
都道府県 市町村 名称（一部略称） 人数

令和3年2月12日 大分県 大分県高齢者福祉課 2

令和2年12月11日 東京都 厚生労働省　他 3

令和2年10月14日 宇佐市 宇佐市社協 2

令和2年8月5日 長崎県 佐世保市 長崎短期大学 1

令和2年4月22日 日出町 日出町役場 2

令和2年3月19日 宮崎県 新富町 新富町役場 13 延期中（コロナ）

令和2年3月18日 佐賀県 唐津市 唐津市役所 10 延期中（コロナ）

令和2年3月17日 佐賀県 小城市 小城市役所 40 延期中（コロナ）

令和2年3月13日 佐伯市 佐伯市社協 13 延期中（コロナ）

令和2年2月28日 宮崎県 小林市 小林市役所 20 延期中（コロナ）

令和2年2月1日 北海道 札幌市 NPO法人 10 延期中（コロナ）

令和2年2月12日 福岡県 篠栗町 篠栗町社協　理事 12

令和2年2月6日 大分市 こうざき地区社協 28

令和2年2月6日 岐阜県 美濃加茂市 美濃加茂市議会議員　 2

令和2年1月30日 宮崎県 西都市 西都市民生児童委員 13

令和2年1月23日 宮崎県 高鍋町 児湯郡 18

令和1年12月12日 佐賀県 唐津市 唐津市役所 21

令和1年12月3日 福岡県 宗像市 宗像市地区社協 22

令和1年11月29日 佐賀県 小城市 小城市役所他 5

令和1年11月20日 佐賀県 武雄市 武雄市役所 23

令和1年11月14日 竹田市 豊岡地区社協 9

令和1年11月8日 宮崎県 川南町 川南町役場 7

令和1年11月8日 竹田市 暮らしのサポートセンター 16

令和1年11月7日 東京都 台東区 東京都台東区役所 6

令和1年11月7日 福岡県 築上町 築上町役場 37

令和1年11月6日 福岡県 上毛町 上毛町民児協 18

令和1年10月31日 宮崎県 宮崎県 宮崎県市町村 28

令和1年10月29日 大分県 大分県ボランティアセンター 27

令和1年10月15日 大分県 大分県知事　他 5

令和1年10月15日 福岡県 久留米市 久留米市民児協 15

令和1年10月4日 熊本県 天草市 天草市社協 6

令和1年9月20日 佐賀県 伊万里市 山代地区民児協 16

令和1年9月17日 佐賀県 佐賀県 佐賀県広域連合　 11

令和1年9月12日 宮崎県 日之影町 日之影町ボラ連 16
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令和1年9月9日 佐賀県 基山町 基山町民生児童委員 20

令和1年8月28日 佐賀県 佐賀市 佐賀市役所 40 災害で中止

令和1年8月1日 大分市 大分南高校 12

令和1年7月24日 佐伯市 青山地区自治協議会 11

令和1年7月17日 佐伯市 佐伯市役所 3

令和1年7月12日 大分県 大分大学学生 5

令和1年7月4日 大分県 大分県歯科衛生士協会 4

令和1年6月12日 大分県 大分県議会 10

令和1年6月6日 大分県 大分県高齢者福祉課 6

令和1年5月15日 大分市 大分南高校教員 4

平成31年4月4日 国東市 南安岐地区大添サロン 7

平成31年3月29日 国東市 豊崎地区 7

平成31年3月13日 緒方町 緒方地区民児協 18

平成31年2月5日 福岡県 うきは市 うきは市妹川地区 18

平成31年1月22日 佐賀県 神崎市 神崎市役所 40

平成31年1月10日 東京都 東京都 厚生労働省 3

平成30年12月20日 岡山県 岡山市 岡山市役所・市社協 5

平成30年12月11日 杵築市 杵築市役所 3

平成30年12月7日 佐伯市 米水津地区 11

平成30年12月4日 福岡県 うきは市 御幸地区自治協議会 44

平成30年11月29日 大分市 佐賀関こうざき地区 7

平成30年11月28日 福岡県 うきは市 御幸地区自治協議会 27

平成30年11月13日 佐賀県 武雄市 武雄市西川澄地区社協　他 34

平成30年11月6日 福岡県 久山町 福岡地区地域福祉活動職員連絡会 15

平成30年10月31日 佐伯市 弥生地区社協 他 18

平成30年10月30日 大分市 大分県職員研修 3

平成30年10月16日 東京都 東京都 NPO法人全国移動ネット他 4

平成30年10月3日 大分市 大分県高齢者福祉課 3

平成30年9月19日 別杵地区 別杵東速地区ボラ協 41

平成30年9月13日 国東市 国東地区公民館 13

平成30年9月13日 長崎県 佐世保市 長崎短期大学 1

平成30年9月11日 佐賀県 江北町 江北町老人クラブ連合会 65

平成30年8月22日 大分市 明治地区社協 38

平成30年8月9日 福岡県 福岡市 九州厚生局　地域包括ケア推進課 1
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平成30年8月1日 臼杵市 わせだ　良いライフ　臼杵 5

平成30年6月29日 大分市 大分県弁護士会 1

平成30年6月26日 玖珠町 玖珠町サロン代表者 21

平成30年6月19日 豊後大野市 豊後大野市地区社協 25

平成30年5月18日 大分県 大分県弁護士会 1

平成30年5月8日 杵築市 杵築市役所・杵築市社協 6

平成30年4月24日 佐伯市 佐伯市鶴鶴クラブ 7

平成30年4月12日 大分県 大分県高齢者福祉課・活力応援室 12

平成30年3月13日 日田市 日田市大山町振興局 27

平成30年3月7日 日出町 日出町ボラ協 17

平成30年3月6日 玖珠町 玖珠町社協 22

平成30年3月1日 竹田市 竹田市松本地区民生委員福祉委員 9

平成30年2月26日 宮崎県 広瀬北 広瀬北小　自治会 20

平成30年2月22日 長崎県 平戸市 平戸市役所 3

平成29年12月6日 由布市 庄内町大津留地区まちづくり協議会 20

平成29年12月5日 熊本県 水俣市 水俣市役所・水俣市社協 3

平成29年12月1日 日田市 日田市カッスル隊運営委員 12

平成29年11月22日 佐賀県 嬉野市 嬉野市第１層協議体 12

平成29年11月21日 日田市 日田市カッスル隊運営委員 8

平成29年11月21日 竹田市 竹田市玉来地区社協 20

平成29年11月14日 杵築市 杵築市介護予防サポーター 20

平成29年11月9日 福岡県 うきは市 うきは市社協役職員 16

平成29年10月26日 大分県 大分県老連　サポーター研修 50

平成29年10月24日 国東市 熊毛地区大輪 13

平成29年10月12日 佐伯市 佐伯市社協理事 13

平成29年9月27日 大分市 大分大学教員 2

平成29年9月7日 国東市 武蔵西地区武渓の会 11

平成29年8月9日 九重町 九重町社協 2

平成29年7月27日 由布市 由布市役所・由布市社協 6

平成29年7月13日 国東市 旭日地区公民館 13

平成29年6月29日 大分市 富士見ヶ丘団地 4

平成29年5月31日 杵築市 杵築市役所・杵築市社協 3

平成29年5月8日 豊後大野市 豊後大野市役所・社協 5

平成29年4月13日 大分県 大分県活力応援室 4
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平成29年3月10日 別府市 別府市社協 5

平成29年3月10日 臼杵市 臼杵市役所 14

平成29年3月9日 大分市 こうざき地区社協 25

平成29年2月28日 別府市 別府市社協 3

平成29年2月22日 国東市 国東市障がい者地域自立支援協議会 6




