
公 益 財 団 法 人

太 陽 生 命 厚 生 財 団

平 成 27年 度 事 業 報 告

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

I.事 業 概 況

本財団は、太陽生命保険の創業 90周年を記念 して、同社からの寄付金を基金 と

し、社会福祉の向上に寄与することを目的に、昭和 59年 5月 に設立された 「ひま

わり厚生財団」を前身 としてお ります。

平成 21年 12月 1日 、内閣府 より「公益財団法人 」の認可を受け、「公益財団

法人 太陽生命厚生財団」へ移行いたしました。

平成 27年度の助成事業につきましては、従来通 り、財団設立の趣旨 0目 的であ

る社会福祉の向上に寄与するために、生活福祉分野で地域に根 ざし地道な活動を行

つているボランティアグループ等が実施する、在宅高齢者または在宅障がい者の福

祉に関する事業へ継続 して助成すると共に、老人保健、生活習慣病または高齢者福

祉等に関する研究・調査への助成を実施いたしました。

当年度の助成実績は、事業助成が 63件 01, 972万 円、研究助成が 6件・ 2

40万円、合計 69件・ 2, 212万 円でありました。

今後 とも、太陽生命保険株式会社の協力を得ながら、わが国の社会福祉の更なる

向上に寄与するための助成事業を行つて参 ります。

Ⅱ.事業に関する事項

事業助成ならびに研究助成は、平成 27年度事業計画にしたがって、次のとお

り実施いたしました。

なお、助成対象の選考にあたつては、本財団の選考委員会が、公募によって応

募のあつた助成対象候補の中から、厳正な審査を行つてお ります。



1.事業助成

ボランティアグループ等が、在宅高齢者または在宅障がい者の福祉に関する

事業を行 うために必要な費用について、次のとお り助成を行いました。

A.在宅高齢者または在宅障がい者の自助・ 自立の意欲を引き出し、または鼓舞

する等、その生活の支援に資する各種事業に対 し、 30件 947万 円の助成

を行いました。

①急速な高齢化に伴い増加する孤独死を阻止する為に、ガイ ドブックを作

成し配布する事業
・助成先 :むつ市生活介護サポーター連絡協議会 (青森県むつ市)

・助成額 :500,000円

②フライングディスクを通して、障がい児・者の仲間づくりと社会参加活
動をすすめる事業
・助成先 :心身障害児 (者)と 共に歩む会 ひまわリクラブ

(北海道室蘭市)

・助成額 :150,000円

③えべつ認知症サミットの開催事業
・助成先 :えべつ共助ネ ッ トワーク (北海道江別市 )

0助成額

④一日託老
・助成先

・助成額

350,000円

(ひだまリサロン)事業・本人の社会参加や意欲の向上

滝川地区 認知症の人と共に歩む家族の会 あけばの会

(北海道滝川市)

100,000円

⑤雪と遊ぼ うin高遠 :障がい児者 と家族が活動を通 してボランティアと交

流 し楽 しむ事業
・助成先 :特定非営利活動法人 地球冒険学校準備会 (東京都八王子市)

・助成額 :220,000円

⑥園芸活動を通 し高齢者が習慣的に外に出て近隣住民と交流 し楽 しみや生

き甲斐を持つ事業
・助成先 :ボランティアグループ みんなの葉っぱ (東京都清瀬市 )

・助成額 :500, 000円

⑦高齢者が気軽に立ち寄 りお しゃべ りできる武蔵浦和お しゃべ リサロンを

開設する事業

・助成先 :こ のまちで暮 らす会 (埼玉県さいたま市 )

・助成額 :100,000円

2



③視覚障がい者に市の広報、社協だより、公民館だより等音訳、編集しCD
にして郵送で提供する事業
・助成先 :朗読ボランティア 花しょうぶの会 (埼玉県春日部市)

・助成額 :290,000円

⑨認知症介護者、認知症への不安がある人同士の交流サロンを開催し精神
的支援をする事業
0助成先 :認知症介護者応援サロン 「ぬくもり」 (群馬県高崎市)

・助成額 :130, 000円

⑩在宅高齢者・在宅障がい者の自助・自立に向けた相談・面談・同行支援
事業
・助成先 :特定非営利活動法人 NPOホ ットライン信州

(長野県松本市)

・助成額 :450,000円

①障がい者との交流を通じお互いの理解と繋がりを深め地域に溶け込んで
いける活動
0助成先 :し らさぎの郷 (静岡県焼津市)

0助成額 :100, 000円

⑫ 「認知症買い物セーフティネット」活動における認知症啓発冊子作成及
び配布事業
・助成先 :特定非営利活動法人 HEART TO HEART(愛 知県東海市)

・助成額 :500,000円

⑬発達障がい児・者が地域住民をもてなすコミュニティーカフェ事業
・助成先 :特定非営利活動法人 と―たす (岐阜県安人郡)

・助成額 : 430, 000円

⑭通所施設内の在宅高齢者を対象に音楽等を通じて脳を活性化させる事業
・助成先 :特定非営利活動法人 あかるくする会 (岐阜県草津市)

・助成額 :100,000円

⑮地域資源を生かした高齢者の外出支援 0小学生との交流支援事業
・助成先 :あすなろ会 (大阪府大阪市)

・助成額 :160,000円

⑬障がい児・者とその兄弟が共に参加する外出イベントを開催、交流を深
める事業
・助成先 :特定非営利活動法人 いちばん星 (大阪府東大阪市)

・助成額 :500, 000円



①視覚障がい者 (リ スナー)と 奉仕団員との平成 27年度第 26回交流会を
実施する
・助成先 :兵庫県声の図書赤十字奉仕団 (兵庫県神戸市)

・助成額 :250,000円

⑬知的障がい者が自分の気持ちや意見を主張する第 21回 ピープルファー
ス ト大会 in兵庫を開催する事業
・助成先 :第 21回 ピープルファース ト大会 in兵庫実行委員会

(兵庫県神戸市)

・助成額 :500,000円

⑩高齢者を対象とした「シニアのための健康幸福元気塾」の開催
・助成先 :認知症予防教室一輪会 (兵庫県姫路市)

・助 成 額 :300, 000円

④社会生活が困難な (障がいを持つ)人達が気軽に参カロできる居場所「な
めらかカフェ」の安定した運営
・助成先 :ア クティブ美輝 (兵庫県三本市)

・助成額 :350, 000円

④通所施設に通う障がい者のために、「三園交流会」と「二園交流会」

を開催する事業
0助成先 :尾上公民館エリア社会教育 0福祉教育推進員

(兵庫県カロ古り|1市 )

。助成額 :240, 000円

⑫「からだそだち、こころそだて」講演会 障がい者の身体を整え、大切
にすることは、心を育てる土壌をつくること
0助成先 :長崎発達支援親の会 のこのこ (長崎県長崎市)

・助成額 :280, 000円

④若年性認知症本人家族交流会「ニコニコぇがぉの会」運営推進事業
・助成先 :ニ コニコえがおの会 (熊本県人吉市)

・助成額 :130, 000円

②障がいのある作家達の自主的な創作活動を支援し、市井に向けて発表

の機会を設ける活動
・助成先 :元気の出るアー ト!実行委員会 (大分県臼杵市)

・助成額 :500, 000円

④園芸療法を活用した高齢者を元気にする介護予防活動事業
・助成先 :特定非営利活動法人 Joyステーション (鹿児島県霧島市)

。助 成 額 :400,000円



⑩障がいのある子もない子も地域で一緒に教育を学び合 う・集い

・助成先 :あいじつ (福井県福井市)

・助成額 :240,000円

②認知症予防にむけた多機能を有 したまちかどカフェ等開催事業

・助成先 :特定非営利活動法人 い しかわ在宅支援ねっと

(石川県金沢市)

・助成額 :500,000円

⑬ ピアカウンセ リング技法の有効性を広める為のピアカウンセ リング入

門講座開催事業
・助成先 :特定非営利活動法人 ハ ッピーメイ ト (福島県いわき市)

・助成額 :290,000円

⑩在宅療養患者を含む療養生活者のQOL向上の為の食生活と栄養学を考
える研修会実施
・助成先 :仙台西多賀 EN」OY LIFE STAT10N(宮城県 仙台市)

・助成額 :410, 000円

⑩一人暮らしの高齢者、障がい者、女性の生活支援事業
・助成先 :特定非営利活動法人 仙台夜まわ リグループ

(宮城県仙台市)

。助成額 :500,000円

B。 在宅高齢者または在宅障がい者の福祉に関する活動をするために必要な機器、

機材、備品等を整備するための事業 0費用に対 し、 33件・ 925万 円の助

成を行いました。

①視覚障がい者 ITサポー トのための環境整備作り事業 (パ ソコン購入)

・助成先 :ブラインド ドリーム (岩手県盛岡市)

・助成額 :490,000円

②障碍を有する青年達の自立を支援するための農作業の機材を購入する

事業
・助成先 :特定非営利活動法人 シャーローム (青森県上北郡)

・助成額 :240,000円

③福祉有償運送を利用される旅客の安心と安全を守る福祉救急機材の購入
・助成先 :救命のリレー普及会 (北海道函館市)

・助成額 :500, 000円

④勉強会・余暇活動・啓発のためのプロジェクターを購入する事業
・助成先 :特定非営利活動法人 バーチェ (北海道岩見沢市)

。助成額 :130, 000円



⑤高齢者介護予防、見守り事業を行うためにエアコンを購入する事業
・助成先 :特定非営利活動法人 潮彩の会 (東京都神津島村)

0助成 額 :90, 000円

⑥介護支援につなが りにくい初期認知症当事者が自ら運営するカフェ事業
・助成先 :特定非営利活動法人 むすび (東京都練馬区)

。助成額 :450, 000円

⑦あんしんノー ト書き方講座で使用するパソコン、プロジェクターを購入

する事業
・助成先 :特定非営利活動法人 ゆうの風 (神奈川県横浜市)

・助成額 :400,000円

③在宅障がい者の生活環境向上のためにリフターを購入する事業
・助成先 :特定非営利活動法人 あつぎみなみデイサービスキルク

(神奈り|1県厚木市)

340,000円

児ヽ も参加できる「運動が苦手な子の教室」普及のための AED

特定非営利活動法人 スマイルクラブ (千葉県柏市 )

350,000円

・助成額

⑨発達障がし

設置事業
・助成先
・助成額

⑩町の発行誌を音訳するため CDダビング機、収録確認用プレクス トーク
を購入する事業
・助成先 :朗読ボランティア サークル泉 (栃木県那須郡)

・助成額 :100,000円

①障がい者就労支援事業所が検品用作業テーブルを購入する事業
・助成先 :特定非営利活動法人 ひな (埼玉県さいたま市)

・助成額 :180,000円

⑫障がい者スポーツ全国大会を中心とした大会出場のためのユニフォーム

購入事業
・助成先 :「彩の国」紅玉 (レ ッドキング)(埼玉県深谷市)

・助成額 :500, 000円

⑬障がい者福祉サービス事業所の味噌作りのため熟成用味噌樽を購入する

事業
・助成先 :特定非営利活動法人 麦わら屋 (群馬県前橋市)

・助成額 :450, 000円
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⑭視覚障がい者等への町の広報紙音訳等のための機器購入事業
・助成先 :木曽町朗読ボランティア (長野県木曽郡 )

・助成額 :330,000円

⑮音訳ボランティア学習会の開催準備 と機関紙発行の為にパ ソコンとプ リ
ンターを購入する事業
・助成先 :東海音訳学習会 (愛知県名古屋市 )

・助成額 :100, 000円

⑩障がい者による刺繍製品の商品化を進めるためパソコン等機器、手芸用
品等を購入する事業
・助成先 :特定非営利活動法人 パンジー (愛知県稲沢市)

・助成額 :500,000円

①視覚障がい者への生活情報を提供する音訳に必要なパソコン等を購入す
る事業
・助成先 :音訳ボランティアグループ「にじの会」 (大阪府大阪市)

・助成額 :210,000円

⑬盲ろう者の就労意欲を高めるためのさおり織機を購入する事業
・助成先 :特定非営利活動法人 視聴覚二重障害者福祉センター すま

いる (大阪府大阪市)

・助成額 :500, 000円

⑩障がい者による出店バザー社会奉仕事業のためにかき氷機、綿菓子機を
購入する事業
・助成先 :特定非営利活動法人 ARCO(アルコ)(大阪府大阪市)

・助成額 :220,000円

④高齢者・障がいのある方の地域交流、社会参加支援事業に必要な機材整

備
・助成先 :読み聴かせ ばらばん (京都府宮津市)

0助成額 :320,000円

④障がい者による名刺、パンフレット作成に必要な裁断機を購入する事業
・助成先 :特定非営利活動法人 芽ばえの会 (奈良県磯城郡)

・助成額 :340,000円

②障がい者が行なうカフェ事業、弁当製造・販売事業で使用する調理機器

を購入する事業
・助成先 :特定非営利活動法人 淡路障害者連絡会 (兵庫県洲本市)

・助成額 :500,000円



④高齢者の孤立防止及び介護予防を目的としたコミュニティサロンの開
催

・助成先 :特定非営利活動法人 わ・輪・Wa尼崎 (兵庫県尼崎市 )

・助成額 :250,000円

②明石市の高齢者が淡路島の過疎限界集落の放置田で農業を行う、生き
がい作 り事業
・助成先 :特定非営利活動法人 グリーンアース in淡路

(兵庫県明石市)

・助成額 :500,000円

⑮障がい者によるリサイクル事業所が秋冬用作業服と災害用ヘルメットを

購入する事業
・助成先 :社会福祉法人 ひか リエコ・エンジエアリング会

(香川県高松市 )

・助成額 :290, 000円

⑩就労継続支援B型事業所内の備品を購入する事業
・助成先 :特定非営利活動法人 らでぃっしゅ福社会 (香川県高松市 )

・助成額 :400,000円

②配食サービス円滑化と継続のための備品整備事業
・助成先 :地域の応援隊 和 (高知県高岡郡 )

0助成額 :240,000円

④視覚障がい者に提供する機関紙及び録音図書作成に必要な録音機材と

してのパ ソコン購入事業
・助成先 :大野城市朗読の会 文鳥 (福岡県大野城市 )

・助成額 :200,000円

④障がい者による出店バザー社会奉仕事業で使用する焼き芋機等を購入

する事業
・助成先 :NPO法人 風 とねむの本の会 (熊本県菊池郡 )

・助成額 :300,000円

⑩障がい児 (知的・肢体・発達)通所支援事業所の居住環境改善のため

のエアコン購入事業
・助成先 :特定非営利活動法人 サポー トハ ウス 21

(鹿児島県鹿児島市)

・助成額 :300,000円

⑪視覚障がい者の方 へ々の情報提供のためパソコン、プリンター等を購
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入する事業
・助成先 :中条点訳グループ 「ほたる」 (新潟県胎内市 )

・助成額 :170,000円

⑫重度心身障がい児のデイサービス中に利用するクッションマットの購入

事業

・助成先 :特定非営利活動法人 あいの実あいの実ラズベ リー

(宮城県仙台市 )

・助成額 :240,000円

⑬宮城県内仮設住宅コミュニティー強化と衰退化地域に対する活性化推

進に伴う音響を購入整備する事業
・助成先 :NPO任意チーム・センダイ交流団 (宮城県塩釜市)

・助成額 :120,000円

◇事業助成額合計 (63件)19, 720, 000円

2.研究助成

老人保健、生活習慣病または高齢者福祉に関する研究・調査に対して、6件・

240万円の助成を行いました。

①男性家族介護者が在宅支援サービス利用を決意したプロセス
・助成先 :弘前医療福祉大学保健学部 看護学科 (青森県弘前市)

・助成額 :500, 000円

②歯科衛生士による禁煙支援の実態とその推進に関わる影響要因について
。助成先 :放送大学大学院文化科学研究科 (千葉県千葉市)

。助成額 :300, 000円

③孤独死予防にむけた独居高齢者見守り訪問活動における新規ボランティ

アの継続要因の分析
・助成先 :特定非営利活動法人 コミュニティ・コーティネータース・゙タンク

(千葉県松戸市)

・助成額 :500,000円

④精神科病院における長期入院患者家族の退院への思い
0助成先 :医療法人 北林会 北林病院 (愛知県名古屋市)

・助成額 :300,000円

⑤同一ステーションに所属する訪問看護師間における利用者情報の共有

と職務満足感の関連
・助成先 :名 古屋大学大学院医学系研究科看護学専攻

(愛知県名古屋市)

・ 助 成 額 :400, 000円
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⑥中山間地域の在宅高齢者を支える地域包括ケアの構築に関する調査研究
・助成先 :島根大学研究機構戦略的研究推進センター (島根県出雲市)

・助成額 :400,000円

◇研究助成額合計 (6件)2,400, 000円

□助成額総額 (69件)22,120,000円

3.助成金の辞退

選考後、次のとおり2件辞退がありました。

・助成先 :豊中筆記通訳グループ 「ダンボ」 (大阪府豊中市 )

助成額

理 由

・助成先

助成額

理 由

110, 000円
重複助成のため

京都大学大学院 文学研究科社会学研究室 (京都府京都市 )

300,000円
申請者海外留学のため

Ⅲ.役員に関する事項

1.役員等の異動

(1)理事・監事
・坪井親弘理事が平成 27年 6月 15日 付にて辞任、補欠 として森恭弘氏が同

日付で理事に選任 されました。森恭弘氏は、同 日付にて業務執行理事に選定

されました。
・山峙卓理事が平成 28年 2月 22日 付にて辞任 しました。

(2)評 議 員
・三浦文夫評議員が平成 27年 4月 16日 付にて辞任 しました。

(3)選 考 委 員
・坪井親弘選考委員が平成 27年 6月 15日 付にて辞任、補欠 として森恭弘

氏が選任 されました。

2.役員等の氏名

平成 27年度末 (平成 28年 3月 31日 )現在の役員等の氏名は次のとお りで

あります。

(1)理  事

理 事 長  横 山 輝 紀

常務理事   森  恭 弘
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彬

征

信

彦

勝

泰

和

次

田
川

田

末

羽

土

横

事

事

事

事

理

理

理

理

(2)

(3) 評 議 員

(4)

Ⅳ.会議に関する事項

次のとお り開催いたしました。

理 事 会

第 29回 理事会

第 30回 理事会

第 31回 理事会

第 32回 理事会

第 33回 理事会

平成 27年 5月 27日

平成 27年 6月 15日

平成 27年 8月  5日

平成 27年 8月 27日

平成 28年 2月 24日

雄

司

安

民

正

本

御

松

事監

以 上 6名

以 上 2名

以 上 8名

以 上 6名

照

子
稔

治

夫

子

明

利

美

嘉

泰

　

藝旦
幹

久

敏

信

山

本

木

塚

　

野

田
賀

福

橋

鈴

赤

河

天

和

儀

夫

照

征

彦

弘

利

幹

嘉

勝

和

恭

信

山

田

田
　

賀

森

河

福

羽
横

　

儀

員

長

員

員

員

員

員

委

員

考

委

委

委

委

委

委

選

1.

開催

書面開催

書面開催

開催

開催
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第 34回 理事会  平成 28年 3月 22日 書面開催

2.評 議員会

第 17回 評議員会  平成 27年 6月 15日  開催

第 18回 評議員会  平成 27年 8月 27日 開催

第 19回 評議員会  平成 28年 3月  9日  開催

3.選考委員会

第 7回 選考委員会 平成 27年 8月  6日  開催

V.事務局に関する事項

構成人員は次のとお りであります。

事務局長 河田 和典

事務職員  2名 (太陽生命からの出向 1名 、派遣スタッフ 1名 )

Ⅵ.行政庁に関する事項

内閣府へ次のとお り報告・届出をいたしました。

1.平成 27年 6月 29日 付  「平成 26年度事業報告等に係る提出」
「評議員・理事の変更届出」

2.平成 28年 3月 29日 付  「平成 28年度事業計画書等に係る提出」

Ⅶ.登記に関する事項

法務局へ次のとお り登記いた しました。

1.平成 27年 6月 23日 付  「評議員・理事の登記」

2.平成 28年 3月 24日 付  「理事の登記」

以上
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