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令和４年５月１日（第264号）

県社協ニュース
発 行

社会福祉

法 人
熊本県社会福祉協議会

熊本市中央区南千反畑町3-7／TEL(096)324-5454

http://www.fukushi-kumamoto.or.jp/

社会福祉振興基金助成事業のご案内

令和４年度も、次の内容で公募による助成事業を行います。

№ 事 業 名 助成対象 予算額 事業概要･助成額 締切

1
成年後見センター等体制整

備事業

市 町 村

社 協

70 万円
成年後見センター等の体制整備

１社協あたり 30 万円以内

5/31

(火)

2

安心生活支援活動推進事業

420 万円
5/27

(金)

地域における包括的支

援体制を強化するため

の先駆的･先進的事業

多世代の居場所及び他機関協

働の地域づくり事業、財源確

保事業など

地域福祉活動計画の改

定､社協発展強化計画の

策定･改定及び BCP 策定

促進事業

地域福祉活動計画の改定、社

協発展強化計画の策定・改定

及び BCP 策定に必要な経費

地域の見守り･支え合い

活動促進事業

サロン活動の促進、コミュニ

ティ形成のための取組みなど

広域的支援モデル推進

事業 [新規]

近隣社協が連携し、広域的な

事業を企画・検討するために

必要な経費

3 民間福祉団体活動推進事業

民間福祉

団 体

140 万円
１事業の上限額 50 万円

(対象経費の 2/3 以内)

5/31

(火)

4 同(各種大会開催助成) 80 万円
九州規模は上限額 10 万円

全国規模は上限額 15 万円

5/31

(火)

5 小規模団体活動支援事業 80 万円
１事業の上限額 10 万円

(対象経費の 2/3 以内)

5/31

(火)

6

ボランティア活動推進事業

市 町 村

社 協
225 万円

ボランティア養成講座

事業

ボランティア養成講座を実施

する事業など

5/31

(火)

福祉教育推進事業
地域住民向けの福祉講座や児

童や生徒向けの福祉教育など

災害ボランティアセン

ター設置訓練事業

災害ＶＣ設置訓練の実施かつ同

訓練に伴うスタッフ研修など

ボランティア連絡協議

会との協働事業

市町村ボランティア連絡協議

会と協働で実施するボランテ

ィアフェスティバルなど

総合事業
上記を総合的に、又はいくつか

を組み合わせて実施する事業

※詳しくは、各事業の実施要領により、随時お知らせいたします。
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熊本県ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付のご案内

本資金は、高等職業訓練促進給付金を受けながら養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得

を目指すひとり親家庭の親に対して資金を貸し付けることにより、資格取得を促進するととも

に、自立に向けて意欲的に取り組むひとり親家庭の親に対し、住宅支援資金を貸し付け、自立促

進を図ることを目的としています。

資金種類は次の３種類です。各資金とも一定の要件を満たす場合は、返還免除が可能となりま

す。対象要件や申請方法、返還免除要件等の詳細については、本会ホームページをご覧ください。

資金種類 貸付額 受付期間

入学準備金 50万円以内
【第１期】６月17日(金)～７月22日(金)

【第２期】10月14日(金)～11月18日(金)

就職準備金 20万円以内 ４月15日(金)～５月25日(水)

住宅支援資金
１ヵ月当たりの家賃実費(上限

月額４万円)×12か月以内
４月１日(金)～２月28日(火)

有資格者向け返還免除付き貸付事業のご案内

介護福祉士や保育士などの資格を持ち、福祉の仕事に就いていない方が、今後資格を活かし、

熊本県内の対象事業所で就労する場合、次の資金を貸し付けます。

なお、対象事業所で２年間就労するなどの要件を満たした場合は、返済を免除できます。

【介護職員再就職準備金貸付事業】

介護福祉士などの介護に関する資格を持ち、介護職員として勤務した経験がありながら、現在

は福祉以外の分野で働いている方が、再び介護職に就く場合に、必要な費用を貸し付けます。

【保育士就職準備金貸付事業】

保育士資格を持ち、保育所等で勤務した経験がありながら、福祉以外の分野で働いている方な

どが、再度保育士として就労する場合に、必要な費用を貸し付けます。

【未就学児を持つ保育士に対する保育料一部貸付事業】

保育所等に入園するお子さんがいる保育士資格を持つ方が、保育士として就労することを希望

する場合に、お子さんの保育料の一部(半額)を貸し付けます。

福祉の仕事魅力発信・出前講座のご案内

学校や市町村社協が企画する講座に、地元の福祉・介護分野の福祉施設で働

く職員を講師として派遣し、若者の福祉の仕事に対する理解促進を図ります。

キャリア教育や職場体験、ワークキャンプ等の事前学習、福祉分野への進学・

就職といった進路選択の情報を得る機会として、是非ご活用ください。

〈対 象〉熊本県内の中学校・高校・専門学校・大学等の生徒、学生等

〈費 用〉無料

〈申込方法〉本会ホームページに掲載の申込書をご記入のうえ、福祉人材・研修セ

ンターに提出してください。〔申込締切：令和5年1月31日(火)〕

福祉サービス苦情解決体制整備状況把握のための巡回訪問 ～運営適正化委員会～

社会福祉法第83条により設置されている運営適正化委員会は、法に基づく２つの事業を行って

います。その一つが、福祉サービスに関する利用者からの苦情を適切に解決することですが、そ

のためには、まず、福祉サービスを提供している施設・事業所が自ら苦情解決に積極的に取り組

むことが必要です。各施設・事業所においては、厚労省からの通知である「社会福祉事業の経営

者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針」に沿って、福祉サービス苦情解決体制

の整備がなされているところです。

運営適正化委員会は、そのような施設・事業所の苦情解決体制整備と苦情解決のための取組状

況を把握し、意見交換を行い、連携して苦情解決体制の充実を図ることを目的として、巡回訪問

を行っています。今年度も、新型コロナウイルス感染症の予防に留意しながら、各施設・事業所・

社協の13か所を訪問する予定です。
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各課トピックス ＊お問合せは、県社協各課まで

総 務 企 画 課 地 域 福 祉 課

TEL 096-324-5454 ／ FAX 096-355-5440 TEL 096-324-5470／ FAX 096-355-5440

◆熊本県民間社会福祉事業従事者

退職共済事業のご案内◆

標記退職共済事業は、県内の民間社会福祉事業を

営む事業所(社会福祉法人)に勤務する職員の皆様の

将来の生活安定を図ることを目的とした、加入者に

とって大きなメリットがある退職共済制度です。随

時加入を受付ております。

※詳細は、総務企画課までお問合せください。

◆市町村社会福祉協議会個別訪問の実施について◆

今年度も、市町村社協が実施する事業活動や法人

運営の実態・課題等を把握するとともに、きめ細か

な支援と連携強化を図ることを目的に、個別訪問を

実施します。

令和３年度に訪問していない社協へ日程調整の

うえ訪問する予定としていますので、ご協力をお願

いします。

施 設 団 体 支 援 課 福 祉 資 金 課

TEL 096-324-5462／ FAX 096-355-5440 TEL 096-324-5475／ FAX 096-324-5456

◆社会福祉事業振興資金貸付制度のご案内◆

本制度は、県内で社会福祉事業を行う社会福祉法

人に対し社会福祉施設の整備資金や運営資金を融

資し、経営を財政面から支援する事業です。

〔整備資金〕新築、増改築、土地取得、災害復旧に

要する資金等 限度額：1,500万円以内

〔運営資金〕施設経営等の運営に要する資金

限度額： 200万円以内

〔令和 4年度貸付利率〕年利 1.10％

◆不動産担保型生活資金 貸付利率は 1.10％◆

令和４年度の「不動産担保型生活資金」及び「要

保護世帯向け不動産担保型生活資金」の貸付利率

は、年1.10％です。

この利率は、制度要項で「年3％又は当該年度にお

ける４月１日時点の長期ﾌﾟﾗｲﾑﾚｰﾄのいずれか低い

方を基準とする」こととなっており、４月１日現在

の日本銀行の長期ﾌﾟﾗｲﾑﾚｰﾄが年1.10％と定められ

ているためです。

福 祉 人 材 ・ 研 修 セ ン タ ー 地 域 福 祉 権 利 擁 護 セ ン タ ー

TEL 096-322-8077 ／ FAX 096-324-5464 TEL 096-324-5474 ／ FAX 096-355-5440

◆職場体験事業のご案内◆

福祉や介護の仕事に関心がある方や、関係する資

格を保有しながら業務に従事していない方などを

対象に、福祉の職場での体験を通して理解を深め、

就労を促進するための事業です。

〔体験費用〕無料

〔申込〕申込書は本会ホームページからダウンロー

ドできます。〔申込締切：令和5年2月15日〕

※詳細は、当センターまでお問合せください。

◆地域福祉権利擁護事業利用状況について◆
令和３年度

契約締結件数

令和３年度

解約・終了件数

令和４年３月末

実利用者数

認知症高齢者 73件 94件 275名

知的障がい者 33件 24件 251名

精神障がい者 47件 31件 242名

その他 1件 3件 19名

生保(再掲） (38件) (44件) (193名)

計 154件 152件 787名

※熊本市社協実施分を除く

ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー ご 案 内

TEL 096-324-5436 ／ FAX 096-324-5427 ◆「見つけたよ 広がる未来とつかむ夢」

～令和４年度 児童福祉週間～◆

厚労省、全社協及び児童育成協会では、子どもや

家庭、子どもの健やかな成長につ

いて国民全体で考えることを目的

に、毎年５月５日の「子どもの日」

から１週間を「児童福祉週間と定

め、児童福祉の理念の普及・啓発

のための各種行事が行われます。

◆市町村災害ボランティアセンター設置・運営

アドバイザー派遣事業のご案内◆

本年度も、災害ボランティアセンターの効率的な

運営方法の助言や情報提供を行うアドバイザーの派

遣事業を実施します。市町村社協によるボランティ

ア及び住民向けの災害ボランティア養成講座や研

修、職員研修等の実施予定がある際は、ボランティ

アセンターへご連絡ください。



日 曜 場所 開始時刻 担当 主催団体等

1 日

2 月 社会福祉法人来所相談･社協活動支援･相談室(専門相談:社会保険労務士) 事務局 13:30 施設･地域

3 火

4 水

5 木

6 金 県養護協議会 第1回研修委員会【Web】 第3会議室 13:30 施設 県養護協

7 土

8 日

☆ 県DCAT打合せ 第1会議室 10:00 施設 県老施協
☆ 県身体障害児者施設協議会 監査 研修ホール 13:00 施設 県身障協
☆ 県身体障害児者施設協議会 第1回施設長会議 研修ホール 14:00 施設 県身障協
☆ 広域的支援モデル推進事業に係る市町村社協個別訪問 南小国町･小国町 10:30 地域

福祉のお仕事巡回相談(ハローワーク上益城） 御船町 10:30 人材 上益城公共職業安定所
福祉のお仕事巡回相談(ハローワーク球磨） 人吉市 10:30 人材 球磨公共職業安定所

☆ 福祉のお仕事巡回相談(ハローワーク八代） 八代市 10:30 人材 八代公共職業安定所
社会福祉法人来所相談･社協活動支援･相談室(専門相談:公認会計士) 事務局 13:00 施設･地域

□ 地域福祉権利擁護事業市町村社協個別訪問 宇土市 13:00 権利
○ 看護の日記念式典及び講演会 熊本城ホール 13:30 総務 県看護協会
☆ 九社連社会福祉法人経営者協議会 第1回役員会【Web】 第2会議室 13:30 施設 九社連経営協

九州地区知的障害者福祉協会 監査 第3会議室 13:30 施設 九知協
県知的障がい者施設協会 監査 第3会議室 13:30 施設 県知的協
県知的障がい者施設協会 第1回理事会【Web】 第4会議室 14:30 施設 県知的協

☆ 県DCAT打合せ 第4会議室 15:30 施設 県知的協
☆ 介護支援専門員実務研修13日目【Web】 KKRホテル熊本 9:30 人材
☆ 県保育協議会 第1回常任理事会 KKRホテル熊本 10:30 施設

福祉のお仕事巡回相談(ハローワーク宇城） 宇城市 10:30 人材 宇城公共職業安定所
福祉のお仕事巡回相談(ハローワーク菊池） 菊池市 10:30 人材 菊池公共職業安定所
認知症介護実践研修講師打合わせ【Web】 事務局 13:30 施設 県老施協

☆ 県保育協議会 第1回理事会 KKRホテル熊本 13:30 施設
福祉のお仕事出張相談会(イオンモール熊本） 嘉島町 13:30 人材
県老人福祉施設協議会 第2回正副会長会議 熊本ニュースカイ 13:30 施設 県老施協

☆ 菊池市民児協研修会 菊池市 13:30 地域 菊池市民児協
□ 熊本さわやか大学校熊本校 研修ホール 13:30 ボラセン さわやか長寿財団

九社連身体障害児者施設協議会 第1回委員会【Web】 第4会議室 15:00 施設 九社連身障協
県老人福祉施設協議会 第1回役員会 熊本ニュースカイ 15:00 施設 県老施協
九社連児童養護施設協議会 第1回各県会長会議【Web】 第2会議室 15:00 施設 九社連養護協
生活困窮者自立相談支援事業 大津町支援調整会議 大津町 9:30 地域 大津町社協
第69回九州児童福祉施設職員研究大会 記念講演･対談収録 第4会議室 13:00 施設 県養護協

○◇ 生活福祉資金貸付審査等運営委員会 第1会議室 13:30 資金
☆□ 都道府県･指定都市社協地域福祉推進担当部･課･所長会議【Web】 事務局 13:30 地域 全社協

14 土 ☆ 介護等体験事前講話 熊本大学 9:30 人材 熊本大学
15 日

県老人福祉施設協議会 第1回介護保険対策委員会 熊本ニュースカイ 14:00 施設 県老施協
☆ 九州地区知的障害者福祉協会 第1回各県会長会 第2会議室 15:00 施設 九知協

△◇☆□ 県社協 会計監査 事務局 9:00 総務
生活困窮者自立相談支援事業 菊陽町支援調整会議 菊陽町 9:00 地域 菊陽町社協

☆ 介護支援専門員実務研修14日目【Web】 KKRホテル熊本 9:30 人材
福祉のお仕事巡回相談会(ゆめタウン光の森) 菊陽町 10:30 人材

□ 都道府県･指定都市社協ボランティア･市民活動センター所長･担当者会議【Web】 事務局 13:30 ボラセン 全社協
☆ 県市町村社会福祉協議会連合会 監査 第4会議室 13:30 地域 県市町村社協連合会

県防災会議等合同会議【Web】 事務局 14:00 ボラセン 県危機管理防災課
☆ 県市町村社会福祉協議会連合会 第1回幹事会 第4会議室 15:00 地域 県市町村社協連合会

ビジネスマナ－研修会第1回 研修ホ－ル 10:00 人材
福祉のお仕事巡回相談(ハローワーク阿蘇） 阿蘇市 10:30 人材 阿蘇公共職業安定所

☆ 九州地区知的障害者福祉協会 第1回理事会【Web】 第2会議室 14:00 施設 九知協
☆ 福祉のお仕事巡回相談(ハローワーク天草） 天草市 10:30 人材 天草公共職業安定所

社会福祉法人来所相談･社協活動支援･相談室(専門相談:弁護士) 事務局 13:00 施設･地域

△◇☆□ 県社協 事業監査 事務局 13:30 総務
九社連老人福祉施設協議会 各県･市会長会議【Web】 第1会議室 14:00 施設 九社連老施協
九社連老人福祉施設協議会 各県･市特養部会長会議【Web】 第1会議室 10:00 施設 九社連老施協
ビジネスマナ－研修会第2回 研修ホ－ル 10:00 人材

☆ 県民生委員児童委員協議会 監査 第3会議室 13:30 地域 県民児協
△□ 第1回運営適正化委員会(運営監視部会･苦情解決部会） 第1会議室 14:00 運適

21 土

22 日 △ 第21回くまもと障がい者スポーツ大会 県民総合運動公園 9:00 総務 県社会福祉事業団
☆ 県民生委員児童委員協議会 第1回総務委員会 第1会議室 13:30 地域 県民児協
□ 小国町ボランティア連絡協議会総会 小国町 14:30 ボラセン 小国町ボランティア連絡協議会

全国経営協ブロック会議 福岡市 14:45 施設 全国経営協
☆ 介護支援専門員実務研修15日目【Web】 KKRホテル熊本 9:30 人材

福祉のお仕事巡回相談(ハローワーク水俣） 水俣市 10:30 人材 水俣公共職業安定所
□ 地域福祉権利擁護事業市町村社協個別訪問 水俣市 10:30 権利
☆ 県老人福祉施設協議会 第1回総会 KKRホテル熊本 13:30 施設 県老施協

生活困窮者自立相談支援事業 上下益城郡支援調整会議 御船町 13:30 地域 益城町社協
□ 都道府県･指定都市社協福祉教育担当者連絡会議【Web】 事務局 13:30 ボラセン 全社協
□ 熊本さわやか大学校八代校 八代市 13:30 ボラセン さわやか長寿財団

福祉のお仕事巡回相談(ハローワーク玉名） 玉名市 10:30 人材 玉名公共職業安定所
就職援護教育における福祉の仕事に関する講話 健軍駐屯地 11:30 人材 自衛隊熊本地方協力本部

☆ 介護等体験事前講話 熊本大学 12:00 人材 熊本大学
☆ 県社会就労センター協議会 第1回施設長会議 KKRホテル熊本 13:30 施設 県就労協
□ 第1回県ボランティア連絡協議会理事会 研修ホール 10:30 ボラセン 県ボランティア連絡協議会

福祉のお仕事出張相談会(ゆめタウンはません） ゆめタウンはません 10:30 人材
全民児連互助共励運営委員会・評議員会【Web】 第2会議室 11:00 地域 全民児連

○◇ 生活福祉資金貸付審査等運営委員会小委員会 第1会議室 13:30 資金
☆ 県市町村社会福祉協議会連合会 第1回理事会 第4会議室 13:30 地域 県市町村社協連合会
☆ 県養護協議会 監査 研修ホール 13:30 施設 県養護協
☆ 県養護協議会 第1回施設長会議 研修ホール 15:00 施設 県養護協

28 土

29 日

☆ 県保育協議会 総会 KKRホテル熊本 12:00 施設 県保育協
☆ 介護等体験事前講話 熊本県立大学 18:00 人材 熊本県立大学
□ 都道府県･指定都市社協災害ボランティア等に関する情報共有会議【Web】 事務局 13:30 ボラセン 全社協
☆ 県社会福祉法人経営者協議会 第1回総会 KKRホテル熊本 13:30 施設 県経営協
☆ 県社会福祉法人経営者協議会 経営研修会 KKRホテル熊本 14:40 施設 県経営協

総務・・・総務企画課　　　　地域・・・地域福祉課　　権利・・・地域福祉権利擁護センター　　ボラセン・・・ボランティアセンター

施設・・・施設団体支援課　　資金・・・福祉資金課　　人材・・・福祉人材・研修センター　　　運適・・・運営適正化委員会

27 金

30 月

31 火

23 月

24 火

25 水

18 水

19 木

20 金

13 金

16 月

17 火

10 火

11 水

12 木

社会福祉法人 熊本県社会福祉協議会 令和4年5月行事予定表

◎会長　○常務　△局長　◇次長　☆部長　□課･所長

9 月


