
～私たちも地域福祉活動を応援しています～

社会福祉法人瑞穂町社会福祉協議会　正規職員募集社会福祉法人瑞穂町社会福祉協議会　正規職員募集
業務内容 地域福祉を目的とする事業
採用予定人数 若干名
採用予定日 令和3年10月1日
勤務場所 瑞穂町社会福祉協議会
応募資格 ①平成3年4月2日以降に生まれた方
 ②パソコンの基本操作ができる方
 ③普通自動車免許（AT限定可）
 ※社会福祉士及び社会福祉士受験資格があれば望ましい
応募方法 ①募集要項配布期間
 　令和3年7月1日（木）から20日（火）
 　社協窓口で配布、または社協ホームページよりダウンロード可

 ②受付期間
 　令和3年7月1日（木）から20日（火）までの
 　午前9時から午後5時（土・日を除く）
 　※社協窓口に本人がご持参ください。
選考方法 ①第1次選考　適性検査、論文
 ②第2次選考　面接（第1次選考合格者のみ）
試 験 日 ①第1次選考　令和3年8月7日（土）
 ②第2次選考　令和3年8月21日（土）
申込み・問合せ
 西多摩郡瑞穂町石畑2008（瑞穂町ふれあいセンター内）
 庶務係　557-0159

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

～福祉のまちづくりをめざして～
第146号　2021年（令和3年）7月1日
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◆ボランティアセンターみずほ TEL 042（557）3036
◆権利擁護センターみずほ TEL 042（557）8201

◆東部高齢者支援センター TEL 042（557）3852
【高齢者福祉センター寿楽】 〒190-1212瑞穂町大字殿ケ谷1106 TEL  042（556）1120
【瑞穂斎場売店ゆにわ】 〒190-1204瑞穂町大字富士山栗原新田244 TEL  042（556）1429

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

557-0159問合せ　庶務係

　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「ともに生きる豊かな地域社会」を推進するうえ
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。

瑞穂町社会福祉協議会
会員募集！！

共同生活援助事業所 カラーズ

令和3年8月青梅市に障がい者グループ
ホームを新規開所予定！知的障害をお持
ちの方の入居を募集しています。 お気軽
にご相談下さい。

※男性5名、女性5名の計10名になります。

利用者様を募集しています！ 世話人の方も募集中です！
仕事内容：知的障害をお持ちの方の生活全般の支援、介助になります。
未経験者の方でも気持ちがあれば大歓迎です。

COLORS株式会社　
本拠地：東京都青梅市今寺4-24-11
電　話：080-9178-3413（担当：杉本）

お問い合わ
せはこちら

令和三年令和三年

令和
3年度

会員会費500円の使いみち

会員会費は、社協登録ボランティアグループの活動にも活用されています

『おはなし企画』の活動
（狭山池公園にて）

地域情報やボランティ
ア情報など広報誌の発
行や法人運営のために
140円

福祉団体への支援
やイベントなど。
人と人をつなげる
活動のために
    　　　 215円

総合相談の実施な
ど誰もが安心して
暮らせるまちづく
りのために
145円

登録ボランティアグループ

〒190-1211  
瑞穂町大字石畑2008（瑞穂町ふれあいセンター内）
FAX  042（557）6159
HP  http://www.mizuho-shakyo.com

瑞穂町社会福祉協議会
社会福祉法人発 行

TEL 042（557）0159



令和3年7月1日（2）

1 第6次瑞穂町地域福祉活動計画に基
づき、「我が事、丸ごと、地域共生社会」
の実現に向け、地域のあらゆる人々が
分野や社会背景を超えて役割を持ち、
個人や地域の生活課題に向き合う支
援を推進します。

令和3年度の事業計画及び予算

　 会　　計　　別 本年度予算額 前年度予算額 比較増減

　地域福祉推進事業 65,382 71,357 △5,975

　権利擁護センターみずほ受託事業 20,325 19,983 342

　障害者総合支援事業 5,852 5,313 539

　歳末たすけあい運動事業 74 74 0

　瑞穂町ふれあいセンター受託事業 18,333 18,671 △338

　瑞穂町福祉バス運営事業 1,098 2,253 △1,155

　瑞穂町高齢者福祉センター寿楽 55,911 57,529 △1,618

　東部高齢者支援センター 33,114 27,608 5,506

 収益事業（瑞穂斎場売店・喫茶） 33,511 43,739 △10,228

（単位:千円）【会計別予算総括表】

【勘定科目及び事業別収支グラフ】

【重点目標】

受託金収入
55.1%

補助金収入
23.1%

事業収入 
14.9%

その他（会費、障害
者福祉サービス、介

護保険）
6.9%

収入（勘定科目別） 収入（事業別）

地域福祉事業

高齢者福祉
センター寿楽

23.9%

東部高齢者

14.4%

収益事業

14.2%

権利擁護センター
8.7%

ふれあいセンター
7.8%

その他（障害者総合
支援、歳末たすけあ
い、福祉バス）

3.0%

支出（勘定科目別）

人件費支出
63.7%

事業費支出
26.4%

収益事業支出
6.6%

その他
（事務費、助成金、税）
  　　  3.3%

支出（事業別）

地域福祉推進
30.4%

高齢者福祉
センター寿楽

25.1%

東部高齢者
12.7%

収益事業
13.5%

権利擁護センター
7.9%

ふれあいセンター
7.6%

2.8%

その他（障害者総合
支援、歳末たすけあ

い、福祉バス）

　この計画は「ともに生きる豊かな地域社会を目指して」を基本理念として地域
福祉推進のための取り組みが示されたもので、瑞穂町の「第4次地域保健福祉計
画」と連携し住民の皆さんとともにすすめていく計画です（令和3年度から令和7
年度まで）。
　策定にあたりご協力いただいた多くの皆様方にはこの場を借りて御礼申し上
げます。

◆計画書の詳細はホームページで閲覧できるほか、
社協窓口で冊子を配布しています →

「第6次瑞穂町地域福祉活動計画・
   第3次瑞穂町社協発展・強化計画」を
     策定しました

2 町から受託した「生活支援コーディネー
ター」業務については、人と人をつなぎ、高齢
者の社会参加や生きがいづくりの活動につ
なげ、高齢者が住み慣れた地域でいつまで
も元気で過ごせるようにささえあいの仕組
みづくりを目指し活動していきます。

3 第3次瑞穂町社協発展・強化計
画に基づき、役員が議決機関・執
行機関としての活動と併せて事
業の企画・検討段階から参画し
役職員が連携して経営力強化を
図ります。

※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。

28%

生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の

活
動
風
景（
高
齢
者
の
地
域
活
動
に
て
）

地
域
さ
さ
え
あ
い
連
絡
協
議
会

（
殿
ケ
谷
地
区
）



（3）みずほ社協だより　第146号

令和3年度　会員のご紹介
［敬称略／五十音順］（令和3年2月20日～6月17日）

※社協では年間を通じ窓口にて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職員がお伺いいたします。

※郵便振込で納入いただいた場合、本会に届くまで数日かかる場合があります。お名前の掲載
がない場合は次号にてご紹介させていただきますので、ご了承ください。

池　谷　牧　雄
小　野　小百合

池　谷　真由子
大 野 　 保

寄　　付　　物　　品

寄　　　　付　　　　金

あたたかいご寄付
ありがとうございます

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。

個人会員 2,000円以上

㈱ タ カ ヤ マ
栗 原 増 夫
小 山 和 英
小 山 時 夫
村 田 　 実

賛助会員 5,000円以上

個人会員 500円以上

　瑞穂町社会福祉協議会への寄付金は、税額が控除される場合があります。
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

（有）オートアロウ 5,000 円
粕谷　道子 60,000 円
加藤　久美子 4,026 円
瀬戸　克彦 1,455 円
戸大建設工業（株） 50,000 円

原島　茂樹 7,756 円
瑞穂町商工会 役員一同 58,200 円
（株）米山製作所 10,000 円
匿名 100,000 円
匿名 300,000 円

（令和 3年 2月 20日～ 6月 17日）

瑞穂長岡郵便局 切手10円×10枚
瑞穂郵便局 切手176円分
三鴨　みどり 切手59,682円分、
 はがき428円分
明治神宮崇敬会 西多摩支部 吉岡　栄子
 洗剤セット20個
匿名　　　　 クオカード3枚（1,500円分）

敬称略／五十音順（匿名除く）

尾作　ヨシエ おむつ5パック、パット1パック
小暮　悦子 ビニール手袋2箱
雑貨ショップchako 
 ハガキ50円×5枚・
 52円×24枚・62円×20枚
髙水　いずみ 雑巾50枚、ハガキ50円×8枚、
 切手80円×8枚・50円×10枚
髙水　昌美 下着11着

令和3年度
赤い羽根共同募金
配分金の申請受付

　8月2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3年8月31日（火）

※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
     庶務係　557-0159

中学3年生・高校3年生等の進学を応援しています！

 受験生チャレンジ支援貸付事業（塾代・受験料）
貸付額上限
　•塾　代 （中学3年生） 200,000円
  （高校3年生） 200,000円
　•受験料 （中学3年生）　 27,400円
  （高校3年生）　 80,000円
申請者
　•生計中心者（20歳以上）
連帯保証人
　•原則必要
返済
　•最長5年（60回）以内、無利子
　　※塾代・受験料は、入学すれば返済不要！
　•令和2年度　瑞穂町償還免除実績100％
その他
　•支払済みのものでも申請が可能
　•貸付には収入等の要件あり
申込締切日
　•令和4年1月31日（月）

  教育支援資金（入学金・授業料等）
貸付額上限
 •就学支度費（入学金のみ） 500,000円
 •教育支援費（授業料等）
　　　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
申請者
 •進学を希望するお子さん
　　※申請者・親権者との面接があり
連帯保証人
 •原則不要
返済
 •最長14年（168回）以内、無利子
その他
 •支払済みのものは対象外
 •貸付には収入等の要件あり　

社協では、受験のための塾代や受験料の貸付、入学金や、授業料等の貸付を無利子で行っています。

申込み・問合せ　 庶務係　557-0159

山 口 　 斉
山　口　三　男
山　口　玲　子

野　﨑　収　一
野　﨑　征　美
福　島　政　夫

大　野　富美子
栗　原　よし子
髙　橋　洋　一
田　中　俊　明
戸 谷 　 勇
長 澤 　 勇

長　澤　八重子
古 川 　 敏



～私たちも地域福祉活動を応援しています～
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

らいふさぽーと八王子
１８～６５歳までの障害をお持ちの方が利用する事業所です

ひきこもり・発達障害・知的障害等の方が一般企業に向け就職訓練をする就労施設です
未来の形をみんなで、話・考え・自立に向けサポートいたします。

らいふさぽーと八王子
東京都八王子市新町７－１２－２０１

とことん サポートします。気になることがありましたらご連絡ください、

ＴＥＬ：０４２－６４９－９５７６

担 当

笹 沼 加 藤 田 中

　日頃の家事や子育てなどの経験を持った地域の皆
さんが、家事をお手伝いします！

対　象 高齢者・障がい者・出産前後やひとり親な
どの世帯

日　時 平日　午前9時～午後5時
 （年末年始は除く）
内　容 家事のお手伝い
 （掃除・洗濯・買い物

など）
費　用 1時間あたり700円

※現在、新型コロナウイルス感
染予防のため、一部のサービ
スを制限しております。

　　　問合せ　事業係　557-0165

令和3年7月1日（４）

日　時 8月19日（木）14時～15時30分
場　所 ふれあいセンター
対　象 町内在住、在勤の方、福祉・医療関係

者の方など
定　員 会場参加15名まで（申込順）、ウェブ

参加も可能

講　師 田代政和さん（司法書士）
その他 新型コロナウィルス感染拡大防止のため

開催の形式を変更することがあります。
申込み 8月2日（月）から18日（水）までに
 権利擁護センターみずほへ 

557-8201

　社会福祉協議会に登録している運転ボランティアによる福祉車両を使っ
た移送サービスです。自宅から片道10キロ以内の病院や診療所への送迎を
行います（月2回まで）。
対　象 歩行困難で一般の交通機関の利用が困難な高齢者
料　金 町内➡片道350円・往復700円
 町外➡片道700円・往復1,400円
利用日時　平日　午前9時～午後4時（年末年始は除く）
 ※介助者（ご家族・ヘルパー等）の同乗が必要です。

通院に必要な福祉車両を貸出します（月2回まで、1回につき1泊まで）。
対　象 車いすを利用している一般乗用車に乗車困難な者の介助者等
料　金 無料　※ただし、燃料を満タンにして返却してもらいます。
利用日時　平日　午前8時30分～午後5時（年末

年始は除く）

どちらのサービスも事前に登録手続きが必要です。
詳しくはお問い合わせください。

 問合せ　事業係　557-0165

移
送
サ
ー
ビ
ス

車
両
貸
出
サ
ー
ビ
ス

通院のお手伝いをします！在宅移送等サービス事業

「相続・遺言・成年後見制度の基礎講座」

権利擁護センターみずほ主催講座
～知っておきたい老い支度～

相続や遺言、成年後見制度等、「終活」のために知っておくべきポイントを司法書士が
分かりやすく解説します。

ふれあい（有償家事援助）サービス事業
　　　　　　 を利用してみませんか

ウェブ参加可能

　高齢者に関する相談（健康維持、介護予防、病気、介護、一人暮らしの不安、認知症、
経済的な不安など・・・）をいつでもお受けしています。
　毎月第3火曜日10時から、シルバーまちかどにて高齢者相談会も開催しています。
　また、ご希望があれば、地域の会合などに出向き、多くの方が関心を持つ「高齢者に
関するテーマ」を決め、地域住民向けの出前講座を開催します。

問合せ　東部高齢者支援センター　557-3852
　　　　※西部地区の方は、西部高齢者支援センターへ　557-0609

★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、職員に個別相談が可能です。

東部高齢者支援センターは、 です高齢者の総合相談窓口

　5月25日に明治神宮崇敬会西多
摩支部婦人部長吉岡栄子さまから、
洗剤セット20個のご寄付をいただ
きました。いただいた洗剤セットは、
町内の高齢者や障がい施設等へお
渡しします。
　ありがとうございました。

明治神宮崇敬会西多摩支部さまから
洗剤のご寄付をいただきました

　8月に予定しておりました「寿楽　夕涼み会」は、新型コロ
ナウイルス感染拡大防止のため、中止させていただきます。
　例年、模擬店販売等でご協力いただいていた自主グルー
プの皆さま、「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」の皆さま、その他関係団体や楽しみにさ
れていた地域の皆さまにおかれましては、何卒ご理解いた
だきますよう、お願い申し上げます。
　次年度以降、実施できるようになりましたら、引き続きご
協力をお願いいたします。

寿楽 夕涼み会          の
お知らせ

中止

E-mail  y-motor@mbg.nifty.com
TEL 042-556-0767

瑞穂町箱根ケ崎476

吉野自動車


