
～私たちも地域福祉活動を応援しています～

車のことなら
何でもお任せください 武州交通興業㈱瑞穂営業所

東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷469-3
連絡先　TE L  ： 042-556-4522

FAX ： 042-556-5450

貸切バス のことなら
おまかせください！

手作りマスクプロジェクト総合相談の様子

～福祉のまちづくりをめざして～
第142号　2020年（令和2年）7月1日
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◆高齢者福祉センター寿楽

◆瑞穂斎場売店ゆにわ

瑞穂町大字殿ケ谷1106
TEL：042‐556‐1120　FAX：042‐556‐6141
E-mail:mizuho-jyuraku@japan.email.ne.jp

瑞穂町大字富士山栗原新田244
TEL：042‐556‐1429　FAX：042‐556‐1430
E-mail:yuniwa@mizuho-shakyo.com

【事務局】 瑞穂町大字石畑2008（瑞穂町ふれあいセンター内） 
TEL042-557-0159 FAX042-557-6159 E-mail：info@mizuho-shakyo.com

【ボランティアセンターみずほ】 TEL042-557-3036 E-mail：vcm@mizuho-shakyo.com
【東部高齢者支援センター】 TEL042-557-3852 E-mail：toubuhoukatu@mizuho-shakyo.com
【権利擁護センターみずほ】 TEL042-557-8201 E-mail：info@mizuho-shakyo.com
■ホームページ　http://www.mizuho-shakyo.com

再生紙を使用しています
（TEL：557-0165）　 はせ合問お　？かんせまし載掲を告広の社会のたなあに」りよだ協社「 事務局まで

　瑞穂町社会福祉協議会では、会員を募集しています。会員とは、瑞穂町社会福祉協議会

の活動に賛同し、個人・団体・企業を問わず、活動を財政面から支えてくださる皆さまです。

　会員の方からお預かりした会費は、

瑞穂町社会福祉協議会の基本理念で

ある「誰もが安心して暮らせる福祉のま

ちづくり」を進めるうえで欠かすことの

できない貴重な財源となります。ご協

力よろしくお願いいたします。

個人会員 年額1口 500円
団体会員 年額1口 2,000円
賛助会員 年額1口 5,000円

会員及び会費の種別

問合せ：庶務係 TEL：557-0159
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令和2年7月1日（2）

令和2年度勘定科目及び会計別収支グラフ（法人全体）
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令和2年度　会計別予算総括表

【重点目標】
1 第6次瑞穂町地域福祉活動計画及び第3次瑞穂町社協
発展・強化計画を策定するとともに、現計画に基づき、権
利擁護や生活困窮、介護予防など総合相談体制の強化
を図り、自立支援に向けた生活支援を推進します。

2 地域福祉のささえあいづくりを推進するため、多様な関
係団体やボランティア・サロン活動団体等とのネットワー
クを更に推進し、地域福祉活動の活性化を図ります。

3 瑞穂町東部高齢者支援センター及び瑞穂町高齢者福祉セ
ンター寿楽を主体に高齢者等の相談支援や介護予防等
の充実を図ります。また、高齢者支援センターの機能強化
と生活支援体制の構築を図り、地域包括ケアシステムを推
進します。

4 安定した財政基盤をめざし、会員会費、共同募金、寄付金
等の普及宣伝や共同募金活用、介護保険、相談支援等の
事業収入、収益事業の更なる充実を図ります。

本年度予算額
（単位：千円）

前年度予算額 比 較 増 減会 計 別

△ 3,18946,928 43,739 収益事業（瑞穂斎場売店・喫茶）
58827,020 27,608 東部高齢者支援センター

1,03256,497 57,529 瑞穂町高齢者福祉センター寿楽
△ 4252,678 2,253 瑞穂町福祉バス運営事業
34818,323 18,671 瑞穂町ふれあいセンター受託事業
173 74 歳末たすけあい運動事業

5124,801 5,313 障害者総合支援事業
19,9830 19,983 権利擁護センターみずほ受託事業
2,92368,434 71,357 地域福祉推進事業

＊予算書を詳しくご覧になりたい方は、社協事務局(ふれあいセンター内)で閲覧できます。



支払済みのものは　対象外

最長14年（168回）以内、無利子
＊返済の必要あり

原則不要

進学を希望とするお子さん
＊申請者・親権者との面接があります。

入学金（上限）

500，000円

高等学校、専修学校 ：月額52，500円
高等専門学校、短期大学、専修学校 
 ：月額90，000円
大学 ：月額97，500円

教育費（上限）

対象外

教育支援資金

そ の 他

返 済

連帯保証人

申 請 者

貸付限度額

支払済みのものでも申請が可能

最長5年（60回）以内、無利子
＊高校、大学等に入学した場合返済の必要がありません

原則必要

生計中心者（20歳以上、原則として世帯主）

中学3年生：27，400円
高校3年生：80，000円

受験料（上限）

中学3年生：200，000円
高校3年生：200，000円

塾受講料（上限）

受験生チャレンジ支援貸付事業

＊貸付には要件がございます。詳しくは下記までお問い合わせください。 庶務係 TEL：557-0159

瑞穂町社会福祉協議会　庶務係TEL：557－0159

令和2年度 赤い羽根共同募金 配分金の申請受付
　8月3日（月）より、赤い羽
根共同募金の地域配分（B
配分）申請の受付を始めま
す。地域配分（B配分）は、
地域でお寄せいただいた
赤い羽根共同募金をその
地域で活用することを目的
とし、地域性の高い施設・
団体がおこなう事業を対
象に配分するものです。

○ 申請額 1施設・団体10～30万円以
内（万円未満切り捨て）

○ 対象事業 備品整備、小規模な修理や補
修、利用者主体の研修事業な
ど（施設・団体維持のための運
営費は対象外）

○ 提出期限 令和2年8月31日（月）
※申請前に必ず事前にご相談ください。

詳しくは東京都共同募金会ホームページをご覧ください。
http://www.tokyo-akaihane.or.jp/shinsei/shinseiyouryou.php

※ 申請要領・申請書式及び記入例は上
記ホームページよりダウンロードでき
ます。

申込み・問合せ

＊ 瑞穂町社会福祉協議会では、年間を通じて窓口で会員の受付をし
ています。また、ご協力いただける方については、ご連絡をいただ
ければ担当職員がお伺いいたします。

令和2年度 会員のご紹介については､
次号(10月)でご紹介させていただきます｡

（3）みずほ社協だより　第142号

ご寄付お礼
（2月19日～6月22日）

次の方々より心温まるご寄付をいた
だきましたので、ここにお礼を申し上
げますと共にご紹介いたします。

個人及び法人による寄付金控除について
　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、瑞穂町税賦課徴収条例第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）によって寄付金税額控除（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。

敬称略／日付順（匿名は除く）

原島茂樹税理士事務所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,916円
吉岡　源藏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,583円
瀬戸　克彦・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,727円
竹島　健一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・子ども用マスク120枚
戸大建設工業（株）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50,000円
平沢　澄子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・手作りマスク23枚
榎本　　博・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3, 109円
先崎みづゑ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・手作りマスク32枚
高木久美子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・手作りマスク200枚
粕谷　道子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・マスク2枚
瑞寿連女性部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・手作りマスク57枚
ばらの会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・手作りマスク40枚
柴田祐生子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・手作りマスク44枚

東京瑞穂ライオンズクラブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・マスク100枚
矢ケ崎茂子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円
矢ケ崎茂子・・・ポケットティッシュ250個・石鹸10個·えんびつ26本
匿　　名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・おむつ11袋
匿　　名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15,510円
匿　　名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・エタノール1本・マスク10枚
匿　　名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・おむつ25パック
匿　　名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・マスク2枚
匿　　名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・マスク2枚
匿　　名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・マスク6枚
匿　　名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・マスク2枚
匿　　名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円

〇緊急小口資金（主に休業された方向け） 〇総合支援資金（主に失業された方向け）

無利子利 子
不要連帯保証人
2年以内返 済 期 間
1年以内据 置 期 間

20万円以内貸付上限額

無利子利 子
不要連帯保証人
10年以内返 済 期 間
1年以内据 置 期 間
原則3か月以内貸 付 期 間

（単身世帯）月15万円以内
（複数世帯）月20万円以内

貸付上限額

〇緊急小口資金（主に休業された方向け）〇緊急小口資金（主に休業された方向け）〇緊急小口資金（主に休業された方向け）〇緊急小口資金（主に休業された方向け）〇緊急小口資金（主に休業された方向け）〇緊急小口資金（主に休業された方向け）〇緊急小口資金（主に休業された方向け）〇緊急小口資金（主に休業された方向け）〇緊急小口資金（主に休業された方向け）〇緊急小口資金（主に休業された方向け）〇緊急小口資金（主に休業された方向け）〇緊急小口資金（主に休業された方向け）〇緊急小口資金（主に休業された方向け）〇緊急小口資金（主に休業された方向け）〇緊急小口資金（主に休業された方向け）〇緊急小口資金（主に休業された方向け）〇緊急小口資金（主に休業された方向け）〇緊急小口資金（主に休業された方向け）〇緊急小口資金（主に休業された方向け）〇緊急小口資金（主に休業された方向け）〇緊急小口資金（主に休業された方向け）〇緊急小口資金（主に休業された方向け） 〇総合支援資金（主に失業された方向け）〇総合支援資金（主に失業された方向け）〇総合支援資金（主に失業された方向け）〇総合支援資金（主に失業された方向け）〇総合支援資金（主に失業された方向け）〇総合支援資金（主に失業された方向け）〇総合支援資金（主に失業された方向け）〇総合支援資金（主に失業された方向け）〇総合支援資金（主に失業された方向け）〇総合支援資金（主に失業された方向け）〇総合支援資金（主に失業された方向け）〇総合支援資金（主に失業された方向け）〇総合支援資金（主に失業された方向け）〇総合支援資金（主に失業された方向け）〇総合支援資金（主に失業された方向け）〇総合支援資金（主に失業された方向け）〇総合支援資金（主に失業された方向け）〇総合支援資金（主に失業された方向け）〇総合支援資金（主に失業された方向け）〇総合支援資金（主に失業された方向け）〇総合支援資金（主に失業された方向け）〇総合支援資金（主に失業された方向け）

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、
生活資金にお困りの方々へ

＊貸付には要件があります。来所される前にお電話でご確認ください。問合せ：庶務係 TEL：557-0159

近所の方が受験生チャレンジの貸付を利用されたのを聞いてこの制度を知りました。子どもが中学3年生で受験を考えていま
したが、経済的なことが心配だったので社協に相談に行きました。支援金を利用することで塾にも行かせることができ、子ども
は志望校に合格して充実した日々を送っています。返済も免除になり、とても良い制度だと思いました。（町内在住Yさん）

近所の方が受験生チャレンジの貸付を利用されたのを聞いてこの制度を知りました。子どもが中学3年生で受験を考えていま
したが、経済的なことが心配だったので社協に相談に行きました。支援金を利用することで塾にも行かせることができ、子ども
は志望校に合格して充実した日々を送っています。返済も免除になり、とても良い制度だと思いました。（町内在住Yさん）

～利用された方から～



～私たちも地域福祉活動を応援しています～
テレビ・ドアホン・LEDなら当社で
安心・安全な電化生活をサポートします

瑞穂町長岡1－12－1
お母さんの手作りご飯のような
優しいサービスを心がけます

電話（042）556-1062

お弁当の宅配です！！

宅配クック1・2・3 西多摩店
羽村市羽東1‐19‐1‐102 ☎042-554-9528

（税別）

ムースセット食
噛む力、飲み込む力が弱っている方に

消化にやさしい食
胃や腸に負担が少ない食事

透析食
人工透析なさってる方に

腎臓病食
腎臓病の方に

やわらか食
咀嚼の困難な方に

760
セット
720
おかず糖尿病食

塩分カロリー調整食

612セット
562おかず健康ボリューム食

まだよく食べられる方に550セット
500おかず普通食

高齢者向けの介護食

令和2年7月1日（４）

人 事 異 動
令和2年4月1日付

〔高齢者福祉センター寿楽〕
センター長 坂内 幸男（新規） 問合せ　事業係　TEL：557－0165

1時間あたり
750円

謝金

不問
資格

20歳以上
年齢

平日午前9時から
午後5時

活動時間帯

家事のお手伝い
活動内容

せいねん　こうけん　せいど

をご存じですか？

東部高齢者支援センターは、
高齢者の総合相談窓口です

　認知症・知的障がい・精神障がい
などによって判断能力が十分でない
方の財産管理や身の回りのことを、
裁判所が選任した後見人等が本人に
代わって法的に支援する制度です。

成年後見制度とは

問 合 せ

午前8時30分から午後5時15分まで
（土日祝日、年末年始を除く）

権利擁護センターみずほ
TEL 557－8201

問 合 せ

午前8時30分から午後5時15分まで
（土日祝日、年末年始を除く）

瑞穂町東部高齢者支援センター
TEL ５５７－３８５２

　瑞穂町には、主に八高線の線路で東西に分けて、2つの高
齢者支援センターがあります。
　高齢者に関する相談（健康維持、病気について、介護につい
て、一人暮らしの不安、認知症、経済的な不安など・・・）をお受
けしています。
　毎月第3火曜日10時～、シルバーまちかどにて高齢者出張
相談会も開催しています。
　また、地域に出向き、多くの方が関心を持つテーマを決め、
地域住民向けの出前講座も随時開催します。
相談方法は3つあります。一人で悩まず、ぜひご相談ください。
① 東部に電話、または来所する。→電話や来所で相談を受け、必要に応じて訪問します。
② 出張相談に参加する。→まちかどにて相談を受け、必要に応じて訪問します。
③ 出前講座に参加する。→出前講座で学んだ後に、職員に個別相談をすることが可能です。

コロナウイルスの影響は
様々なところで・・・

　コロナウイルス感染拡大防止のため、長
期間の外出自粛、体操教室やサロンなど
の集まりが休みで、運動不足になったり他
者との交流ができなかった方が大勢いる
と思います。
　今後皆さんと共に新しい生活様式を考
え、自宅で散歩などフレイル（筋力や心身
の活力低下）予防に努めて
いただきつつ、集まりの場
の復活や再構築ができると
いいですね。
　私たちもお手伝いしま
す。皆さんで知恵を出し合
い、集いの場を広げていき
ましょう！！

【募集要項】
地域の役に立ちたい気持ちのある方

◇まずは、お気軽にご相談ください。

　今年8月に予定しておりました「寿楽夕涼み
会」について、新型コロナウイルス感染防止の
ため、中止の判断を取らせていただきました。
　毎年運営にご協力いただいている自主グ
ループ会員の方々、「心身障害者（児）福祉センターあゆみ」や
「瑞穂町寿クラブ連合会」の方々の模擬店販売へのご協力あ
りがとうございます。次年度開催の際は、引き続きご協力よ
ろしくお願いいたします。

寿楽夕涼み会中止のお知らせ

けんり　ようご

“権利擁護センターみずほ”
をご利用ください

1.制度や手続きの説明
2.申請書類の作成支援
3.後見人候補者の紹介
4.制度の広報・啓発

などを行っています。


