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■法人運営事業
○理事会・評議員会・監査の実施
○会員会費募集事業（２，７５５，７００円受領）
○一円玉寄付金箱設置事業（町内事業所等１８０か所）
○企画・経営委員会の開催
○寄付受け入れ事業（寄付金６１件、物品２８３件）
○広報「社協だより」の発行（年４回／１回１２，０００部）
○日本赤十字社活動資金募集運動及び赤い羽根共同募金の実施
　（日赤５９５，４００円・赤い羽根６００，９８８円）

平成28年度　事業報告（主な事業）

■生活福祉資金貸付事業
○生活福祉資金、総合支援資金（総貸付数　１３９件）

■受験生チャレンジ支援貸付事業
○一定所得以下の方への受験料や、塾代の貸付（総貸付数４９件）

■歳末たすけあい運動
○地域福祉活動を推進するための募金活動（募金額２，０７３，６０６円）

■相談支援事業（障害者自立支援法に基づく事業）
○障がい福祉サービス等に関する相談（相談・援助件数2,510件）

■指定管理・福祉バス運営業務
○瑞穂町高齢者福祉センター寿楽管理・運営（延べ利用者数　３４，９１５人）
○瑞穂町ふれあいセンター管理・運営（延べ利用者数　３３，４９５人）
○瑞穂町福祉バス管理・運営（延べ利用者数　４０，631人）
■公益事業
○ケアプランの作成2人
○介護予防ケアプランの作成106人
○総合相談・支援事業（延べ利用者数405人）

■収益事業（瑞穂斎場売店運営事業）
○喫茶・売店運営・待合室湯茶サービス事業（火葬　３，５５８件　式場利用　８８５件　
　控室利用　３，０１０件）
○自動販売機設置事業（６台）

■地域福祉権利擁護事業
○判断能力不十分な方への福祉サービス利用援助事業（契約件数１９件）

■地域福祉事業
○総合相談事業（法律、精神保健、福祉、成年後見　相談件数５４件）
○小地域福祉活動の推進（ふれあい・いきいきサロン　開催２７４回）
○有償家事援助サービス事業（ふれあいサービス　利用回数延べ２,２４６時間）
○在宅移送等サービス事業（福祉有償運送　貸出２３件・運行６２件）

■ボランティアセンター運営事業
○相談・登録・あっせん事業（ボランティア保険の加入　加入数１,１３１人）
○ボランティア通信の発行（年４回／１回１２，０００部）
○ボランティア養成研修事業（手話、夏体験、傾聴等　参加者延べ２１４人）
○ボランティアセンターみずほ運営委員会等の開催（３回）
○災害ボランティアセンター設置訓練

■助成事業
○当事者団体・ボランティア団体等への活動助成及び協力（助成数２７件）

＊社会福祉事業内訳       
　地域福祉推進事業拠点区分、介護保険事業拠点区分、障害者総合支援事業拠点区分、
　歳末たすけあい運動事業拠点区分、瑞穂町ふれあいセンター受託事業拠点区分、
　瑞穂町福祉バス運営事業拠点区分、瑞穂町高齢者福祉センター寿楽拠点区分
＊公益事業内訳
　瑞穂町東部高齢者支援センター事業拠点区分
＊収益事業内訳
　瑞穂斎場売店・喫茶拠点区分
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サービス活動費用計

サービス活動外収益計
サービス活動外費用計

特別収益計

法人税、住民税、及び事業税
前期繰越活動増減差額
当期末繰越活動増減差額

2,279,000 2,279,000 0 00その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額

特別費用計

サービス活動増減差額

サービス活動外増減差額
経常増減差額

特別増減の部

特別収支差額
税引前当期活動増減差額

繰越活動
増減の部

サービス活動
外増減の部

合計 社会福祉
事業

内部取引
消去公益事業 収益事業

平成28年度事業活動収支決算総括表　平成29年3月31日現在 （単位：円）

　楽しく愉快に“笑う”ことは、とても健康に良いことから、今年も
「寿楽寄席」を開催します。この芸術の秋に、落語を御鑑賞いただき、
皆さんで大いに笑って介護予防に役立てましょう！

～ ～～ ～

１１月１５日（水）
午後１時～午後２時

場　所　　高齢者福祉センター寿楽（殿ケ谷 1106）
対　象　　町内在住で 60歳以上の方　　
定　員　　50 人（先着申込順）
費　用　　無料
申込み　　11 月７日㈫から電話もしくは直接寿楽へ
　　　　　（☎556－1120）
　　　　　定員に達し次第終了

寿楽寄席寿楽寄席

三遊亭 金の助笑福亭 里光

日時 ※駐車スペースに
　限りがあるため、
　なるべく乗り合
　わせや福祉バス
　かわせみ号等を
　ご利用ください。
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<赤い羽根共同募金とは>
　高齢者、障がい者、子ども達などへの地域福祉活動を支援する募金です。災害時には「災害ボランティアセン
ター」の設置や運営などの被災地支援に役立っています。
　瑞穂町で集められた募金は、約70％が瑞穂町で使われています。「地域のきずな」が注目されている今、あらため
て私たちの「こころ」を集めてみませんか。
　皆さまのあたたかいご協力をお願いいたします。

<どのように使われているの？>
◎瑞穂町に所在する、社会福祉法人、特定非営利活動法人が
　運営する社会福祉施設
・保育所（保育室・認証保育所を含む）
・小規模作業所、グループホームなどに重点的に配分されます。

<募金の方法>
（取扱窓口にて）
　瑞穂町社会福祉協議会、瑞穂町高齢者福祉センター寿楽
（街頭募金にて）
　公共施設、金融機関等に募金箱を設置しています。
（街頭募金にて）
　１０月２日（月）ＪＲ箱根ケ崎駅自由通路付近にて街頭募金運
動を行います。
　ご協力をお願いいたします。

<問い合わせ>　
　瑞穂町社会福祉協議会 事務局　☎557-0159

・配分内容は、インターネットを通じ
　「赤い羽根データーベースはねっと」
　（http://hanett.akaihane.or.jp/hanett/pub/home.do）
　でご覧いただけます。

平成28年度は平成27年度に配分を受けた保育園
2園が募金箱作成の協力をしてくれました。

～ ～
10月1日から第71回赤い羽根共同募金運動が始まります！

（3）みずほ社協だより　第131号

 

とのがや保育園 東松原保育園

会員強化月間のお礼とお願い
　8月、9月の会員強化月間では、皆さまのご理解・ご協力ありが
とうございました。
　皆さまからお預かりした会費は、下記のように活用させていた
だきます。

・サロン活動や各種団体、町内会・自治会などによる地域での福祉
活動の支援

＊なお、瑞穂町社会福祉協議会の賛助会員会費は「寄付金税額控除（所得
控除）」の対象となります。

■会員となって応援してください

①住民と共にすすめる「ささえあい」の地域づくり

・ボランティアセンター活動の普及・推進
②地域住民等が主役となって活躍する地域福祉の推進

・有償家事援助サービスや法律や心の病気などの総合相談の実施

　会員会費は「住民誰もが安
心して暮らせ、豊かでふれあ
いのあるまちづくり」を進め
ていく財源となります。
　このような活動に賛同して
いただき、財政的な支援をし
ていただくのが会員です。
　会員は、特別な役割や責任を負うものではありません。
　会員会費は、年間を通じて募集しておりますので、引
き続き、皆さまの心強いご支援をお願いいたします。

＜納入窓口＞
社会福祉法人　瑞穂町社会福祉協議会
（瑞穂町ふれあいセンター内）
瑞穂町石畑2008番地　　☎557－0159
瑞穂町高齢者福祉センター寿楽
瑞穂町殿ケ谷1106番地　☎556－1120

③誰もが安心して暮らせる地域づくり

会費の納入方法は以下の通りです

①右記の納入窓口へお越しいた
だいての納入

③郵便振替用紙による納入

②職員がご自宅等へお伺いし、
会費をお預かりする

②・③を希望する方はお気軽に、瑞穂町社会福祉協議会までご連絡ください。

町社会福祉協議会の賛助会員会費は「寄

②地域住民等が主役となって
活躍する地域福祉の推進

１４０円
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③誰も安心して暮らせる地域づくり
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＊お問い合わせは社会福祉協議会へお願いいたします。
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　東部高齢者支援センターは、高齢者に関する相談をお受けしています。
　また、センター以外でも下記のとおり、毎月「高齢者相談会」を開催し
ますので、介護保険や認知症のことなど、お気軽にご相談ください。
　秘密厳守でご相談にのります。

＊まちかど高齢者相談会：毎月第３火曜日　10時～12時
　（シルバーまちかど　箱根ヶ崎2259）
　10月17日、11月21日、12月19日、1月16日、2月20日、3月20日

＊いこい高齢者相談会：毎月第４金曜日　10時～12時　
　（寄り合いハウスいこい　殿ケ谷874-3）
　10月27日、11月24日、12月22日、1月26日、2月23日、3月23日
※申し込みは不要です。直接お越しください。

瑞穂町東部高齢者支援センター
☎557－3852
住所：瑞穂町石畑2008（瑞穂町ふれあいセンター内）
開所時間：月曜日～金曜日
　　　　　午前8時30分～午後5時15分
　　　　（土日祝日、年末年始を除く）

［寄付金］
箱根ケ崎第一寿会  6,387円
ふれあい・いきいきサロン かざぐるま  5,573円
野村　喜代次  5,923円
東京瑞穂ライオンズクラブ  100,000円
池谷　功  1,748円
ほっと♡カフェ  621円
古城　勝彦  1,000円
加藤　久美子  4,005円
戸大建設工業　株式会社  50,000円
株式会社　米山製作所  10,000円
匿名  4,019円
ボランティアネットワークみずほ  55,331円
村上　照夫  16,901円
株式会社　貴勝 代表取締役 髙水英夫  30,000円
株式会社　貴勝 従業員一同  20,000円
古城　勝彦  1,000円
株式会社　アリ商事  7,879円
新婦人お茶の実会  950円
東京土建瑞穂第一分会  5,000円
すなっく　ともこ  9,701円
匿名  1,200円
古城　勝彦  1,000円
東松原保育園 11,200円

瑞穂町寿クラブ連合会　チャリティふれあいコンサート 36,009円
とのがや保育園  10,200円
榎本　起一郎  1,850円
匿名  10,000円
布田　豊子  10,000円
阿部　義春  6,325円
鳥海　和正  5,000円
加藤　久美子  4,458円
㈱水井装備　水井寛  2,560円
平井　喜義  20,000円
［物品寄付］
野﨑　収一 52円ハガキ　20枚
明治神宮崇敬会 洗剤セット９箱
野﨑　収一 紙オムツ６パック　尿取りパット４パック
伊藤　雅文 車イス
匿名 トイレットペーパー12ロール
澤田　直子  毛糸20玉
佐藤　智子 紙オムツ8パック

　瑞穂町社会福祉協議会への寄付金は、所得税法第78条第2項第3号、法人税法第37条第1項及
び第４項、瑞穂町税賦課徴収第34条の7第1項第1号、租税特別措置法第41条の18の3に該当する
ため、確定申告（本法人発行の領収書を添付）によって寄付金控除（所得控除）が限度内で受けら
れます。また、平成20年の税制改正により、東京都及び瑞穂町の寄付金税額控除対象にもなりま
した。詳しくは、本法人が発行する領収書及び説明資料に掲載されていますのでご確認ください。

個人及び法人による寄付金控除について

～ ～ （平成29年4月1日～平成29年9月22日　敬称略／日付順）

ふれあい
サービスとは

　瑞穂町にお住いの高齢者や障がい者、ひとり親世帯、産前産後の方（利用会員）がお困りのときに、地域にお住いで登録
されている方（協力会員）より家事援助を中心とした日常生活でのお手伝いや簡単な介助を行うサービスです。地域の皆さ
まの参加と協力による支え合い活動です。

　このサービスの趣旨に賛同し、福祉に関
心のある20歳以上の方を募集しています。
資格は問いません。
　詳しくは下記までお問い合わせください。

　事業係　☎557－0165

どんなことを
頼めるの？

　食事の支度、買い物、衣類の洗濯や繕い、住居等の掃除、片付け
外出や通院の介助、薬取り、話相手　など

利用時間と
料金について

　平日午前９時から午後５時までで、一日４時間以内でご利用になれ
ます。土日祝日及び年末年始は休業です。料金は１時間につき700円
です。交通費実費等は利用者の方に負担いただきます。

利用するには？
　社会福祉協議会にご連絡をいただき、まずはご利用を希望される方
と面談を行います。派遣される協力会員が見つかり次第、サービス開
始となります。


