
14,423,000

平成27年度　いわて保健福祉基金助成金一覧

小　　　　計

適用助　成　額

288,000 盛岡市

166,000 奥州市

402,000 北上市

690,000 盛岡市

1,871,000 盛岡市

800,000 矢巾町

盛岡市

1,679,000 盛岡市

985,000 二戸市

679,000 盛岡市

盛岡市871,000

246,000 滝沢市

1,413,000 盛岡市

1,882,000 盛岡市

2,451,000

１　在宅保健福祉普及向上事業

特定非営利活動法人高齢者地域福祉サ
ポートセンター

地域でくらす高齢者のあんしん生活支援事業

13 ブラインド　ドリーム
岩手県の被災地区を中心とした視覚障がい者向
けの出張ＩＴサポート及びサポーター育成

14

12
公益社団法人認知症の人と家族の会岩
手県支部

「世界アルツハイマーデー記念セミナーによる
認知症普及啓発」事業

11 生き活きライフ展実行委員会 コミュニケーションは生活の基本

10 ブラインド　ドリーム 岩手県視覚障がい者サポートネットワーク

9
一般社団法人岩手介護コミュニティ協
会

「介護の魅力」啓発活動事業

8 岩手県難病・疾病団体連絡協議会
「JPA北海道・東北ブロック会議」・「難病
連結成15周年記念岩手県民大会」

7 社会福祉法人いつつ星会
平成27年度 二戸地区認知症あんしん生活実践
塾

6 キツツキネットワーク岩手
「老いても、病んでも、自分らしく心豊かに」
過ごすためのサポート事業。

5
特定非営利活動法人いわての保健福祉
支援研究会

有料老人ホーム等制度外居住サービスに関する
調査事業（要介護高齢者の住まいと暮らしの情
報普及と今後の展望調査検討事業）

4 一般社団法人生きがいづくり研究所
在宅高齢者の健康支援のためのフットケア普及
事業

3
一般社団法人もりおかナラティブ勉強
会

「暮らしの保健室もりおか」による地域包括ケ
アの実践

2 公立大学法人岩手県立大学
地域密着型サービス事業所に勤務する看護師の
ケアの質保障のための研修プログラムの確立

在宅療養者における口腔ケア普及啓発事業

№ 　団　体　名 事　　業　　名

1 一般社団法人岩手県歯科衛生士会



23,078,000小　　　　計

助　成　額 適用

820,000 奥州市

813,000 北上市

370,000 北上市

550,000 花巻市

1,385,000 盛岡市

360,000 盛岡市

673,000 盛岡市

1,689,000 盛岡市

2,229,000 花巻市

100,000 盛岡市

2,600,000 花巻市

730,000 一関市

562,000 盛岡市

1,141,000 盛岡市

687,000 一関市

1,210,000 盛岡市

2,200,000 盛岡市

277,000 盛岡市

1,483,000 雫石町

312,000 盛岡市

569,000 盛岡市

193,000 盛岡市

25
特定非営利活動法人
ポノポノクラブ岩手県支部

高齢者の温かい地域づくり・生きがいづくり・
仲間づくり事業

24
ペイシェントアクティブ
びわの会

「がんピアサポーター養成講座」

23
特定非営利活動法人
サポートセンターNPOえさし

介護予防交流会事業

22 猫山交流倶楽部 健康・生きがいづくり「猫山交流倶楽部」

337,000 盛岡市

２　健康、生きがいづくり推進事業

№ 　団　体　名

1,063,000 盛岡市

725,000 盛岡市

21 岩手県公衆衛生組合連合会 ベストライフ・リフレッシュ運動推進事業

20 一般財団法人岩手県老人クラブ連合会 健康づくり推進員養成事業

19 株式会社ソルド 「介護アロマ」出張サービス事業

18 障害者卓球チーム「飛天」 「障害者交流卓球教室」等開催事業

事　　業　　名

17 社会福祉法人光林会るんびにい美術館
「声なきいのちの声を聴く」展示と講和で訴え
る生命福祉推進事業

16
特定非営利活動法人いわての保健福祉
支援研究会

元気な高齢者社会参加支援モデル事業

15 夢想寿会
健康な体を維持し、異世代、地域社会と剣道で
交流する研修事業

14 岩手県スポーツ吹矢協会 スポーツ吹矢で健康生きがいつくり

13
たのはた保健・福祉プロジェクト協議
会

入浴・交流お楽しみバス運行による元気・絆復
活事業

12 公益社団法人岩手県栄養士会
「あたらない老後をむかえるために」目指せ！
健康長寿プロジェクト！

11
岩手県食生活改善推進員団体連絡協議
会両磐支部

脱脳卒中 私は あたらない！地区組織活動

10 岩手県交通安全対策協議会 高齢者の交通事故防止・交通マナーアップ事業

9
岩手災害リハビリテーション推進協議
会

災害リハビリテーションコーディネーター養成
事業

8
盛岡世代にかける橋ＯＢうたごえ事務
局

愛のうたごえ「出前うたごえ喫茶」

7
岩手県食生活改善推進員団体連絡協議
会

「適塩習慣定着促進事業　～突撃！隣のおみそ
汁～」

6
一般社団法人岩手県母子寡婦福祉連合
会

母子家庭等の健康遊び普及事業

5 体操と歌を楽しむシニアの会
ビューテイフル・エィジング事業、三大要介護
疾患を予防して　その２　認知症との関係

4 岩手県腎臓病の会 震災被災地支援事業

3 盛岡かたくりの会
がんシンポジウム　～ここまで進んだがんの最
新療法～

2 岩手２０００ふじ丸会 被災地餅つき体験交流事業

1 一般社団法人岩手県手をつなぐ育成会
高齢者活用による高齢者、青・壮年期障がい者
体力向上事業



5,796,000

7,126,000

小　　　　計

４　その他

№ 　団　体　名 事　　業　　名 助　成　額

395,000 奥州市

300,000 一戸町

374,000 奥州市

助　成　額 適用

盛岡市

1,266,000 二戸市

416,000 山田町

939,000 紫波町

適用

1,132,000 滝沢市

243,000 盛岡市

2,724,000 久慈市

1,000,000 八幡平市

364,000 二戸市

998,000 北上市

491,000

180,000 北上市

1,600,000 盛岡市

500,000 盛岡市

8
ストレスケア東北ネットいわて動作法
チーム

リラックス動作法による被災者支援

小　　　　計

7 社会福祉法人カナンの園 るんだ・るんだ

8
特定非営利活動法人
カシオペア連邦地域づくりサポーター
ズ

カシオペア発高齢者の被災地支援事業

7
特定非営利活動法人
成年後見センターもりおか

成年後見制度普及推進事業

6 傾聴ボランティアおうしゅう
傾聴ボランティア養成講座及び市民向けの傾聴
ボランティア研修会

6 紫波の子育てを支援する会　あれんと 発達障がい児・及びその家族の支援事業

5
いわて小児がん子どもと家族のぴあさ
ぽーと　⇒　名称変更：ドロップスの
会

小児がんの子どもと家族のピアサポート

4 社会福祉法人久慈市社会福祉協議会 久慈地域権利擁護支援推進組織立ち上げ事業

3 岩手ホスピスの会 「タオル帽子リーフレット」改訂・印刷

特定非営利活動法人
日本地域振興ネット協会

被災地支援と読み聞かせ支援事業

2 「やってみる講座」実行委員会 障がい者就労定着支援事業

5
岩手県食生活改善推進員団体連絡協議
会二戸支部

地域力を生かした食生活改善推進員　CAN
DO事業

1

4
傾聴パートナー「思縁（しえん）つな
がり」

傾聴パートナー養成講座（公開講座・スキル
アップ講座を含む）事業

3 （公社）いわて被害者支援センター 支援活動員の養成及び研修事業

2 傾聴ボランティアもりおか
東日本大震災沿岸被災地での傾聴ボランティア
活動事業

1 岩手県手話サークル連絡協議会 研修会事業

３　ボランティア活動活性化事業

№ 　団　体　名 事　　業　　名


