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「グリーンコープ生活協同組合くまもと」が新たに加入 ～「熊本見守り応援隊」協定締結式～

「熊本見守り応援隊」に、グリーンコープ生協くまもとが加

わり、１月13日(木)に県庁で協定締結式が行われました。締結

式では、県健康福祉部長の早田章子氏が、｢ネットワークをつ

くり、困っている方に迅速に支援を届けたい。住民の孤立を防

ぎ、誰一人とり残さない社会の実現にご協力をお願いしたい｣

と挨拶されました。

また、グリーンコープ生協くまもと理事長の高濱千夏氏が、

「倒れている方を発見した場合や、食べられない量の注文で

認知症が疑われる方の相談先を迷うケースがあった。協定により相談先ができ心強い。多くの地

域住民の方が自宅で安心して生活できることを目指したい｣と挨拶されました。

｢熊本見守り応援隊｣は平成23年度に発足し、県社協･県民児協を含む５つの関係機関と民間事業

者が協力して地域の見守り活動に取り組んでおり、今回で21の事業者との協定締結となりました。

令和 2年 7 月豪雨被災地の支援の課題を共有 ～地域支え合いセンター主任生活支援相談員連絡会議～

１月 20 日(木)、オンラインで「地域支え合いセン

ター主任生活支援相談員連絡会議」を開催し、主任生

活支援相談員等 17 名が出席しました。

連絡会議では、各市町村地域支え合いセンター(以

下、「センター」と表記)から事前に提出のあった協議

事項をもとに意見交換を行い、会議後半では２グル

ープに分けてグループワークを行いました。

県担当課、支援団体(KVOAD、バルビー)、先災地センター(西原

村、益城町)も助言者として出席し、賃貸型仮設住宅入居者向けの

集いの場の確保や、コロナ禍におけるボランティアの受け入れ等

の課題の共有を行うことができ、今後のセンター活動に活かして

いくための有意義な意見交換となりました。 【配信会場の様子】

オンラインのあたたかい場づくりについて学ぶ ～市町村社協ボランティア活動推進者研修会～

１月 27 日(木)、オンラインで「市町村社協ボランティア活動推進者

研修会」を開催し、市町村社協のボランティアコーディネーター等 14

名が参加しました。

研修会では、ＮＰＯ法人ハンズオン埼玉常務理事の西川正氏から､「地

域福祉活動におけるオンライン

(ＩＣＴ)の活用について～オンラ

インのあたたかい場づくり～」をテーマに講義と演習を行

っていただきました。Zoom の基本操作をはじめ、オンライ

ン上でのアイスブレイクや意見交換の演習、地域福祉活動

の取組み事例などについてもお話しいただき、今後オンラ

イン会議や研修会の開催、社協の事業活動を進めていくう

えで多くのヒントを得る機会となりました。

【講師の西川氏】
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生活福祉資金（緊急小口資金・総合支援資金）特例貸付の貸付実績について

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により、一時的に収入が減少して生活に

困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯を対象に生活福祉資金（緊急小口資金・総合支

援資金）の特例貸付を実施しています。借入申込先はお住まいの市町村社協ですが、感染症の感

染拡大防止のため、原則として郵

送による申込みとなっています。

また、令和２年７月豪雨により

被災し、当座の生活費を必要とす

る世帯には、生活福祉資金（緊急

小口資金）の特例貸付を実施して

おり、令和３年12月末時点での貸

付実績は右表のとおりです。

【新型コロナウイルス特例貸付実績（12月末時点）】

区 分 貸付件数 貸付金額

緊急小口資金 17,402件 3,102,400,000円

総合支援資金(初回・延長) 11,786件 7,911,890,000円

総合支援資金(再貸付) 5,539件 2,997,480,000円

合 計 34,727件 14,011,770,000円

【令和２年７月豪雨特例貸付実績（12月末時点）】

区 分 貸付件数 貸付金額

緊急小口資金 103件 13,600,000円

福祉資格取得のための各修学資金貸付事業の決定実績について

介護福祉士修学資金等貸付（介護福祉士・社会福祉士修学資金、介護福祉士実務者研修受講資金）並

びに保育士修学資金貸付は、各資格を取得するための修学費用を貸し付ける事業です。令和３年度の

決定実績は次表のとおりです。前年度と比較して介護福祉士・社会福祉士修学資金、保育士修学

資金は増加、介護福祉士実務者研修受講資金は、ほぼ横ばいで推移しています。

なお、令和３年度から新規に実施している福祉系高校修学資金は、介護福祉士を目指し、県内の

福祉系高校に在籍する高校生に修学費用を貸し付けるもので、今年度の決定実績は５件でした。

【令和３年度と令和２年度との決定実績の比較表(12月末時点)】

資金種類
令和３年度 （令和２年度） 前年度比（％）

件数 金額 件数 金額 件数 金額

介護福祉士・社会福祉士修学資金 29件 46,240,000円 20件 30,286,000円 145％ 153％

介護福祉士実務者研修受講資金 173件 33,923,306円 175件 33,804,109円 98％ 100％

保育士修学資金 161件 215,578,208円 127件 168,862,176円 127％ 128％

福祉系高校修学資金 ５件 1,390,000円 － － － －

介護支援専門員実務研修(オンライン)が始まる

１月11日(火)から、介護支援専門員実務研修受講試験の合格者236名を対象として、介護支援

専門員実務研修を開始しました。

本研修は、厚生労働省が定める87時間の研修カリキュラムについて、全15日間の講義並びに演

習及び３日間の見学・観察研修を実施し、研修終了日は、５月24日(火)を予定しています。

なお、今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、講義並びに演習は、オンライン

により実施します。

また、見学・観察研修については、受講者が協力事業所において、ケアマネジメントプロセス

の実践における留意点等を学び、居宅サービス計画書の模擬プランを作成する実習を行います。

車椅子寄贈並びに寄附のお礼 ～明治安田生命相互会社熊本支社様～

１月21日(金)、明治安田生命相互会社熊本支社様から、市町村

社協へ車椅子７台の寄贈と本会に対しご寄附をいただきました。

ご寄贈いただいた車椅子は、外出機会の少ない高齢者や障がい

者の方々への貸出しや外出支援、福祉教育など、様々な福祉活動

に活用させていただきます。

また、ご寄附いただきました浄財は、社会福祉事業の振興など

に有効に活用させていただきます。

【寄贈先の社協】

水俣市、上天草市、宇城市、大津町、菊陽町、氷川町、錦町 【左：日野熊本支社長 右：本田常務理事】
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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

◆ホームページ「バナー広告」の募集◆

本会ホームページでのバナー広告を募集中です。

広告の位置 本会ホームページの下部

広告の枠数 最大８枠

広告の規格 大きさ 縦50ﾋﾟｸｾﾙ×横146ﾋﾟｸｾﾙ

広告掲載料 １か月あたり5,000円

掲載希望期間 １か月単位で、最長12か月まで

※詳細は、当課にお問合せください。

◆生活困窮者自立相談支援事業

担当者連絡会議(書面)開催のご案内◆

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、書面

開催とし、下記資料を２月中旬以降に送付します。

(1) 行政説明 ｢コロナ禍における

自立相談支援事業について｣

(2) 事業説明 ｢令和４年度事業(会議・研修等)

及び予算について｣

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

◆社会福祉法人経営相談室をご利用ください◆

社会福祉法人・施設の経営における諸課題につい

て、専門相談員がアドバイスを行います。

なお、感染症拡大防止のため、来所相談を電話相談

に変更する場合がありますのでご了承ください。

ご利用される際は、必ず事前にご予約ください。

○社会保険労務士 毎月第１月曜日 13：30～16:00

○公認会計士 毎月第２火曜日 13：00～16:00

○弁護士 毎月第３木曜日 13：00～16:00

◆教育支援資金(就学支度費)の

申込みはお早めに◆

本年４月に進学予定の方を対象として、就学に必

要な経費(入学金、教材費、制服代等)を貸し付ける

就学支度費の申込期限は、３月 15 日(火)本会必着

です。

なお、志望校の合否が未発表の場合でも、受験校

証明書での申込みができます。

※詳細は、当課にお問合せください。

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

◆介護福祉士等修学資金及び

保育士修学資金貸付のご案内◆

介護福祉士並びに社会福祉士や、保育士の資格取

得を目指し、養成校に在籍する学生を対象に、修学

費用を貸し付けます。

令和４年度の申請期間は、４月１日(金)から５月

18日(水)までを予定しています。申請を希望する場

合は、在籍する養成校を通じてお申込みください。

※詳細は、当センターにお問合せください。

◆地域福祉権利擁護事業利用状況について◆

令和３年４月から12月末までの地域福祉権利擁

護事業の新規契約者数は、認知症高齢者57名、精神

障がい者37名、知的障がい者26名の合計120名とな

っています。

また、解約が102名あり、令和３年12月末時点での

実利用者数は803名となっています。

権利擁護支援のための重要な事業として、今後

も充実させていきます。

ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー ご 案 内

TEL 096-324-5436 ／ FAX 096-324-5427 ◆ソウェルクラブ地域開発メニュー

～リオネット補聴器の割引販売について～◆

令和４年２月から、ソウェルクラブ会員及びその

ご家族は、九州リオン株式会社が販売するリオネッ

ト補聴器を購入する際に、会員証を提示すること

で、希望小売価格15％の優待割引を受けることがで

きます。

【問合せ先】お近くのリオネットセンター

熊本 096-355-1133 長嶺 096-284-1535

玉名 0968-57-9331 宇土 0964-27-9325

◆財団法人等による各種助成金情報を掲載中◆

本会ホームページには、財団法人等によるボラン

ティアやＮＰＯ法人、小規模団体等が行う福祉活動

等への助成金に関する最新情報を随時掲載していま

す。トップページの『役立てる』をクリックし、「助

成金情報」のページを確

認いただき、ご活用くだ

さい。



日 曜 場所 開始時刻 担当 主催団体等

1 火 □ 福祉教育推進研究会議【Web】 第1会議室 13:30 ボラセン

☆ 県知的障がい者施設協会 第3回正副会長会議【Web】 第2会議室 13:30 施設 県知協

☆ 県知的障がい者施設協会 第3回理事会【Web】 第2会議室 14:30 施設 県知協

☆ 熊本こころのケアセンター運営委員会 県精神保健福祉センター 18:30 地域 熊本こころのケアセンター

□ 地域福祉権利擁護事業 市町村社協個別訪問(～4日) 八代市 10:00 権利

☆ ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ「中山間地域でﾁｬﾚﾝｼﾞする次世代ﾓﾋﾞﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽと新たなﾌﾟﾚｲﾔｰ」【Web】 事務局 13:30 地域 九州経済産業局

アンガーマネジメント研修会【Web】 事務局 10:00 人材

○◇ 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

5 土 ☆ 第4回介護の仕事「基礎講座」【web】 事務局 9:30 人材

6 日

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

☆ 生活困窮者自立相談支援事業 主任相談支援員情報交換会【Web】 事務局 14:00 地域

福祉のお仕事 魅力発信･出前講座(産山学園)【Web】 事務局 15:10 人材

会計監査人 期中監査(～10日) 第2会議室 10:00 総務

相談面接技術研修会(～9日)【Web】 事務局 10:00 人材

県老人福祉施設協議会 第3回介護保険対策委員会【Web】 事務局 10:30 施設 県老施協

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

広報セミナー「Officeで簡単！『伝わる』デザイン＆情報発信の極意」【Web】 事務局 15:00 総務 株式会社モリサワ

☆ 日本知的障害者福祉協会と九州地区知的障害者福祉協会との意見交換会【Web】 事務局 15:30 施設 九知協

生活支援コーディネーター研究協議会【Web】 事務局 13:00 地域 全社協

○ 第18回九州ろうきん熊本地区NPO助成フォーラム ホテルメルパルク熊本 13:30 総務 九州ろうきん熊本県本部

九社連老人福祉施設協議会 第4回養護部会長会議【Web】 第1会議室 14:00 施設 県老施協

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

地域の底力向上研修会 嘉島町 9:30 地域

県保育協議会給食部会 第7回常任委員会 KKRホテル熊本 10:30 施設 県保育協

□ 市町村ボランティアセンター機能強化研究会議【Web】 事務局 13:30 ボラセン

県保育協議会給食部会 第2回地区委員会 KKRホテル熊本 14:00 施設 県保育協

□ 山鹿市災害ボランティアセンター設置訓練職員事前研修会 山鹿市 18:30 ボラセン 山鹿市社協

11 金

12 土

13 日

14 月 □ 令和2年7月豪雨災害ボランティアセンター訪問調査 八代市 13:30 ボラセン

□ 第6回地域福祉権利擁護事業 契約締結審査会 第1会議室 10:30 権利

福祉のお仕事出張相談会(ゆめタウン光の森) 菊陽町 10:30 人材

社会福祉法人制度改革対応セミナー後期【Web】 第2会議室 13:00 施設 全国経営協･県経営協

△ 県在宅医療連合会代表者会議【Web】 事務局 19:00 総務 県医師会

県保育協議会保育士部会 第2回常任委員会 KKRホテル熊本 10:00 施設 県保育協

県保育協議会保育士部会 第2回地区委員会 KKRホテル熊本 13:30 施設 県保育協

□ 成年後見制度利用促進研修会【Web】 事務局 13:30 権利 県認知症対策･地域ケア推進課

第2回工賃向上計画支援研修会【Web】 第2会議室 14:00 施設 県就労協

県養護協議会 機関連携研修会【Web】 事務局 14:00 施設 県養護協

☆ 九州地区知的障害者福祉協会 種別部会･合同研修会(長崎大会)【Web】 事務局 10:00 施設 九知協･長崎県知的協

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

□ 市町村社協地域福祉権利擁護事業 実務者連絡会議【Web】 事務局 13:25 権利

△ 第4回全社協生活福祉資金貸付事業運営委員会【Web】 事務局 15:00 資金 全社協民生部

□ 大津町社協職員全体研修会 大津町 17:30 ボラセン 大津町社協

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 9:00 地域 大津町社協

介護支援専門員実務研修6日目【Web】 KKRホテル熊本 9:30 人材

○◇ 生活福祉資金貸付審査等小委員会 第1会議室 13:30 資金

□ ぱあとなあ熊本業務監査【Web】 19:00 権利 県社会福祉士会

19 土 ☆ 県ホームへルパー協議会 第3回理事会【Web】 事務局 13:30 施設 県へルパー協

20 日

日本司法支援センター熊本地方事務所協議会 くまもと県民交流館パレア 13:00 地域 法テラス熊本

☆ 県養護協議会 九州児童福祉施設職員研究大会第3回実行委員会【Web】 事務局 13:30 施設 県養護協

☆ 第2回県地域訓練協議会【Web】 事務局 10:00 人材 熊本労働局

☆ 第2回県社会就労センター協議会正副会長･幹事並びに県セルプセンター正副委員長会議【Web】 第4会議室 13:30 施設 県就労協

23 水

介護支援専門員実務研修7日目【Web】 KKRホテル熊本 9:00 人材

第3回農福連携事業研修会【Web】 第2会議室 14:00 施設 県就労協

福祉のお仕事出張相談会 ゆめタウンはません 10:30 人材

□ 県ボランティア連絡協議会 第2回理事会 研修ホール 10:30 ボラセン 県ボランティア連絡協議会

社会福祉法人法令関係研修会【Web】 第1会議室 13:30 施設

□ 県障害者差別解消･虐待防止連絡会議 ホテル熊本テルサ 14:00 権利 県障がい者支援課

26 土

□ 山鹿市災害ボランティアセンター設置訓練 山鹿市 8:20 ボラセン 山鹿市社協

第14回県医療･保険･福祉連携学会【Web】 県医師会館 13:00 施設 県医療･保険･福祉団体協議会

□ 市町村災害ボランティアセンター運営強化推進会議 第1会議室 13:30 ボラセン

☆ 九社連身体障害児者施設協議会会長会【Web】 第2会議室 14:00 施設 九社連身障協

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

25 金

27 日

28 月

21 月

22 火

24 木

16 水

17 木

18 金

9 水

10 木

15 火

7 月

8 火

2 水

3 木

4 金

社会福祉法人 熊本県社会福祉協議会　令和4年2月行事予定表

◎会長　○常務　△局長　◇次長　☆部長　□課･所長
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