

 ６ 

合  計 ２４２ ８１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★③防災をテーマにした地域で行われる社会参加支援 

   地域での防災訓練参加支援  

   １）八幡東区高見･槻田地区 

・日  時：１１月１６日 

・参 加 者： １名 

・会  場：高見小学校 

・活動内容：視覚障害の人と訓練会場までのガイドボランティア 

   

（２）情報支援事業 

①パソコンサポーター養成・派遣事業  

   １）第１回運営委員会 

     ・日 時：４月２２日 

     ・会 場：北九州市立東部障害者福祉会館研修室６Ｂ 

     ・議 題：平成３０年度事業報告 

          平成３１年度事業計画 

２）実務者会議：年１２回 

↑イマタカ☆ダンスファミリー 

（東部障害者福祉会館） 

↑ボッチャ 

（障害者スポーツセンターアレアス） 

↑まるがめ製麺うどん作り体験

（東部障害者福祉会館 調理室） 

↑アンモナイトのレプリカ作り 

（いのちのたび博物館） 



 

      パソコンサポーター養成・派遣事業の日常運営について検討 

３）サポーター養成講座（第１７期） 

  ・日 時：令和２年２月６日～２月２２日（１１回） 

  ・会 場：北九州市立東部障害者福祉会館研修室 

  ・内 容：障害福祉に関する基礎知識、パソコンサポートの基礎知識など 

 

受講希望者 ４名（男性２名・女性２名） 

受講者   ３名（男性１名・女性２名） 

登録予定者 ２名（男性１名・女性１名） 

 

 

 

 

４）サポーター派遣事業 

№ サポート区分 件 数 

１ 派遣サポート    １７１ 

２ 相談日サポート ２５２ 

３ 電話サポート     １８ 

４ メールサポート      ０ 

５ 問合せ     １９ 

６ キャンセル     ４１ 

 受付合計 ５０１ 

 

②北九州市障害福祉情報センター 

１）第１回運営委員会 

     ・日 時：４月２４日 

     ・会 場：北九州市立東部障害者福祉会館研修室７Ｄ 

     ・議 題：平成３０年度事業報告 

          平成３１年度事業計画 

２）「ひこうせん未来」編集委員会 

  ・３回［６月号（５月１６日）・１２月号（９月５日） 

令和２年３月号（１月１５日）］ 

３）情報紙「ひこうせん未来」発行 

【紙面発行】 

・発 行：年３回（７月・１１月・３月） 

・印刷物：Ａ４サイズ（８Ｐ）１,０００部 

 ・発行先：紙面発送（２４０件） 

【声の「ひこうせん未来」】 

視覚障害者向けに音訳したものをＣＤ－Ｒ・テープに録音し発送（８名）  

 【ホームページ】北九州市障害福祉情報センターホームページに掲載 

４）障害福祉イベント情報紙「いべんとアラカルト」発行 

    【紙面発行】発行回数：年１２回（毎月）・発行部数：１,０００部 

（発送先内訳） 



 

・個人         ３ 

・団体       １７９ 

・教育委員会      １ 

・社会福祉協議会    ７ 

・生涯学習センター   ７ 

・市役所・区役所関連 ２０  

      発送先合計 ２１７件 

【Ｅメール】月初めに定期購読者へ一斉送信 

・メール購読者   １００名 

・各特別支援学校・学級（アドレス登録学校）に毎月メールで送信 

（「ひこうせん未来」発行時は紙面を送付） 

５）ホームページによる情報提供 ［毎月 1回更新、その他随時更新］ 

【ホームページ】北九州市障害福祉情報センターホームページに掲載 

     ・情報掲載数（通年）：１６５ 

６）相談受付内訳とその件数 

・障害福祉イベント情報（いべんとアラカルト）   １６５件 

・生活支援に関する相談                ５件 

・活動支援に関する相談                １件 

・関係機関の紹介                  ３０件 

・講師の紹介                     ０件 

・その他                       １件 

                         計     ２０２件 

７）新たな情報の収集 

［北九州市障害福祉資料コーナー開設準備］ 

      ・市内にある障害福祉関係施設・事業所等のパンフレットを収集・ 

ファイリングし、障害福祉情報の提供の場となる「障害福祉資料 

コーナー」の開設に向けて、３０年度に続き追加で６０事業所へ 

資料の提供依頼を行った。 

 

２．ボランティア活動推進事業（公益目的事業２） 

（１）相談紹介事業 

①相談事業及びコーディネーション活動  

１）相談内容の内訳 

№ 内  容 件 数 

１ ボランティア募集に関する相談  ６９ 

２ ボランティア活動希望者への相談援助

（含情報提供） 

     ４ 

３ ボランティア活動上の相談援助    ０ 

４ 障害のある人の生活上の相談援助    ６ 

５ 関係機関につなぐ    ５ 

６ 講師依頼  １６ 

 合  計  １００ 

２）ボランティア募集に関する相談（６９件）の内訳について 

№ ボランティア対応項目 件 数 

１ 学習・趣味   ０ 



 

２ 外   出    １９ 

３ 行   事   ５ 

４ 送   迎      ０ 

５ 余   暇  ３８ 

６ 託   児    ２ 

７ 生   活    ５ 

８ 施設運営      ０ 

９ そ の 他    ０ 

 合   計  ６９ 

 

３）ボランティア募集に関する相談 

【６９件に対する募集結果】 

○成 立：４０件 

     ○不成立：２９件（調整不可：２１件、 

募集者からのキャンセル：８件） 

 

②ケース検討会及びマネージメント会議 

     ケース会議：１６回 

 

③地域福祉を支える他機関・団体との連携 

   １）中間支援組織連絡会への参加 

・情報交換と活動連携 

・メンバー＝７機関 

［北九州市障害福祉ボランティア協会・北九州市社会福祉協議会ボランティ 

ア市民活動センター・青少年ボランティアステーション・北九州市市民活 

動サポートセンター・北九州市八幡西生涯学習総合センター・北九州国際 

交流協会・北九州市シルバー人材センター］  

・中間支援組織連絡会開催：６回 

（偶数月）４月・６月・８月・１０月・１２月・２月 

 

（２）ボランティア研修事業 

 ①ボランティア入門講座 

１）東部障害者福祉会館ボランティア入門講座（共催） 

・日 時：７月２１日 

 ・会 場：北九州市立東部障害者福祉会館 

  ・参加者：７６名 

   ２）西部障害者福祉会館ボランティア入門講座（共催） 

・日 時：１２月４日 

 ・会 場：北九州市立陣山市民センター 

  ・参加者：２５名 

３）視覚に障害のある人の外出支援ボランティア体験講座（共催） 

・日 時：令和２年２月２３日 

 ・会 場：北九州市立東部障害者福祉会館研修室６ＡＢ 

 ・参加者：７名 

 

②みんなの研修会 

     ・日 時：令和２年１月２６日 

     ・会 場：北九州市立浅生スポーツセンター 

４）相談に関する障害の種別 

障害名 件数 

肢体不自由 １８ 

聴覚障害 ３ 

視覚障害 ２ 

内部障害 ０ 

言語障害 ０ 

知的障害 ３６ 

発達障害 １ 

精神障害 ３ 

全障害 ６ 

合 計 ６９ 

 



 

     ・参加者：１８名 

     ・テーマ：「持続可能な街づくりを考える」 

 

（３）交流会事業 

①会員交流会 

・日 時：令和２年１月２６日 

    ・会 場：北九州市立浅生スポーツセンター 

     ・参加者：２０名 

     ・内 容：ふうせんバレーボール体験 

 

（４）活動啓発事業 

①北九州チャンピオンズカップ国際車いすバスケットボール大会への参画 

・日 時：１１月２２日～２４日 

・会 場：北九州市立総合体育館 

１）全体実行委員会 １回（１０月１７日） 

２）会場運営ボランティア部門の運営 

・ボランティア申込数  ： １６８人 

３）車いすバスケットボール大会会場運営班実行委員会 ：６回 

４）職業別男女数 

 男 女 合計 

会社員 ５０ ２０  ７０ 

学生 １１ ３８  ４９ 

その他 ２６   ３  ２９ 

合計 ８７ ６１ １４８ 

６）ボランティア事前研修会 

活動経験者の研修参加は前回から任意 

参加とし、負担を軽減。 

【第１回目】 

日 時：１０月１９日 

会 場：北九州市立総合体育館 

対 象：会場運営班ボランティア 

出席者：研修参加者 ３３名（内訳：初参加者３３名、経験者０名） 

リーダー・サブリーダー ９名 

内 容：第１回目・第２回目とも内容は同じ 

大会概要説明、ＤＶＤにて活動内容の説明、ボランティア活動の心

構え、1日の流れ、駐車場について、観客対応マニュアルの説明、講

義「来場されるお客様への対応」、リーダー・サブリーダーの紹介、

車いす介助の講義と体験、視覚障害者介助の講義と体験など 

【第２回目】 

日 時：１０月２０日 

会 場：北九州市立総合体育館 

対 象：会場運営班ボランティア 

 

出席者：研修参加者 ３１名（内訳：初参加者３０名、経験者１名） 

リーダー・サブリーダー １０名 

②障害者ボランティア活動参加促進事業 

５）年代別内訳 

年代 人数 

１０代 ３１ 

２０代 ２３ 

３０代 １２ 

４０代 ２７ 

５０代 ２３ 

６０代 １４ 

７０代 １８ 

合 計 １４８ 

 



 

   １）福祉のまちづくりネットワークプロジェクトへの参加 

     ※定例会への参加（毎月奇数月第３水曜日） 

      ・延べ参加人数：１０名 

     ※バリアフリー勉強会への参加（毎月偶数月第３水曜日） 

      ・延べ参加人数：１２名 

     ※バリアフリー歩道点検活動への参加 

・８月 ５日：黒崎駅点字ブロック点検 

（２名参加） 

・８月１９日：門司港駅周辺点検 

（１７名参加） 

２）わっしょい百万夏まつり 

「ふれあい広場」への参加 

     ・８月３日・４日 

      ・本部事務局への参加：１名 

   ３）国際車いすバスケットボール大会への参加支援 

       ・１１月２２日～２４日 

      ・北九州市立総合体育館 

・会場運営への参加支援 

（８名参加） 

 

［総合案内でのボランティア活動風景］→ 

 

３．障害者やボランティア活動に関しての 

社会開発創造事業（公益目的事業３） 
 

（１）社会提言活動事業 

①ユニバーサルデザイン社会の普遍化の促進 

行政、障害福祉団体連絡協議会との連携でユニバーサルデザインによる街づくり

マニュアルの検討 

１）バリアフリーマニュアル作成勉強会：６回 

 

 ★②観光地でのバリアフリー点検 

８月１９日：・最寄り駅（黒崎駅）から観光地（門司港レトロ）までの連節バス 

体験乗車：７名 

・門司港駅周辺点検：１７名 

 

（２）障害福祉普及啓発活動 

①会報「でんしょ鳩」の発行  年５回発行  １,５００部 

    （４月号・６月号・９月号・１２月号・令和２年３月号） 

 

②ホームページによる情報提供 

    Ｆａｃｅｂｏｏｋで情報発信：情報発信数：３７件 

 

（３）講師の出前事業 

   障害福祉団体連絡協議会、生き方のデザイン研究所との連携事業 

①到津の森公園ドリームナイトボランティア研修 

・日 時：５月１１日 

・会 場：到津の森公園研修室 



 

②小倉南区民生児童委員協議会総会 

・日 時：５月１２日 

・会 場：小倉南生涯学習センター 

③ＪＲ九州社員カスタマーサポート研修（前期） 

・日 時：６月６日～９月１２日 

・会 場：ウェルとばた連絡事務室 

④とりはた玄海園ボランティア講座① 

・日 時：６月３０日 

・会 場：東部障害者福祉会館研修室 

⑤東部障害者福祉会館ボランティア体験講座 

・日 時：７月２１日 

・会 場：東部障害者福祉会館研修室 

⑥東部障害者福祉会館タブレット体験講座 

・日 時：８月１８日～９月８日 

・会 場：東部障害者福祉会館 研修室６Ｃ 

⑦点訳・音訳ボランティア養成講座 

・日 時：８月２１日 

・会 場：西部障害者福祉会館５０１会議室 

⑧ウェルとばた実習生研修 

・日 時：９月１２日 

・会 場：ウェルとばた３０１会議室 

⑨とりはた玄海園ボランティア講座② 

・日 時：９月２２日 

・会 場：とりはた玄海園集会室 

⑩八幡東区ボランティアセンターボランティア講座 

・日 時：９月２４日 

・会 場：八幡東社会福祉センター研修室 

⑪ＪＲ九州社員カスタマーサポート研修（後期） 

・日 時：１０月３日～１１月２９日 

・会 場：ウェルとばた連絡事務室 

⑫東部障害者福祉会館年賀状・カレンダー講座 

・日 時：１１月１４日～１２月５日 

・会 場：東部障害者福祉会館 研修室６Ｃ 

⑬北九州市立陣山市民センター人権学習 

・日 時：１２月４日 

・会 場：北九州市立陣山市民センター研修室 

⑭北九州市スポーツ協会職員研修 

・日 時：１２月５日 

・会 場：北九州市立総合体育館研修室 

 

 

 

⑮とりはた玄海園ボランティア講座③ 

・日 時：１２月１５日 

・会 場：戸畑障害者活動センター 

⑯北九州市交通局職員研修 

・日 時：１２月１９日 

・会 場：向田営業所研修室 



 

 

４．関係機関・団体間の連絡調整及び連携促進事業（公益目的事業４） 
（１） ネットワーク促進事業 

①北九州市障害福祉団体連絡協議会の運営（事務委託） 

・組織活動 

定 期 総 会                     ６月 １日 

常任委員会   毎月第４木曜日開催 

部会活動 

  ・要望活動 

    市との意見交換会                 １２月１９日 

    福祉人材不足に関する緊急要望活動          ６月 １日   

    個別団体要望活動支援           令和２年 ２月 ６日 

・研修活動 「令和元年度障害福祉予算研修会」      ８月１７日 

・啓発活動  

  障害者週間街頭啓発キャンペーン          １２月 ７日 

ふれあいフェスタ２０１９参加           １２月 ８日 

出前講師活動       ２２件 

  ・交流活動 

    新年のつどい               令和２年 １月２３日 

  地域との交流（地域での防災訓練参加） 

   門司区  萩ヶ丘小学校             １０月 ５日 

     八幡東区 高見小学校              １１月１６日 

     戸畑区  あやめが丘小学校           １１月３０日 

     八幡西区 黒崎小学校              １１月３０日 

  ・障害者差別解消支援地域協議会 

イ）第１回障害者差別解消支援地域協議会       ７月  ４日 

   第２回障害者差別解消支援地域協議会（書類審議） 

ロ）啓発ＤＶＤの活用を考える意見交換会の開催   １０月２５日 

ハ）「消防防災フェスタ北九州２０１９」ブース出展  １２月２２日  

  ・福祉のまちづくり事業 

市との点検活動（まちづくりネットワークプロジェクト） 

市の建築物バリアフリー化意見交換会  

マニュアルづくりのためのバリアフリー勉強会 

      

②北九州市社会福祉協議会との連携 

１）各種委員会への参加 

・北九州市社会福祉協議会苦情解決調整委員会 

・北九州市社会福祉協議会評議員会 

・北九州市ボランティア・市民活動センター運営委員会 

    

   ２）ボランティア講座企画・講師派遣 

※ウェルとばた実習生研修 

・日 時：９月１２日 

・会 場：ウェルとばた３０１会議室 

※八幡東区ボランティアセンターボランティア講座 

・日 時：９月２４日 

・会 場：八幡東社会福祉センター研修室 



 

 

③中間支援組織連絡会への参加（再掲） 

・情報交換と活動連携 

・メンバー＝７機関 

［北九州市障害福祉ボランティア協会・北九州市社会福祉協議会ボランティ 

ア市民活動センター・青少年ボランティアステーション・北九州市市民活 

動サポートセンター・北九州市八幡西生涯学習総合センター・北九州国際 

交流協会・北九州市シルバー人材センター］  

・中間支援組織連絡会開催：６回（偶数月） 

    ・研修会   令和２年１月８日 

 

④障害者の余暇活動支援者連絡会の事務局運営 

１）連絡会：６回 

（７月１９日・７月２９日・９月１９日・１０月１８日・１１月２７日 

・令和２年 １月３０日） 

★２）障害者の余暇活動支援 

      ・～余暇の視点から～ パネルディスカッションの開催 

     日 時：１２月１４日（土） 

     会 場：北九州市立東部障害者福祉会館研修室６ＡＢ 

     参加者：６０名 

・障害者の余暇活動アンケート調査 

     アンケートの実施：パネルディスカッション当日会場 

アンケート依頼者数：６０名 

アンケート回収率：７０％ 

・余暇支援グループ一覧表パンフ作成 

      作成部数：３,０００部 

 

（２）企業との協働促進事業 

①企業との協働相談及びコーディネーション活動 

   ・ＪＲ職員研修 

 

②協働研修事業の企画・運営（「生き方のデザイン研究所」との連携事業） 

・前期：ＪＲ九州社員カスタマーサポート研修 （６月～ ９月）８回 

・後期：ＪＲ九州社員カスタマーサポート研修（１０月～１１月）５回 

                        会場：ウェルとばた 

５．組織基盤事業 
（１）組織運営 

①定期総会 

・日 時：５月２５日 

・会 場：北九州市立東部障害者福祉会館 

個人会員：１５０名：出席１０３名 (うち委任状出席６７名) 

          団体会員：１９団体：出席１４団体（うち委任状出席８団体） 

※１部総会 



 

    ・平成３０年度事業報告及び決算報告、会計監査報告 

     ・次期役員選出 

・平成３１年度事業計画案及び収支予算案 

   ※２部研修会 

     ・観光地バリアフリーについて 

 

②理事会 

１）第１回定例理事会 

日 時：５月９日 

       会 場：北九州市立東部障害者福祉会館 

議 題：・平成３０年度事業報告及び収支決算報告 

               ・第３８回定期総会について 

２）第２回臨時理事会 

日 時：５月２５日 

       会 場：北九州市立東部障害者福祉会館 

議 題：３役選出について 

３）第３回定例理事会 

日 時：１０月３０日 

       会 場：ウェルとばた７階連絡事務室 

議 題：・令和元年度上半期事業報告及び収支決算報告 

               ・公益目的事業変更認定申請について 

４）第４回定例理事会※文書審議 

議 題：・令和２年度事業計画及び収支予算 

               ・経理規程の改正について  

・補充役員について 

③三役会議 ４月２６日・５月１０日・１２月１３日・令和２年３月４日 

 

④常任委員会  奇数月(第二水曜日)：５回 

臨時常任委員会  令和２年２月６日（木） 

 

⑤事務局会議 毎月２回 

  

⑥経営戦略会議 偶数月 

常任委員会の中で協議：５回 

 

⑦広報戦略会議（毎月の事務局会議内）：１５回 

 

★⑧法人運営会議 

日 時：８月３０日 

    会 場：北九州市立東部障害者福祉会館 

議 題：会員の関わり方について 

 時代に沿った運営体制の構築 

（２）中長期計画の具現化 

   ①中長期計画に基づく８年目の取り組み 

    １）新７－１「時代に沿った運営体制の構築」 

       会員の関わり方の変化に伴う今後の運営体制を検討する 

    ２）新７－１「安定財源の獲得] 

       会員減少や補助金削減に伴う今後の財源確保を検討する 



 

   ※第１回理事会・第２回理事会の中で検討 

・議 題：若い人への活動参加の検討 

会員減少による財源確保 

・具体的な取り組み：若い会員獲得のために学生会員制を試行する 

（３）総務 

①事業概要「はばたき」の発行 

・でんしょ鳩６月１５日号に同封する形式で発送。４００冊印刷 

 

②協力・後援・出席・参加・派遣 

１）協力事業 

・全日本視覚障害者協議会第３４回福岡大会 

日 時：５月３１日～６月２日 

     会 場：北九州市立八幡西生涯学習センター 

         ホテルクラウンパレス北九州 

・「見えない・見えにくい人のための福祉機器展ｉｎ２０１９」 

日 時：８月２５日 

     会 場：北九州市立西部障害者福祉会館 

 

２）後援事業 

・第５７回北九州市障害者スポーツ大会   ５月２６日  本城陸上競技場 

・第２６回ふうせんバレーボール北九州大会 ６月３０日    総合体育館 

・さわって楽しむコンサート        ９月２９日    コムシティ 

・第３０回全国ふうせんバレーボール大会 １２月 １日    総合体育館 

 

３）出席・参加・派遣 

［出席・参加］ 

・西南女学院大学ボランティア活動説明会（酒井）        ４月 ８日 

・「イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン」前期贈呈式(竹田） ４月１４日   

・八幡東区いきいき２１推進協議会総会（柴田）代理（竹田）   ５月１５日 

・第５７回北九州市障害者スポーツ大会開会式（岡田）      ５月２６日 

・全日本視覚障害者協議会第３４回福岡大会（古賀）       ６月 １日 

・北九州市手をつなぐ育成会第４１回総会（竹田）        ６月 ７日 

・北九州あゆみの里落成式（古賀・竹田）            ６月２１日 

・北九州市ボランテイア・市民活動センター                     ７月 １日 

３０周年記念座談会(古賀)             

・ＳＫＣ会計グループ創業５０周年感謝祭（岡田）       １０月 ４日 

 

 

・「イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン」               １０月１３日 

後期贈呈式(竹田）   

・ウェルとばた火災訓練（古賀・竹田）           １２月１１日 

・北九州青年会議所新年祝賀会（岡田・竹田）    令和２年  １月１４日 

・年長者の里創立７０周年祝賀会（竹田）      令和２年 １月２８日 

   

［派遣］ 

・国際車いすバスケットボール大会顧問（岡田） 

・北九州精神保健福祉事業協会評議員会（岡田） 



 

・北九州市人権施策審議会（古賀） 

・北九州市障害福祉団体連絡協議会常任委員会（古賀） 

・北九州ボランティア顕彰委員会（竹田） 

・北九州市障害者自立支援協議会（竹田） 

・北九州市身体障害者福祉協会理事会（竹田） 

・北九州市障害者スポーツ大会運営委員会（岡田→代理竹田） 

・北九州市観光振興プラン推進ワーキンググループ（竹田） 

・北九州市立東部障害者福祉会館運営委員会（竹田） 

・北九州市障害者社会参加推進協議会（竹田） 

・北九州市立西部障害者福祉会館運営委員会（竹田） 

・北九州市障害者相談支援事業協会理事会（竹田） 

・北九州市社会福祉協議会苦情解決調整委員会（竹田） 

・北九州市社会福祉協議会評議員会（竹田） 

・国際車いすバスケットボール大会実行委員会（竹田） 

・東部障害者福祉会館開館記念文化祭「ふれあい広場」実行委員会（竹田） 

・福岡県福祉情報センター障がい者福祉専門委員会（竹田） 

・中間支援組織連絡会（竹田・鈴木） 

・北九州市障害者施策推進協議会（榎） 

・北九州市ボランティア・市民活動センター運営委員会（榎） 

・八幡東区いきいき２１推進協議会（柴田） 

          ・障害者芸術祭実行委員会（船寄） 

 

［その他、ボラ活動支援］ 

       わっしょい百万夏まつり「ふれあい広場」実行委員会への協力 

ボランティア活動表彰及び補助金推薦＝生き方のデザイン研究所 

ゆう・あい 

月曜会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


