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平成２７年度 事業報告 
自 平成 27年 4月  1日 

至 平成 28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）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 
・実行委員会＝７回（３月１９日・４月２２日・６月５日・７月９日・９月２８日 

１０月３１日・１１月５日） 

・募集期間＝７月１５日～９月１８日 

・募集先 ＝市内小学校・中学校・高校・大学・児童館・関係機関・関係団体 

・募集方法＝パンフ４０００部、ポスター３００枚、市政だより、新聞記事 

・応募状況＝４５２点 

（一般の部：３１点、中高生の部：１５１点、小学生の部：２７０点） 

・審査日 ＝一次審査（実行委員会）：９月２８日、二次審査（審査会）：１０月６日 

・審査委員＝１０名 

          福祉用具促進協議会        委員長   橋元 隆 

          九州工業大学           准教授   和田 親宗 

          北九州市立介護実習・普及センター センター長 山本 憲昭 

          福岡県作業療法協会        会 長   志伊田 太一 

          西日本工業大学          教 授   中島 浩二 

          北九州市障害福祉団体連絡協議会  事務局長  古賀 由美子 

西南女学院大学          教 授   岡田 和敏 

          株式会社安川電機みらい館     館 長   岡林 千夫 

          株式会社有薗製作所        営業部長  朴木 敏明 

          ネッツトヨタ北九州株式会社    総務部課長 小鶴 剛史 

・入賞数 ＝２５点 

・一般の部 ７点 

（最優秀賞１点、優秀賞２点、優良賞３点、特別賞１点） 

・中高生の部 ９点 

（最優秀賞１点、優秀賞２点、優良賞５点、特別賞１点） 

・小学生の部 ９点 

（最優秀賞１点、優秀賞２点、優良賞４点、特別賞２点） 

    

・表彰式＝日時：１０月３１日 

         会場：西日本国際福祉機器展会場（西日本総合展示場） 

    ・共催＝福祉用具プラザ北九州 

    ・後援＝北九州市、北九州市教育委員会、北九州市社会福祉協議会、北九州市障害福祉団 

体連絡協議会、毎日新聞西部社会事業団 

・協賛＝安川電機、有園製作所、ネッツトヨタ北九州 

 
（２）地域生活支援事業 

①障害児の長期休暇対策事業  
    １）ＰＴＡ連合会役員との打ち合わせ及び反省会＝９回 

２）ボランティア募集 ５月９日～７月１日 

３）ボランティア事前研修    
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№ 開催日 会  場 参加者(名） 

１ ７月１２日 東部障害者福祉会館６AB ６０ 

２ ７月２５日 ウェルとばた１２階 

１２１・１２２会議室 

７８ 

  合  計 １３８ 

   ※個別事前研修：３名  ※資料郵送・メール送信者： ８名  ※研修、活動共に 

不参加：８名 

４）長期休暇中の活動支援［サマースクール］ 

・ボランティア応募者：１５７名 

      （高校生：１００名、大学生・専門学校生：５２名、社会人・その他：５名） 

・ボランティア活動者実数 ：１２７名 

    （高校生７３名、大学生・専門学校生５０名、社会人４名） 

・延べボランティア参加数：１６２名 

・延べ参加児童数    ：２２３名（きょうだい児含む） 

・延べ関係者数   ：１０８名（PTA役員：３９名、教員：６９名） 

【各特別支援学校内訳】（参加校：４校）             

№ 開催日 実施学校 内 容 参加児童 

数 （名） 

ボランティ

ア数 （名） 

１ ７月２７日 小倉北 台風接近のため、中止 ０ ０ 

２ ７月２９日  

小倉南 

プール遊び・校内遊び・ドナル

ドショー 

 

２８ 

 

１８ 

３ ７月３０日 プール遊び・校内遊び 

ミュージックケア 

 

２８ 

 

２３ 

４ ８月４日 

 

八幡西 プール遊び、校内遊び・ 

ミュージックケア 

 

１７ 

 

１７ 

５ ８月１７日 八幡 プール遊び、校内遊び・ピザ

つくり 

 

５１ 

 

３３ 

  延  べ 合  計 １２４  ９１ 

 

５）合同企画 （各イベント内訳） 回数：４回 

№ 開催日 内 容 協力機関 参加児童 

数（名） 

ボランティ

ア数 (名) 

１ 

 

８月１０日 

 

障害者スポーツ体験 

・ふうせんバレー等 

障害者スポー

ツセンター 

 

１５ 

 

２８ 

２ 

 

８月２０日 

 

児童文化科学館 

プラネタリウム鑑賞 

北九州市立児

童文化科学館 

 

３１ 

 

２４ 

３ ８月２４日 映画会① 

「インサイドヘッド」 

ユナイテッド

シネマなかま 

  

３８ 

  

 ９ 

４ ８月２８日 映画会②「それいけ！

アンパンマン」 

シネプレック

ス小倉 

  

１５ 

 

１０ 

  延べ合計 ９９ ７１ 
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②保護者の意向調査 
    ・調査目的：「障害児の長期休暇」を支援する活動の一環として、ＰＴＡ主催の「サマー 

スクール」にボランティアを派遣する事業を実施について、その利用状況や 

評価を聞き取ることで、今後の「障害児の余暇支援」の方向性やそのあり方 

を検討するため。 

・調査期間：平成２７年１０月～１２月（３か月間） 

・調査対象者：市内の特別支援学校に通う障害児の保護者 

・調査方法：各学校のＰＴＡを通じた手渡し方式 

・回収率：５５．８％ 

 

（３）情報支援事業 

①パソコンサポーター養成派遣事業  
１）サポーター派遣事業 

№ サポート区分 件  数 

１ 派遣（訪問） ２６０ 

２ 来局 １２７ 

３ 電話サポート ９１ 

４ メール         １ 

５ 問合せ ３９ 

６ 不成立 ３２ 

 受付合計 ５５０ 

・パソコン相談日 毎週水曜日 13：00～17：00 

２）サポーター養成講座 

  ［入門講座］ 

№ 開催日 回数 内    容 参加者（名） 

 

１ 

Ｈ２８年 

２月３日～ 

３月９日 

 

２０ 

第 13期サポーター養成講座 

（障害福祉に関する基礎知識、障害別パソコ

ンサポートの基礎知識など） 

 

９ 

 

［フォローアップ研修］ 

№ 開催日 回数 内    容 参加者（名） 

 

１ 

Ｈ２８年 

３月１２日～ 

１９日 

 

３ 

音声読み上げソフト 

タブレット・スマートフォン 

Windowsアクセシビリティ 

 

９ 

 

［スキルアップ研修］ 

№ 開催日 内    容 参加者（名） 

１ ８月３１日 Windows10について正しく理解する １１ 

２ ９月２０日 自分も相手も大切にするコミュニケーション術 １８ 

３ Ｈ２８年 

３月１２日 

音声ソフト「MyMaiｌ・NetReader」操作実習 １２ 

４ ３月１６日 障害者に役立つタブレットと Windows アクセシビリ

ティの操作実習 

１３ 

５ ３月１９日 バリアフリー読書システムソフト「MyBook」の操作

実習 

１２ 

   

３）運営委員会＝２回（６月２９日・１０月２２日） 
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②北九州市障害福祉情報センター  
１）情報紙「ひこうせん未来」発行［年３回、毎回 1000部発行］ 

[７月１日、１１月１日、Ｈ２８年３月１日] 

情報誌「ひこうせん未来」編集委員会［４月２５日、８月２２日、１２月１２日］ 

２）「いべんと・アラカルト」発行 ［ 毎月 1日 1000部発行 ］ 

３）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 ］ 

メールによる情報提供    ［いべんとアラカルト毎月はじめ一斉送信（個人・団体・ 

特別支援学校・特別支援学級］ 

   ４）障害福祉情報センター相談・問合せ件数： ２５７件 

［相談受付内訳とその件数］ 

№ 内   容 件  数 

１ 障害福祉イベント情報（いべんとアラカルト） ２１３ 

２ 福祉サービス・助成金等・相談窓口の問合せ   ８ 

３ お店・公的施設などのバリアフリー情報        ５ 

６ 北九州市内の関係機関・団体    ２２ 

７ 市外、全国的な関係機関・団体        １ 

８ その他   ８ 

 合  計     ２５７ 

 

★５）新たな情報の収集（会員参加型） 

      会報「でんしょ鳩」８月号・１０月号で障害のある人も利用しやすいお店情報を提供。 

 

③福祉技術コーディネーター育成事業 
    ・第３４回福祉情報技術コーディネーター認定試験 

    ・平成２７年８月２日 

      ＊申込者が定員に達しなかったため、中止。 

 

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 
    相談事業総計：１８９件  

１）相談内容の内訳 

    【内訳】 

№ 内  容 当年度（件数） 

１ ボランティア募集に関する相談   １４１ 

２ ボランティア活動希望者への相談援助

（含情報提供） 

   １３ 

３ ボランティア活動上の相談援助   １ 

４ 障害のある人の生活上の相談援助    ８ 

５ 関係機関につなぐ    ８ 

６ 講師依頼  １８ 

７ その他    ０ 

 合  計  １８９ 
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２）ボランティア募集に関する相談（１４１件）の内訳について   

    【内訳】 

№ ボランティア対応項目 当年度（件数） 

１ 学習・趣味  １３ 

２ 外  出   ４１ 

３ 行  事   １２ 

４ 送  迎     １ 

５ 余  暇    ６５ 

６ 託  児   ５ 

７ 生  活   ４ 

８ 施設運営     ０ 

９ そ の 他    ０ 

 合   計  １４１ 

 

３）ボランティア募集に関する相談（１４１件）に対する結果 

【募集結果】 

○成 立：１００件 

    ○不成立： ４１件（調整不可：３２件、募集者からのキャンセル：３件、ボランティア 

             からのキャンセル：２件、その他：４件（連絡なし） 

４）ボランティア活動者 

    ・ボランティア活動者延べ人数：１８９名 

    ・事務局ボランティア延べ人数： ９７名 

 

②ケース検討会及びマネージメント会議 
 １）ケース会議 ２１回 

   ① ４月２５日 ② ５月１５日 ③ ５月２９日 

 ④ ６月１２日 ⑤ ６月２６日 ⑥ ７月１０日 

 ⑦ ７月２４日 ⑧ ８月１１日 ⑨ ８月３１日  

⑩ ９月１１日 ⑪１０月 ９日 ⑫１０月２３日 

   ⑬１１月 ６日 ⑭１１月２６日 ⑮１２月１５日 

⑯ １月１５日   ⑰ ２月 １日 ⑱ ２月２２日 

   ⑲ ３月１４日 ⑳ ４月 ４日 ㉑ ４月１８日 

 

 

③地域福祉を支える他機関・団体との連携 
   ★・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

国際交流協会・北九州市八幡西生涯学習総合センター・北九州市市民

活動サポートセンター・北九州市シルバー人材センター］  

・連絡会開催  年５回 偶数月 

・４月１５日 ・６月２４日 ・８月２６日・１０月２８日・Ｈ２８年２月２４日 

   ・コーディネーター研修 

    日時：１２月７日 

    会場：コムシティ会議室 

    参加：４名 

 

５）相談に関する障害の種別 

障害名 件数 

肢体不自由 ３６ 

聴覚障害 １０ 

視覚障害 ９ 

内部障害 １ 

言語障害 １ 

知的障害 ７２ 

発達障害 １１ 

精神障害 ７ 

合   計 １４７ 
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（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） 

    ・内 容：余暇支援者育成講座 

・日 時：平成２８年３月１２日 

  ・会 場：北九州市立東部障害者福祉会館 研修室６Ａ 

         ・参加者：１６名 

 

２）西部障害者福祉会館ボランティア入門講座（共催） 

・内 容：視覚障害者外出支援ボランティア入門講座 

・日 時：平成２８年３月６日 

・会 場：北九州市立西部障害者福祉会館 会議室５０１号～５０３号   

         ・参加者：２１名 

 

②みんなの研修会 
・内 容：みんなで考えよう２８年度の取り組み 

     ・日 時：平成２８年１月１６日 

     ・会 場：ウェルとばた ８１・８２会議室 

     ・参加者：１７名 

 

③ボランティアグループとの共催による研修会 
★１）大学生ボランティア交流・研修会 

・内 容：障害のある人の生活を知ろう！ 

・日 時：平成２７年６月２８日 

     ・会 場：ウェルとばた １２１・１２２会議室 

・参加者＝ ８名 

 

（３）交流会事業 

①ボランティア活動者の交流会 
 ・日 時：８月１日 

 ・会 場：わっしょい百万夏まつり「ふれあい広場」会場 

 ・参加者：８名 

 

②障害児きょうだいの交流会（ＫＲＡＳＨとの共催） 
１）ホリデースクール 

  ・日 時：８月２２日 

  ・会 場：北九州市立戸畑西体育館 

・参加者：５名 

２）クリスマス会 

・日 時：１２月２６日 

  ・会 場：北九州市立東部障害者福祉会館 

     ・参加者：７名 

 

（４）活動啓発事業 

①北九州チャンピオンズカップ国際車椅子バスケットボール大会への参画 
・日 時：１１月１３日（金）～１５日（日） 

・会 場：北九州市立総合体育館 
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１）実行委員会 ２回（・５月２８日 ・１０月１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  ：  １２９人 

・ボランティア参加延べ数：  １６８人 

３）会場運営ボランティアリーダー･サブリーダー会議 ７回 

 

 

 

４）ボランティア研修会 

＊１回目研修会 

・日 時：１０月３日 

・会 場：北九州市立総合体育館 

      ・参加者：６４名 

＊２回目研修会 

・日 時：１０月１７日 

・会 場：北九州市立総合体育館 

      ・参加者：４７名 

           ＊欠席者への振替研修会 １０月２１日 ５名  

 

３．社会開発創造事業（公益目的事業３） 
（１）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 
    障害福祉団体連絡協議会のメンバーとして、いのちのたび博物館のユニバーサルミュージ 

アム化構想への企画に参画。 

・いのちのたび博物館スタッフ研修＝平成２８年１月２６日（講師派遣） 

 

（２）障害福祉普及啓発活動 

①会報「でんしょ鳩」の発行  年６回発行  １７００部 

    ・上半期３回（４月・６月・８月）・下半期（１０月・１２月・平成２８年２月） 

 

②新ホームページによる情報提供   
   随時提供 

 

（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）東部障害者福祉会館パソコン入門講座 

・日 時：５月１日～２９日（全５回） 

・会 場：東部障害者福祉会館 研修室６Ｃ 

２）音訳ボランティア養成講座 

・日 時：５月１５日 

・会 場：西部障害者福祉会館 

３）ＪＲ九州カスタマーサポート研修 

・日 時：５月２１日～１１月２６日 

・会 場：ウェルとばた 

 

 

・４月２７日 ・ ５月１５日 ・ ６月２６日 ・ ８月２４日  

・９月１４日 ・１０月２６日 ・１２月１４日 
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４）到津の森ドリームナイト・アット・ザ・ズーボランティア研修 

・日 時：５月２３日・２４日 

・会 場：到津の森研修室 

５）点訳ボランティア養成講座 

・日 時：５月２７日 

・会 場：西部障害者福祉会館 

６）施設利用者向けボランティア依頼学習会 

・日 時：６月２９日 

・会 場：とりはた玄海園生活支援センター 

７）東部障害者福祉会館エクセル入門講座 

  ・日 時：７月３日～７月３１日（全５回） 

  ・会 場：東部障害者福祉会館 研修室６Ｃ 

   ８）小倉中学校総合的な学習 

・日 時：７月８日 

  ・会 場：小倉中学校体育館 

９）筆談サポーター養成講座 

  ・日 時：８月２日 

  ・会 場：東部障害者福祉会館 

10）北九州ドリームサミット２０１５～バリアフリー点検学習～ 

  ・日 時：８月２３日 

  ・会 場：レインボープラザ（中央町付近） 

11）門司港ヶ丘小学校総合的学習 

     ・日 時：９月１１日 

     ・会 場：門司港ヶ丘小学校体育館 

12）消費者学級フェニックス研修 

・日 時：９月１２日 

  ・会 場：戸畑学習総合センター 

13）筆談サポーター養成講座 

  ・日 時：９月２０日 

  ・会 場：西部障害者福祉会館 

14）周望学舎福祉学習 

     ・日 時：１０月１４日 

     ・会 場：周望学舎 

15）門司海青小学校総合福祉学習 

     ・日 時：１１月１６日 

     ・会 場：門司海青小学校図書室 

16）周望学舎福祉学習 

     ・日 時：１２月３日 

     ・会 場：周望学舎 

17）いのちのたび博物館スタッフ研修 

     ・日 時：平成２８年１月２６日 

     ・会 場：いのちのたび博物館 

18）周望学舎福祉学習 

     ・日 時：平成２８年２月１６日 

     ・会 場：周望学舎 

19）寿山小学校総合福祉学習 

     ・日 時：平成２８年３月４日 

     ・会 場：寿山小学校 
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20）西部障害者福祉会館ボランティア講座 

     ・日 時：平成２８年３月６日 

     ・会 場：西部障害者福祉会館 ５０１～５０３会議室 

21）東部障害者福祉会館余暇支援者講座 

     ・日 時：平成２８年３月１２日 

     ・会 場：東部障害者福祉会館 研修室６Ａ 

 

（４）障害者の自己実現のための事業 

①「障害者の余暇活動支援者連絡会」の運営（事務局担当） 
１） 余暇活動支援者連絡会 ５回 

 ・５月２０日・７月１５日・９月１７日・１１月１９日・平成２８年３月３日 

 

４．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福祉のまちづくりネットワークの運営 
    ・５月２０日  定例会 

・７月１５日  定例会 

・８月２１日  筑豊電気鉄道 低床車両試乗体験 

         参加者＝９名（障害当事者＝肢体不自由２名、視覚障害３名） 

          折尾駅（オリオンプラザ付近）点字ブロック敷設に伴う相談 

         参加者＝1名（障害当事者＝視覚障害 1名） 

・９月１６日  定例会 

    ・１０月１６日 小倉駅北口、南口歩道点検活動 

             参加者＝２６名（障害当事者＝肢体不自由３名、視覚障害３名） 

・１１月２５日 定例会 

    ・１２月１４日 折尾駅周辺点検活動 

             参加者＝１２名（障害当事者＝肢体不自由３名、視覚障害６名） 

・平成２８年１月２０日  定例会 

・平成２８年３月１６日  定例会 

 

②わっしょい百万夏まつり「ふれあい広場」の運営 
    １）お祭り会場の中で、障害当事者がバザーを通じて市民とのふれあい。 

     ・日  時：８月１日（土）～２日（日） 

・参加団体：１３団体 

     ・参加団体との打ち合わせ：・７月６日 ・７月１３日 ・８月１０日 

  

２）障害のある人ない人が一緒に踊る「フラッシュモブ」を通して交流を図る。 

     ・イベント名：フレアイモブ 

・日 時：８月１日（土）～２日（日）３回実施 

・参加者：団体１３グループ、個人１０名 

・練習日：７月１９日 ・７月２４日 

 

★③北九州市障害福祉団体連絡協議会の運営（事務委託） 
     ・定期総会：６月６日（土） 

  ・常任委員会：毎月第４木曜日開催 

  ・研修会 ６月 ６日 「市の平成２７年度の新規及び重点事業」 

       ９月２６日 「障害支援区分に変わって見えてくるもの」 
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・北九州市へ要望書の提出  ９月２４日 

  ・意見交換会 北九州スタジアム 小倉南図書館 災害時支援マニュアル 等 

・障害者差別解消法関連事業 

障害者差別解消法連絡会議の運営（５つの連絡会議） 

  ・市民啓発街頭キャンペーン １２月５日  小倉駅ペデストリアンデッキ 

 

④北九州市社会福祉協議会ボランティア・市民活動センターとの連携 
     ・運営委員会   ・５月２９日 ・８月６日 ・１０月２２日  

     ・運営委員会正副会長会議 ・５月１９日 ・７月２８日 ・１０月２日 

・研修専門委員会 ・７月３０日 ・８月２５日 ・９月３日 

・北九州市社会福祉協議会表彰審査委員会  １０月２２日 

             表彰式      １１月１５日（北九州市社会福祉大会時） 

 

⑤北九州市障害者自立支援協議会への参画 
      総 会 ・７月３１日 

    

⑥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・

北九州国際交流協会・北九州市八幡西生涯学習総合センター・北九州

市市民活動サポートセンター・北九州市シルバー人材センター］  

・連絡会開催  年５回 偶数月 

・４月１５日 ・６月２４日 ・８月２６日・１０月２８日・H２８年２月２４日 

 

 

★（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 
 １）夢の福祉ロボットアイデアコンテスト（再掲） 

      協賛企業として、安川電機・有薗製作所・ネッツトヨタ北九州と一緒に取り組んだ。 

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） 
１）前期：ＪＲ九州社員カスタマーサポート研修（５月～８月） ７回 

                      会場：ウェルとばた 

                      参加者：１０６名 

    ２）後期：ＪＲ九州社員カスタマーサポート研修（９月～１１月） ７回 

会場：ウェルとばた 

参加者：１０６名 

 

（３）草の根ネットワーク活動強化支援事業 

①「障害者活動支援資金」を原資に基盤強化の支援事業の実施 
   ★１）障害者の余暇活動支援者連絡会への支援 

      連絡会の開催 ①５月２０日  ②７月１５日  ③９月１７日 ④１１月１９日 

⑤ 平成２８年３月３日 

２）北九州盲ろう者支援ネットワークへの支援 
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５．組織基盤事業 
（１）組織運営 

① 定期総会 
１） 日時：５月３０日  

会場：東部障害者福祉会館 研修室６Ａ・В 

        個人会員  １６８名：出席１０７名 (うち委任状出席８２名) 

        団体会員  ２２団体：出席１６団体（うち委任状出席１１団体） 

      ・平成２６年度事業報告及び決算報告、会計監査報告 

      ・第１８期役員の選出 

      ・平成２７年度事業計画案及び収支予算案 

       

 ② 理事会 
    １）第１回定例理事会 

日時：５月８日 

      会場：東部障害者福祉会館 研修室６Ｃ 

議題：・平成２６年度事業報告及び収支決算報告 

         ・職員の退職および採用について 

         ・第３４回定期総会について 

    ２）第２回臨時理事会 

日時：５月３０日 

      会場：東部障害者福祉会館 研修室６Ａ・Ｂ 

議題：・３役の選出について 

３）第３回定例理事会 

日時：平成２７年１０月２７日 

      会場：ウェルとばた７階 連絡事務室 

議題：・平成２７年度上半期事業及び収支決算の確認 

         ・平成２７年度下半期事業の確認 

４）第４回定例理事会 

日時：平成２８年３月２９日 

      会場：ウェルとばた７階 連絡事務室 

議題：・平成２８年度事業計画案及び収支予算案 

         ・職員の退職および採用について 

     ③ 経営戦略会議 隔偶数月 ６回 

（夢の福祉ロボットアイデアコンテスト実行委員会を兼務） 

     ④ 広報戦略会議（毎月の事務局会議内） 

   ⑤ 常任委員会  隔奇数月(第二水曜日) ６回 

 

（２）中長期計画の具現化  

★① 中長期計画に基づく４年目の取り組みの展開 
   １）障害者の地域活動参加のための支援 

           地域バリアフリー点検活動や障害のある人も利用しやすい店舗情報の収集に、参加の 

 声かけを取り組んでいる。 

２）ボランティア活動を通して余暇を支援する。 

  「障害者の余暇活動支援者連絡会」の事務局を担当し、関係団体、関係機関と課題解決 

 に向けた話し合いを続けている。 
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３）市民活動を促進するためのネットワークづくり。     

      中間支援組織連絡会へ積極的に関わり、情報交換と活動連携を行っている。 

           また、各団体との連携を深めるため、合同コーディネーター研修を企画している。 

・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・北九州国際交流協会・北九州市 

八幡西生涯学習総合センター・北九州市市民活動サポートセンター、北九州市シル

バー人材センター］  

 

 

（３）総務 

① 法人の事業概要「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 後援・協力事業 
１）協力事業 

＊到津の森ドリームナイト・アット・ザ・ズー  

   ・日 時：６月６日 

   ・会 場：到津の森公園 

         ＊「見えない・見えにくい人のための福祉機器展ｉｎ北九州」 

・日 時：６月１４日 

    ・会 場：西部障害者福祉会館 

         ＊デフ・パペットシアター・ひとみ 

・日 時：９月１８日 

    ・会 場：北九州市立若松市民会館 

＊東部障害者福祉会館開館記念文化祭「ふれあい広場」 

・日 時：１０月２５日 

    ・会 場：ウェルとばた６階・７階会議室 

・実行委員会： ・７月１３日 ・９月１６日  

＊第８回北九州市障害者芸術祭 

   「ステージイベント」 

・日  時：１１月２９日 ウェルとばた３階中ホール    

   ・作品展示：１２月１日～６日 

      「事前ＰＲイベント」 

      ・日  時：９月２６日 ＣＯＬＥＴ／Ｉ’ｍ１階公開空地 

・実行委員会：・４月１５日・５月１４日・７月９日・８月１９日・１０月１６日 

・１１月１８日・２月４日・３月１７日 

＊第３４回北九州市障害者ボーリング大会  

   ・日 時：１２月６日 

   ・会 場：桃園シティボール 

 

２）後援事業 

・第５３回北九州市障害者スポーツ大会 ５月２４日 本城陸上競技場 

・第２２回ふうせんバレーボール北九州大会 ７月５日 北九州市立総合体育館 

    ・第２６回全国ふうせんバレーボール大会 １１月２３日 北九州市立総合体育館 

    ・第１８回北九州手話フェスティバル １２月６日 北九州市立黒崎ひびしんホール 
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３）出席・派遣・参加 

［出席］ 

 ・「イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン」贈呈式（竹田） 

Ｈ２６年分下半期＝４月１１日、Ｈ２７年上半期＝１０月１１日 

 ・北九州市社会福祉協議会創立５０周年記念のつどい（岡田）１１月２０日 

・北九州市福祉事業団設立５０周年記念（古賀）１１月３０日 

 ・北九州青年会議所新年祝賀会（岡田）平成２８年１月１２日 

・北九州市手をつなぐ育成会「出発を励ます集い」（竹田）平成２８年１月３０日 

  

 

 

［派遣］ 

 ・北九州市障害者施策推進基本計画フォローアップ会議（古賀） 

・北九州市人権施策審議会（古賀） 

・北九州市障害者自立支援協議会（古賀） 

・北九州ボランティア顕彰委員会（古賀） 

・北九州市手をつなぐ育成会評議委員会（古賀） 

・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） 

・北九州市ボランティア・市民活動センター運営委員会（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） 

・北九州チャンピオンズカップ国際車椅子バスケットボール大会実行委員会（竹田） 

・見えない・見えにくい人のための福祉機器展実行委員会（音部） 

・北九州市障害者施策推進協議会（榎） 

・福岡県福祉情報センター障害者福祉専門委員会（立目） 

・北九州市社会福祉協議会評議委員会（立目） 

・八幡東区いきいき２１推進協議会（中村） 

         ・北九州市障害者芸術祭実行委員会（船寄） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


