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申し込みにあたって 

～窓口に提出する前に、今一度ご確認ください～ 

    

◆ 平成２５年度申込書（様式１－１）  必ず A3 両面で提出してください。 

◆ 申込団体共通シート（様式１－２）  必ず A4 両面で提出してください。 

◆ 平成２４年度完了報告書（平成２４年度助成団体のうち未提出団体） 

 提出時には領収書等をご持参ください。 

◆ 団体代表者もしくは申込書持参者の印 

（申込書持参者印で訂正する場合は、団体での役職等について申し出てください。） 

修正液での訂正は、不可となります。訂正する場合は訂正箇所に二本線を引き、そ

のうえに押印し、訂正してください。 

提出する際は、その印鑑をご持参ください。 

◆ 必ず、申込書の控え（写し）を取っておいてください。 



主な対象事業主な対象事業主な対象事業主な対象事業

助成限度額助成限度額助成限度額助成限度額

（単位：円）（単位：円）（単位：円）（単位：円）

助成助成助成助成

件数件数件数件数

備　考備　考備　考備　考

①

実施回数が年36回以上

かつサービス利用者数の月平均

が10人以上

230,000230,000230,000230,000

②

実施回数が年20回以上

かつサービス利用者数の月平均

が5人以上。

100,000100,000100,000100,000

③

実施回数が年10回以上

かつサービス利用者数の月平均

が5人以上

70,00070,00070,00070,000

視覚障がい者や聴覚障がい者への技術を要する視覚障がい者や聴覚障がい者への技術を要する視覚障がい者や聴覚障がい者への技術を要する視覚障がい者や聴覚障がい者への技術を要する

直接支援事業直接支援事業直接支援事業直接支援事業

◇音声訳、点訳、拡大写本、誘導など

④

利用者数・回数等の助成条件

なし
50,00050,00050,00050,000

 ※学習・啓発・交流を目的としたサークル活動は除く

 ※ 食材費、飲食代は助成対象外経費

 ※福祉バスの利用は不可

①

実施回数が年36回以上

かつ1回あたりの当事者の参加が

10人以上

230,000230,000230,000230,000

②

実施が年20回以上

かつ1回あたりの当事者の参加が

5人以上

100,000100,000100,000100,000

③

実施が年10回以上

かつ1回あたりの当事者の参加が

5人以上

70,00070,00070,00070,000

障がい当事者やその家族などによる宿泊、日帰り障がい当事者やその家族などによる宿泊、日帰り障がい当事者やその家族などによる宿泊、日帰り障がい当事者やその家族などによる宿泊、日帰り

ハイク事業ハイク事業ハイク事業ハイク事業

④ 当事者の参加が5人以上

50,00050,00050,00050,000

 ※宿泊事業・日帰り事業：活動は市の内外を問いません

 ※福祉バスの利用は不可

 ※ 食材費、飲食代は助成対象外経費

ＣＣＣＣ

福祉の福祉の福祉の福祉の

まちづくり活動まちづくり活動まちづくり活動まちづくり活動

 「誰もが安心して暮らしていけるまちづくり」を市民参画型で 「誰もが安心して暮らしていけるまちづくり」を市民参画型で 「誰もが安心して暮らしていけるまちづくり」を市民参画型で 「誰もが安心して暮らしていけるまちづくり」を市民参画型で

行う事業行う事業行う事業行う事業

◇上記Ａ・Ｂの助成条件に満たない事業

◇手話サークル、施設ボランティア、布（木）のおもちゃ・えほん

の製作、日本語ボランティア、パソコンボランティア、セルフヘル

プグループ（疾病、依存症、【DV・虐待等】の被害者等）、災

害ボランティア、車イスダンス、プレイパーク（公園遊び）、読み

聞かせ、など

◇講演会、研修会、福祉まつりなどの単発イベント

40,00040,00040,00040,000

 ※福祉、保健、医療、国際交流、人権擁護、まちづくり、

　　災害救援、青少年の健全育成などを市民参画型で行う事

業

 ※チャリティーイベントなどの収益事業は除外

 ※福祉バスの利用は不可

 ※家族・関係者の自主事業は不可（広く市民を対象とした活動

　　は可）

 ※ 食材費、飲食代は助成対象外経費

A

何らかの支援が必要な人々に対する地域福祉推何らかの支援が必要な人々に対する地域福祉推何らかの支援が必要な人々に対する地域福祉推何らかの支援が必要な人々に対する地域福祉推

進事業進事業進事業進事業

◇ミニデイサービス・サロン、ホームヘルプ、会食、配

食、送迎、フリースペース､相談事業、介護者サロ

ン、何らかの支援が必要な人に対する日常生活の

支援、子育て支援など

制

限

な

し

（

た

だ

し

、

申

込

状

況

に

よ

り

、

減

額

と

な

る

場

合

が

あ

り

ま

す

。

）

 ※施設ボランティア活動（社会福祉施設、地域活動ホーム、

　　作業所、グループホーム等の利用者のみを対象とする活動）は

　　除く

 ※ 食材費、飲食代は助成対象外経費

 ※福祉バスの利用は不可

ＢＢＢＢ

障がい障がい障がい障がい

当事者活動当事者活動当事者活動当事者活動

障がい児者及びその家族が行なう障がい児者の障がい児者及びその家族が行なう障がい児者の障がい児者及びその家族が行なう障がい児者の障がい児者及びその家族が行なう障がい児者の

自立支援並びに社会参加のための事業自立支援並びに社会参加のための事業自立支援並びに社会参加のための事業自立支援並びに社会参加のための事業

◇訓練会､青年学級､趣味・スポーツ、研修、作

業実習、中途障がい者リハビリ教室など

 ※親や家族のみの活動は「障がい当事者活動」には含まない

 ※ 食材費、飲食代は助成対象外経費

 ※福祉バスの利用は不可

　1回あたりの参加者数が5人以上

1111

　　　　１.１.１.１.　　　　平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度　　　　助成区分一覧助成区分一覧助成区分一覧助成区分一覧

助成区分助成区分助成区分助成区分 助成条件助成条件助成条件助成条件

ＡＡＡＡ

市民参加によ市民参加によ市民参加によ市民参加によ

るるるる

地域福祉推進地域福祉推進地域福祉推進地域福祉推進

事業事業事業事業



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２２２

都筑区社会福祉協議会都筑区社会福祉協議会都筑区社会福祉協議会都筑区社会福祉協議会窓口窓口窓口窓口にて受付にて受付にて受付にて受付    

    平成平成平成平成２２２２５５５５年年年年４４４４月月月月３３３３日日日日（（（（水水水水）～）～）～）～    １１１１９９９９日日日日（（（（金金金金））））    

◆ 受付日時受付日時受付日時受付日時    ／／／／    区社協：月～金区社協：月～金区社協：月～金区社協：月～金    9:009:009:009:00～～～～11:30  /  13:0011:30  /  13:0011:30  /  13:0011:30  /  13:00～～～～16:3016:3016:3016:30    

※※※※    月～金以外の受付を希望される方は事前にご相談ください。月～金以外の受付を希望される方は事前にご相談ください。月～金以外の受付を希望される方は事前にご相談ください。月～金以外の受付を希望される方は事前にご相談ください。    

◆ 必必必必ずずずず窓口窓口窓口窓口にににに持参持参持参持参してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。窓口以外での受付はできません。窓口以外での受付はできません。窓口以外での受付はできません。窓口以外での受付はできません。    

助成の可否助成の可否助成の可否助成の可否・決定額・決定額・決定額・決定額について、事務局について、事務局について、事務局について、事務局（（（（都筑都筑都筑都筑区社会福祉協区社会福祉協区社会福祉協区社会福祉協

議会）議会）議会）議会）から各団体あてに通知します。から各団体あてに通知します。から各団体あてに通知します。から各団体あてに通知します。（５月下旬）（５月下旬）（５月下旬）（５月下旬）    

    

通知と同封の「請求書」に必要事項を記入の上、預金通帳通知と同封の「請求書」に必要事項を記入の上、預金通帳通知と同封の「請求書」に必要事項を記入の上、預金通帳通知と同封の「請求書」に必要事項を記入の上、預金通帳

のコピー（口のコピー（口のコピー（口のコピー（口座番号・口座名義を確認できる部分）を同封座番号・口座名義を確認できる部分）を同封座番号・口座名義を確認できる部分）を同封座番号・口座名義を確認できる部分）を同封

し、事務局に、提出してくだし、事務局に、提出してくだし、事務局に、提出してくだし、事務局に、提出してください。さい。さい。さい。（６月上旬）（６月上旬）（６月上旬）（６月上旬）    

請求書に基づき、指定の金融機関口座に振込請求書に基づき、指定の金融機関口座に振込請求書に基づき、指定の金融機関口座に振込請求書に基づき、指定の金融機関口座に振込みみみみます。ます。ます。ます。    

（６月下旬）（６月下旬）（６月下旬）（６月下旬）    

※※※※    事務局から、振込完了の通知は行いません。請求書返送後、事務局から、振込完了の通知は行いません。請求書返送後、事務局から、振込完了の通知は行いません。請求書返送後、事務局から、振込完了の通知は行いません。請求書返送後、    

約１ヶ月を目処に各団体で入金確認を行ってください。約１ヶ月を目処に各団体で入金確認を行ってください。約１ヶ月を目処に各団体で入金確認を行ってください。約１ヶ月を目処に各団体で入金確認を行ってください。    

    

助成を受けた事業助成を受けた事業助成を受けた事業助成を受けた事業は予定どおり実施しては予定どおり実施しては予定どおり実施しては予定どおり実施してくだくだくだください。さい。さい。さい。    

ややややむを得ぬ事情により、内容に変更が生じた場合は、都筑むを得ぬ事情により、内容に変更が生じた場合は、都筑むを得ぬ事情により、内容に変更が生じた場合は、都筑むを得ぬ事情により、内容に変更が生じた場合は、都筑

区社会福祉協議会までご連絡くだ区社会福祉協議会までご連絡くだ区社会福祉協議会までご連絡くだ区社会福祉協議会までご連絡ください。さい。さい。さい。 

事業終了後、事業終了後、事業終了後、事業終了後、１１１１ヶヶヶヶ月以内月以内月以内月以内（通年事業の場合は平成２（通年事業の場合は平成２（通年事業の場合は平成２（通年事業の場合は平成２６６６６年４月年４月年４月年４月

３０日【３０日【３０日【３０日【水水水水】まで）に】まで）に】まで）に】まで）に完了報告書を提出してください。完了報告書を提出してください。完了報告書を提出してください。完了報告書を提出してください。    

※※※※    完了報告書は決定通知と一緒に送付します。完了報告書は決定通知と一緒に送付します。完了報告書は決定通知と一緒に送付します。完了報告書は決定通知と一緒に送付します。    

    

つづきつづきつづきつづき    ふれあい助成金ふれあい助成金ふれあい助成金ふれあい助成金配分配分配分配分委員会委員会委員会委員会（５月中旬）（５月中旬）（５月中旬）（５月中旬）を開催し、を開催し、を開催し、を開催し、

各申込団体について審査します各申込団体について審査します各申込団体について審査します各申込団体について審査します。。。。 

２. 申請手続きの流れ 

受付受付受付受付    

審査審査審査審査    

請求請求請求請求    

振込振込振込振込    

実実実実施施施施    

報告報告報告報告    

決定通知決定通知決定通知決定通知    



    

    

    

    

１．助成１．助成１．助成１．助成事業事業事業事業    

    

Ａ区分 市民参加による地域福祉推進事業  

 

・何らかの支援が必要な人々に対する地域福祉推進事業 

※ミニデイサービス・サロン、ホームヘルプ、会食・配食(※食材費は助成対象外経費)、送迎、

フリースペース、相談事業、介護者サロン、何らかの支援が必要な人に対する日常生活の支援、

子育て支援など 

・視覚障がい者や聴覚障がい者への技術を要する直接支援事業  

※音声訳、点訳、拡大写本、誘導など 

 

 

Ｂ区分 障がい当事者活動事業  

 

・障がい児者及びその家族が行なう障がい児者の自立支援並びに社会参加のための活動  

※訓練会、青年学級、趣味・スポ-ツ、研修、作業実習、中途障がい者リハビリ教室など 

 

・障がい当事者やその家族などによる宿泊、日帰りハイク事業 

※宿泊事業および日帰り事業については、市外での活動も対象  

 

 

 

Ｃ区分 福祉のまちづくり活動  

 

・誰もが安心して暮らしていけるまちづくりを市民参画型で行なう事業 

○ＡおよびＢの助成条件に満たない事業 

○福祉、保健、医療、国際交流、人権擁護、まちづくり、災害救援、青少年の健全育成

などの市民参画型で行なう事業 

※手話サークル、施設ボランティア、布(木)のおもちゃ・えほんの製作、日本語ボランティア、

パソコンボランティア、セルフヘルプグループ（疾病、依存症、【DV・虐待等】の被害者等）、

災害ボランティア、車イスダンス、プレイパーク(公園遊び)、読み聞かせなど 

 ※各種の講演会、研修会、交流会、福祉まつりなどの単発イベントなど  

 

 

⇒平成 24年度より、すべての区分において｢食材費、飲食代｣が助成対象外経費となりました。    

    

３３３３

「「「「つづきつづきつづきつづき    ふれあいふれあいふれあいふれあい助成助成助成助成金金金金」」」」は、誰誰誰誰もがもがもがもが住住住住みみみみ慣慣慣慣れたところでれたところでれたところでれたところで安心安心安心安心してしてしてして生活生活生活生活

していくしていくしていくしていくために都筑区内で活動している「ボランティアグループ」「障がい

当事者団体」「ＮＰＯ法人」等が行う地域福祉推進事業や障がい福祉推進事

業の支援を目的として実施する助成制度です。    

３. つづき ふれあい助成金 解説  



２．助成対象２．助成対象２．助成対象２．助成対象団体団体団体団体 

原則として都筑区に活動拠点をおき、  

①都筑区もしくは横浜市の地域福祉推進のために①都筑区もしくは横浜市の地域福祉推進のために①都筑区もしくは横浜市の地域福祉推進のために①都筑区もしくは横浜市の地域福祉推進のために事業を行う市民活動団体  

②②②②都筑区もしくは横浜市の都筑区もしくは横浜市の都筑区もしくは横浜市の都筑区もしくは横浜市の障がい障がい障がい障がい福祉推進のため福祉推進のため福祉推進のため福祉推進のために事業を行う障がい当事者及び家族団体  

◆申し込みは、原則、事業の活動をしている区の社協とします。ただし、以下の場合は例

外とします。 

・Ｂ－④区分の受付区については、通常の活動を行っている区の社協とします。通常の活動とい

える活動を行っていない場合、代表者の居住区の社協とします。 

・正会員となっている区社協でも可とします。 

◆事業の範囲や対象者が複数区にまたがっている場合は、原則として事業の中心（一番活

動の多い区）もしくは、事務所の所在する区の社協とします。 

◆代表者宅、団体事務所が区外であっても、事業の対象地域が区内であれば対象。 

◆単一家族で構成される団体は対象外とします。 

◆法人は、特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）のみを対象とします。 

◆代表者・連絡担当者は必ず団体のメンバーでなければなりません。 

    

３．助成対象事業３．助成対象事業３．助成対象事業３．助成対象事業    

(1)複数の都筑区民を対象とする、区内もしくは市内で行う事業  

※障がい当事者が行う宿泊事業および日帰りハイク事業については市外も対象。 

(2)非営利な事業であること  

(3)他区のよこはまふれあい助成金を財源とした助成金を受けていない事業 

(4)送迎活動を行う団体は、道路運送法第７９条に基づく登録を受けていること、または無

償でサービスを提供していること  

（5)安定した団体運営と事業の継続性の観点から、総事業費の２０％を超える総事業費の２０％を超える総事業費の２０％を超える総事業費の２０％を超える自主財源を確

保していること  

※自主財源･･･団体構成員の会費、サービス利用者の利用料、バザーなどの収益金、他の民間助

成金など、つづき ふれあい助成金以外からの財源 

(6)サロン事業においては、開催する場所が占有できる場所であること  

    

４４４４．助成対象．助成対象．助成対象．助成対象とならないとならないとならないとならない事業事業事業事業    

(1)特定の個人を対象とした事業 

(2)宗教の教義を広め、儀式行事を行い及び信者を教化育成することを目的とする事業  

(3)政治上の主義の推進を目的とする事業  

(4)公的サービス事業と重複する事業 

※公的サービスとは、 

・介護保険指定事業、介護保険基準該当サービス事業、障害者自立支援法に基づくサービス 

・一般行政サービス（在宅生活支援ホームヘルプ事業、自立支援ホームヘルプ事業、介護予防

型デイサービス事業、高齢者・障害者食事サービス事業等） 

・横浜市からの補助・委託事業（横浜市市民活動推進基金｢よこはま夢ファンド｣、ヨコハマ市

民まち普請事業、親と子のつどいの広場事業等） 

・区づくり推進事業等 

・横浜市地域福祉保健計画、区地域福祉保健計画に関する補助・委託事業 

※公的サービス事業を実施している団体（施設）で、公的サービス事業対象者以外の方へ同様の

サービスを提供している場合や公的サービス事業を実施している団体（施設）から助成を受け

ている事業も対象外。 

 

４４４４    

 



(5)横浜市社会福祉協議会（以下「市社協」）からの補助・委託事業 

・在宅障害児者家庭援護事業 

   ・障害者福祉団体活動支援事業 

   ・第４次横浜市地域福祉活動計画に関する補助・委託事業 等 

※過去に団体自立支援助成枠の助成を受けた団体は、翌年度以降その他の助成区分への申込みが

できません。 

(6)横浜市社会福祉協議会善意銀行配分事業 

(7)横浜市社会福祉協議会福祉バスを利用する事業 

(8)会議、役員会、打合わせ会、特定の目的のために資金を集める事業（バザーやチャリテ

ィーコンサート 、募金など） 

(9)親子サークルや老人クラブ、趣味のサークル等が行う「主に自助を目的とする事業（自

主事業）」は対象外。（ただし、障がい当事者の自主事業は対象。） 

※自助を目的とする事業（自主事業）とは、当事者のみで行われている団体活動（支援する第三

者が主体となっていない事業）のことをいいます。 

 

５５５５．助成の制限．助成の制限．助成の制限．助成の制限    

(1)申込みは１１１１団体団体団体団体１１１１事業事業事業事業１区分１区分１区分１区分とします。 

(2)申込書の繰越金が収支予算の収入合計の２５％を超える収入合計の２５％を超える収入合計の２５％を超える収入合計の２５％を超えるものは申込みできません。 

(3)以下の項目に該当する場合は、同一団体とみなし、申込みは不可とします。 

・利用対象者及び活動者が概ね半数以上重複している場合 

  ・振込先が同一である場合 

・同一の区分において、主たる役職者（代表者等）が複数の団体に属している場合 

（地区社協・障がい児者団体連合会等の地域あるいは分野の連合組織は除く） 

(4)前年度からの継続申込団体は、前年度活動実績が助成条件を満たさない場合、同一区分

での申込ができません。※ただし、Ｂ-④・Ｃ区分を除く 

(5)平成２５年度新規新規新規新規申込団体のうち、次の助成区分に申し込む団体は、平成２５年１月、

２月、３月の活動実績が必要となります。ただし、サービス利用者数、障がい当事者数に

関する条件は、助成区分一覧と同一です。それ以外の助成区分については、活動実績は必

要ありません。 

 

 助成区分 助成条件 

 Ａ－①・Ｂ－① 毎月実施し、合計９回以上 

 Ａ－②・Ｂ－② 毎月実施し、合計６回以上 

 Ａ－③・Ｂ－③ 毎月実施し、合計３回以上 

 Ａ－④・Ｂ－④ 事業を実施していること 

 

(6)助成額については、申込多数の場合、減額調整することがあります。助成額については、申込多数の場合、減額調整することがあります。助成額については、申込多数の場合、減額調整することがあります。助成額については、申込多数の場合、減額調整することがあります。 

(7)必要に応じて、会員名簿や会計報告必要に応じて、会員名簿や会計報告必要に応じて、会員名簿や会計報告必要に応じて、会員名簿や会計報告、領収書、領収書、領収書、領収書などの提出を求めることがあります。などの提出を求めることがあります。などの提出を求めることがあります。などの提出を求めることがあります。    

なお、なお、なお、なお、領収書等については、完了報告書を提出する際に、ご持参ください。領収書等については、完了報告書を提出する際に、ご持参ください。領収書等については、完了報告書を提出する際に、ご持参ください。領収書等については、完了報告書を提出する際に、ご持参ください。    

(8)会費制の団体で、利用料が会員と非会員との差が 1.51.51.51.5 倍倍倍倍を超える場合は、申し込みはで

きません。 

 

                

    

    

                                                    ５５５５    



６６６６．対象経費．対象経費．対象経費．対象経費    

  助成対象経費は「科目の説明」（手引き８ページ）のとおりです。助成対象経費は「科目の説明」（手引き８ページ）のとおりです。助成対象経費は「科目の説明」（手引き８ページ）のとおりです。助成対象経費は「科目の説明」（手引き８ページ）のとおりです。    

  【助成対象【助成対象【助成対象【助成対象外経費外経費外経費外経費】】】】    

    (1)次年度繰越金 

(2)会議費（打合せの施設利用料、会議に伴う経費） 

(3)他団体へ払う会費  

(4)積立金 

(5)食材費、パーティ等の飲食経費 

  ●食事ｻｰﾋﾞｽ･ｻﾛﾝ等で使用する食材･飲み物･調味料等  

 ●ｸﾘｽﾏｽ会･ｷｬﾝﾌﾟ等で購入する食材･飲み物･調味料等 

 ●ﾚｽﾄﾗﾝ・宿泊先等での食事代等 

(6) 事前準備に係る経費（食材買い出しのための交通費、 

下見代等） 

７７７７．助成条件・助成限度額．助成条件・助成限度額．助成条件・助成限度額．助成条件・助成限度額            助成区分一覧のとおりです。 

８８８８．申込．申込．申込．申込みみみみ    

(1)申込方法 都筑区社協に直接持参都筑区社協に直接持参都筑区社協に直接持参都筑区社協に直接持参  ※郵送不可 

(2)申込期間 平成２平成２平成２平成２５５５５年４月年４月年４月年４月３３３３日日日日((((水水水水))))～１～１～１～１９９９９日日日日((((金金金金))))  

      月～金月～金月～金月～金    9:009:009:009:00～～～～11:30  /  13:0011:30  /  13:0011:30  /  13:0011:30  /  13:00～～～～16:3016:3016:3016:30    

(3)申請書類 

・申込書     様式１－１ 

 ・団体共通シート 様式１－２ 

※申込書を書き損じた場合は、用紙を複写したものでご提出いただいても構いません。  

※申込書は、都筑区社協ホームページよりダウンロードできます。申込書は申込書は申込書は申込書は A3A3A3A3 両面印刷、共通シ両面印刷、共通シ両面印刷、共通シ両面印刷、共通シ

ートはートはートはートは A4A4A4A4 両面印刷と書式を整えて両面印刷と書式を整えて両面印刷と書式を整えて両面印刷と書式を整えて    ご提出ください。ご提出ください。ご提出ください。ご提出ください。（http://www.tuzuki-shakyo.jp/）  

(4)注意事項 

・事業の範囲や対象者が複数区にまたがっている場合は、原則として事業の中心もしくは 

事務所が所在する区社協の助成制度への申し込みとなります。 

・助成額は「つづき ふれあい助成金配分委員会」で審査・決定します。結果については

文書にて通知します｡ 

・前年度、他区で申し込みをした団体は、申込書と一緒に前年度報告書の写しを提出して

ください。                

    

９９９９．報告．報告．報告．報告    

(1)事業終了後１ヶ月以内(通年事業は平成 26 年 4 月末)に、完了報告書を都筑区社協にご 

提出ください。その際には領収書をご持参ください。確認させていただきます。 

(2)完了報告書(様式４)は決定通知と一緒に送付します。  

 ※両面印刷と書式を整えて提出ください。  

※事業を実施したことがわかるチラシ・写真等を添付ください。 

 ※ご提出いただいた書類は返却できません。 

 ※領収書領収書領収書領収書((((写写写写))))等の提出は不要です等の提出は不要です等の提出は不要です等の提出は不要ですが、が、が、が、必要に応じて必要に応じて必要に応じて必要に応じて提出を求める場合があります。提出を求める場合があります。提出を求める場合があります。提出を求める場合があります。    

また、領収書は情報公開の対象となりますので、各団体で年度終了後５年間は保管してください。

６６６６ 



１０１０１０１０．助成の取消・返還．助成の取消・返還．助成の取消・返還．助成の取消・返還    

次の場合、事業開始後であっても助成決定の取り消し、また助成金が既に交付されている次の場合、事業開始後であっても助成決定の取り消し、また助成金が既に交付されている次の場合、事業開始後であっても助成決定の取り消し、また助成金が既に交付されている次の場合、事業開始後であっても助成決定の取り消し、また助成金が既に交付されている

場合は場合は場合は場合は返還していただきます。返還していただきます。返還していただきます。返還していただきます。  

(1)実施回数やサービス利用者数等の助成条件を満たしていない場合 

(2)虚偽の申込みや事業が助成金の趣旨と異なったり、団体の都合により事業継続が不可能

となった場合 

(3)実施事業が申込内容と著しく異なっている場合 

 

１１１１１１１１．個人情報の取り扱い．個人情報の取り扱い．個人情報の取り扱い．個人情報の取り扱い    

(1)助成申請に関する内容については、当事業の審査のために使用し、許可なく目的外に使

用することはありません。 

(2)提出書類の団体の概要は、市民活動推進条例に準じて情報公開します。情報公開を求め

られた際には、共通シートの★印の箇所について開示いたします。 

(3)助成申込団体へは、本会主催講座やイベント等の案内をさせていただくことがあります。 

(4)事務局から各団体への連絡（助成決定の可否・その他連絡）は、団体共通シートに記載

の連絡担当者（代表者と同一の場合も含む）へ行います。助成決定以降、担当者を変更

した場合は、必ず事務局まで文書にてご連絡ください。  

 

１２１２１２１２．．．．助成助成助成助成財源財源財源財源    

この助成金は次の財源に運営しています。 

① 都筑区社協「共同募金配分金」都筑区社協「共同募金配分金」都筑区社協「共同募金配分金」都筑区社協「共同募金配分金」    

② 横浜市社協横浜市社協横浜市社協横浜市社協基金果実基金果実基金果実基金果実「よこはまあいあい基金」「「よこはまあいあい基金」「「よこはまあいあい基金」「「よこはまあいあい基金」「障障障障害害害害者年記念基金」者年記念基金」者年記念基金」者年記念基金」    

③③③③    横浜市社協横浜市社協横浜市社協横浜市社協「善意銀行」「善意銀行」「善意銀行」「善意銀行」    

※各団体への助成金は財源に共同募金配分金を用いていることから、共同募金運動の趣旨

にご理解をいただき、共同募金運動にご協力くださるようお願いいたします。なお、詳

細につきましては、後日お知らせいたします。    

※各団体への助成金は、区・市民からの募金や寄付で成り立っています。 

「つづきふれあい助成金」の配分を受けていることを事業の周知物（パンフレット・チラ

シ･看板など）に明示してください。 

 

＜文例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７７７７

    

この事業は、都筑区社会福祉協議会が実施している「つづきこの事業は、都筑区社会福祉協議会が実施している「つづきこの事業は、都筑区社会福祉協議会が実施している「つづきこの事業は、都筑区社会福祉協議会が実施している「つづき    ふれあい助成金」の助成を受けています。ふれあい助成金」の助成を受けています。ふれあい助成金」の助成を受けています。ふれあい助成金」の助成を受けています。    



つづき　ふれあい助成金 つづき　ふれあい助成金申込額

サービス利用者の利用

料、障がい当事者の会費

サービス利用料、障がい当事者の会費、利用会員が支払う入会金、
年・月会費など

担い手・ボランティアの

会費等

担い手・ボランティアが支払う入会金、年・月会費、賛助金など

他からの助成金・補助金 つづき　ふれあい助成金以外の助成金・補助金

前年度繰越金

前年度からの繰越金（ただし、収入合計の25％以内）
※小数点第1位を切り上げ（前年度繰越金÷収入合計×100）

その他

上記以外の収入（寄付金・バザーの収益金などや前年度からの積立
金）

コーディネーター人件費 ・コーディネーターの経費など

専有の拠点整備と改修費 ・専有の活動拠点の建築、改修工事費など

活動費

・活動に関わる(当日の)交通費やボランティア費用弁償など（人に
かかわる経費）、検便代も計上可

活動場所の維持費

・活動場所の家賃、借り上げ料、施設利用料
・活動場所の光熱水費
・専有の活動拠点取得に関わる固定資産税や住宅ローン
　※事務所と活動場所が同一住所である場合は、面積按分する。

物品購入費

・活動に必要な物品の購入経費（物にかかわる経費）
　※ただし、任意団体の場合はその帰属について団体間で申し合わ
せがされていること、一個人に帰属することがないこと
　※食材費(材料費、調味料等)は対象外

謝金

・団体内部研修会の講師謝金
・訓練会などの技術指導料
・講演会やシンポジウムなどの単発事業における謝金
・イベントなどの単発事業での出演者謝礼

通信運搬費 ・郵券代・電話代　　・インターネット利用料など

車両経費

（事業に関わる車両に限る）

・ガソリン代　　・車検・整備費　　・車の借り上げ料
・年間を通した事業における自動車税　　・駐車場借り上げ料
・車両購入費及び自動車ローン

保険料

・ボランティア活動保険、福祉サービス総合補償、行事保険など
　※送迎事業における個人所有の自動車保険は除く

印刷費

・会報、イベントの案内、記念誌、シンポジウムの成果、
　調査研究の成果の印刷経費

次年度繰越金 ・次年度繰越金

食材費･パーティー代等

の飲食経費

・食事サービス･サロン等で使用する食材･飲み物･調味料等
・クリスマス会･キャンプ等で購入する食材･飲み物･調味料等
・レストラン･宿泊先等での食事代等

会議費 ・打合せの施設利用料、会議に伴う茶菓代等経費

積立金 ・積立金（３年以内とし、積立年数と目的を明記すること）

その他

・上記以外の支出　※事前準備費（食材買い出しのための交通費、
下見、担い手側の研修等の事前準備）、会費等

科目　と　助成対象・対象外経費　の　説　明

助助助助

成成成成

対対対対

象象象象

経経経経

費費費費

助助助助

成成成成

対対対対

象象象象

外外外外

経経経経

費費費費

　

支支支支

　　　　

出出出出

　　　　

収収収収

　　　　

入入入入
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☆助成対象事業と申込区分について☆ 

Ｑ１：私たちの団体は、ホームヘルプサービスの中

でも介護保険指定事業（訪問介護）と助け合

いの事業として、介護保険に適応していない

高齢者や、産前産後の母親へもサービスを提

供しています。また、地域の高齢者をお迎え

して、月に１回のサロン事業もしています。

私たちの団体は、どの事業で申込みをしたら

よいでしょうか？ 

Ａ１：この場合、助け合いの事業としてホームヘル

プ事業を実施されていますが、収益性のある

介護保険指定事業のホームヘルプサービ

スと同一事業であるため、対象外となりま

す。ただし、月１回のサロン事業について

は、サービス利用者数の見込みが月平均５

人以上であれば、Ａ③区分に該当します。 

 （※ただし、食材費、飲食代は助成対象経費外） 

 

Ｑ２：依頼があったらなんでも対応して活動する男

性ボランティアグループで、主に施設でのイ

ベントボランティアや、高齢者世帯への訪問

などをしています。どの区分に申し込んだら

いいですか？  

Ａ２：「施設でのイベントボランティア」はＣ区分、

「高齢者世帯への訪問」はＡ区分に該当します。

活動回数や利用者人数を合算することはでき

ませんので、どちらかひとつの区分に絞ってお

申込みください。 

 

Ｑ３：３月から週１回の訓練会を開始しました。助成

の対象となりますか？ 

Ａ３：Ａ、Ｂ区分に新規の団体が申し込むには、申

込前３ヶ月間の実績が必要となります。実績

が１ヶ月しかないこの場合は対象外となり

ます。ただし、Ｃ区分は実績を問いませんの

で、申込は可能です。今年度はＣ区分で申込

み、実績を整えて、次年度にはＢ区分でお申

込みください。  

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ４：私ひとりで自宅を開放し、地域の高齢者と「お

茶のみ会」を開くつもりですが、助成の対象と

なりますか？  

Ａ４：この助成金は「市民活動団体」を支援するた

めのものなので、個人の活動は助成対象にな

りません。また、一家族だけで構成している

団体も対象外です。 

 

Ｑ５：月に１度、２０人ほどで会食会をしています。

会場までいらっしゃれない方が毎回４、５人

いるので、作ったお弁当の配食もしています。

利用者人数はどのように記入したら良いでし

ょうか？ 

Ａ５：この場合、会場に来てくださる方には「会

食会事業」、来られなかった方には「配食

事業」のふたつの事業を実施していると考

えます。利用者数が多い「会食会」でＡ③

で申込みをし、会食会に参加される利用者

の人数のみを記入してください。（※ただ

し、食材費、飲食代は助成対象経費外）  

 

Ｑ６：月に２回の配食活動を行っていましたが、ご

要望が多いため、今年は月に３回実施します。

昨年度まではＡ②区分で助成金をもらってい

ましたが、今年は、Ａ①区分の助成条件を満

たすので、申込みたいのですが？ 

Ａ６：昨年度の実績がＡ②区分の実績を満たし、

かつ今年度の計画でＡ①の条件を満たし

ていれば申込みすることができます。た

だし、最終的に何らかの事情でＡ①の条

件を満たすことが出来なかった場合は、

返還の対象となります。 

 

Ｑ７：現在の予定としてはＢ①区分の条件を満たし

ているのですが、メンバーが体調を崩して欠

席する可能性があり、報告では条件を満たす

ことが出来ないかもしれないのです。そうい

った事情は考慮してもらえるのですか？ 

Ａ７：活動内容や対象者によっては、欠席や中止

などやむを得ない事情が生じることがある

と思いますが、原則的には実績の数で判断

をし、条件に満たない場合は返還の対象と

なります。それぞれの団体の活動の中で、

起こりうる事情を考慮したうえで見込みを

たて、申込をしてください。 

 

 

９９９９ 

 

団体

名 

事業名 

助成

対象 

○○

団体 

介護保険指定事業「訪問介護」 × 

市民事業（助け合い）ホーム

ヘルプ 

× 

サロン事業 

○ 

つづき ふれあい助成金Ｑ＆Ａ 



Ｑ８：繰越金は助成額の２５％以内とありますが、

私たちの団体は今年度の決算額では２５％

を超える余剰金が出てしまいます。これは

返還となるのでしょうか？ 

Ａ８：報告書での繰越金は、「その他」の欄に

記入していただきますが、報告書の中で

は２５％を超えていても構いません。し

かし、Ｈ２５年度の予算額の中で超えて

いる場合は、助成の対象となりません。

繰越金を収入総額の２５％までとしてい

るのは、Ｈ２５年度の助成金の振込みが

６月下旬を予定しているため、Ｈ２５年

度４月から６月までの３ヶ月分を補う意

味があるためです。 

 

Ｑ９：デイサロンで使うキーボードを購入するため、

経費を少しずつ積立てておきたいのですが？ 

Ａ９：積立金は３年以内とし、積立年数と目的を助

成対象経費外の「その他」の欄に明記してく

ださい。 

 

Ｑ１０：福祉バスを利用して行く宿泊事業を予定して

います。申し込みはできますか？ 

Ａ１０：福祉バスを利用した事業は対象外です。申

請はできません。 

 

Ｑ１１：区役所が主催した講座終了後、受講修了者で

介護予防のサークルを作りました。週１回メ

ンバーで集まって活動をしていますが、助成

対象になりますか？ 

Ａ１１：友達同士や仲間うちのサークル活動（自主

活動）は助成対象にはなりません。ただし、

メンバーの方が支援者となり、地域の方を対

象に健康体操講座などを開催するのであれ

ば、Ｃ区分でのお申込みが可能です。 

    
☆☆☆☆申込書申込書申込書申込書・・・・共通共通共通共通シートのシートのシートのシートの書書書書きききき方方方方☆☆☆☆    

 

Ｑ１２：私たちの団体は、ケアプラザを会場にしてい

るため、連絡先はケアプラザにしています。個

人宅を連絡先にはしたくないので、連絡担当者

は、ケアプラザの職員の方でもいいですか？ 

Ａ１２：代表者、連絡担当者、さらに振込先名義人

については、団体のメンバーであることが必

須です。事務局より問い合わせをする可能性

もありますので、必ず連絡先を記入してくだ

さい。 

 

Ｑ１３：日帰りハイクで行く美術館の入場料や駐車場

代はどこの予算にいれたらいいでしょうか？ 

Ａ１３：美術館は、入場券を購入するので、「物品

購入費」に入れてください。駐車場代は「車

両経費」となります。 

            

Ｑ１４：私たちの活動は、依頼による訪問活動なの

ですが、実施計画はどのように記入すればいいです

か？ 

Ａ１４：前年度の実績などをふまえて、今年度の

おおよその予定数を記入してください。助

成条件にも大きく関わるため、指定の書式

に必ず記入をお願いします。 

 

Ｑ１５：申込書の年間事業計画書の「参加人数」の書

き方がよくわかりません。 

Ａ１５： 

Ａ区分･･･各月ごとに、１ヶ月にサービスを利用し

た人数を記入してください。 同じ人が月同じ人が月同じ人が月同じ人が月

に５回利用しても「１人」。５人の方がに５回利用しても「１人」。５人の方がに５回利用しても「１人」。５人の方がに５回利用しても「１人」。５人の方が

１回ずつ利用した場合は、「５人」１回ずつ利用した場合は、「５人」１回ずつ利用した場合は、「５人」１回ずつ利用した場合は、「５人」とし

ます。またサービス利用者の月平均は  

月ごとの利用者実数の合計÷１２か月＝月ごとの利用者実数の合計÷１２か月＝月ごとの利用者実数の合計÷１２か月＝月ごとの利用者実数の合計÷１２か月＝    

月平均の利用者数月平均の利用者数月平均の利用者数月平均の利用者数   

Ｂ区分･･･各月に、１ヶ月に参加した当事者の延べ当事者の延べ当事者の延べ当事者の延べ

人数人数人数人数を記入してください。同じ人が月に５同じ人が月に５同じ人が月に５同じ人が月に５

回参加した場合は「５人」回参加した場合は「５人」回参加した場合は「５人」回参加した場合は「５人」。ただし、家族。ただし、家族。ただし、家族。ただし、家族

やボランティアはその人数に含まれませやボランティアはその人数に含まれませやボランティアはその人数に含まれませやボランティアはその人数に含まれませ

ん。ん。ん。ん。  

月ごとの参加当事者延べ人数合計÷実施回数＝月ごとの参加当事者延べ人数合計÷実施回数＝月ごとの参加当事者延べ人数合計÷実施回数＝月ごとの参加当事者延べ人数合計÷実施回数＝    

１回あたりの参加者数１回あたりの参加者数１回あたりの参加者数１回あたりの参加者数         

Ｃ区分･･･各月毎、その月に参加した参加者の延べ参加者の延べ参加者の延べ参加者の延べ

人数人数人数人数を記入してください。当事者・家族・当事者・家族・当事者・家族・当事者・家族・

ボランティアなど、参加したすべての人数ボランティアなど、参加したすべての人数ボランティアなど、参加したすべての人数ボランティアなど、参加したすべての人数

が含まれます。が含まれます。が含まれます。が含まれます。  

月ごとの参加者延べ人数の合計÷実施回数＝月ごとの参加者延べ人数の合計÷実施回数＝月ごとの参加者延べ人数の合計÷実施回数＝月ごとの参加者延べ人数の合計÷実施回数＝    

１回あたりの参加者数１回あたりの参加者数１回あたりの参加者数１回あたりの参加者数   

※すべて小数点以下第１位四捨五入し、整数で記入 

 

☆ その他 ☆ 

 

Ｑ１６：各区分に予算を超える申し込みがあった場合、

それぞれの助成額は減ってしまいますか？ 

Ａ１６：予算は限られているため、予算を超えた場

合は、割戻しを行います。この場合、一定の

割合で申込額から減額となります。  

   ※ただし、全体で予算枠内あれば割戻しは行

いません。 
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社会福祉法人　横浜市都筑区社会福祉協議会会長　　

平成25年　　月　　日

えぬぴーおーほうじんたすけあいくまえぬぴーおーほうじんたすけあいくまえぬぴーおーほうじんたすけあいくまえぬぴーおーほうじんたすけあいくま

NPONPONPONPO法人法人法人法人たすけあいくまたすけあいくまたすけあいくまたすけあいくま

ふりがな さくらぎさくらぎさくらぎさくらぎ　　　　まさおまさおまさおまさお

連　絡

担当者

名

桜木桜木桜木桜木　　　　正夫正夫正夫正夫

電話 ５６７５６７５６７５６７－－－－１２３４１２３４１２３４１２３４ Ｆａｘ

　　    　区分（　　年目）

11111111    /           受付者

住

 

所

〒〒〒〒２２６２２６２２６２２６－－－－００２９００２９００２９００２９

　　　　横浜市緑区横浜市緑区横浜市緑区横浜市緑区

　　　　桜並木町桜並木町桜並木町桜並木町１１１１－－－－１１１１

連

 

絡

 

先

平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度　　　　つづき ふれあいつづき ふれあいつづき ふれあいつづき ふれあい助成金申込書助成金申込書助成金申込書助成金申込書

①年36回以上

②年20回以上

申込区分・年数

ふりがなふりがな

事業名 知的障がい児の訓練会

団体名

①年36回以上

５６７５６７５６７５６７－－－－１２３４１２３４１２３４１２３４

並木並木並木並木　　　　茶々茶々茶々茶々

なみきなみきなみきなみき　　　　ちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃ

④視覚・聴覚支援

代表者名

視覚・聴覚障がい者支援（音声訳、点訳、拡大写本、誘導）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

助成申請額 　　　　　　　　円

③年10回以上

Ａ　市民参加による地域福祉推進事業

ミニデイサービス・サロン　ホームヘルプ　会食　配食

送迎　フリースペース相談事業　介護者サロン

何らかの支援が必要な人に人に対する日常生活の支援　子育て支援

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

■事業の目的

＊助成対象と

なるのは1事

業１区分です

＊該当する事

業及び助成条

件を丸で囲っ

てください。

③年10回以上

登録者数

（単発事業は参加予定者）

Ｂ　障がい当事者活動

訓練会　青年学級　趣味・スポーツ　研修　　作業実習

中途障がい者リハビリ教室　　その他（　　　　　　　　　　　　）

②年20回以上

助

成

申

込

 

 

事

業

必要な訓練を行う。また、家庭以外での居場所作りや交流の場とする。

ｻｰﾋﾞｽ利用者または障がい者14141414 人 ／ 担い手やﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ12121212 人 ／ その他（家族・講師等）9999 人

父母やボランティアが協力し、いろいろな活動を通して、知的障がい児者の生活自立のため

Ｃ　福祉のまちづくり活動

手話サークル　施設ボランティア　　布（木）のおもちゃ・えほん製作　　日本語ボランティア

災害ボランティア　パソコンボランティア

セルフヘルプグループ（疾病、依存症、DV・虐待等の被害者、その他（　　　　　　　　））

車イスダンス　プレイパーク（公園遊び）　講演会　研修会　福祉まつり

その他（              　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

リズム体操、絵画教室、調理実習など。

月３回～４回　土曜日　9：30～12:00　○○山福祉ホーム・○○山地域ケアプラザにて

■事業の概要（助成金の対象となる事業内容を簡潔に。詳細は「年間事業計画書」、団体の活動は共通シートにご記入ください）

(様式1－

整理番号

Ｂ－Ｂ－Ｂ－Ｂ－①①①① １１１１ ２００２００２００２００，，，，００００００００００００

助成条件助成条件助成条件助成条件にもにもにもにも忘忘忘忘れずにれずにれずにれずに○○○○

をつけてくださいをつけてくださいをつけてくださいをつけてください。。。。

連絡担当の住所連絡担当の住所連絡担当の住所連絡担当の住所

電話番号等を記入電話番号等を記入電話番号等を記入電話番号等を記入

記 入 例



収支予算収支予算収支予算収支予算　　　　　　　　【【【【申込事業申込事業申込事業申込事業のののの収支予算収支予算収支予算収支予算をごをごをごをご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。】。】。】。】

（単位：円）

予 算 額

説　明

（内訳・算出根拠）

つづき ふれあい助成金 200,000200,000200,000200,000 つづき ふれあい助成金申込額

ｻｰﾋﾞｽ利用者の利用料

障がい当事者の会費

574,000574,000574,000574,000

参加料参加料参加料参加料＠1,000＠1,000＠1,000＠1,000×14×14×14×14名名名名×40×40×40×40回回回回

年会費年会費年会費年会費＠1,000＠1,000＠1,000＠1,000×14×14×14×14名名名名

担い手・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの会費等 24,00024,00024,00024,000 年会費年会費年会費年会費＠2,000＠2,000＠2,000＠2,000×12×12×12×12名名名名

他からの助成金・補助金 0000

前年度繰越金 9,3109,3109,3109,310 （収入合計に対する割合：　　　　　２２２２　％）

その他（　　　　　　　） 9,6009,6009,6009,600 バザーバザーバザーバザー売売売売りりりり上上上上げげげげ＠9,600＠9,600＠9,600＠9,600

816,910816,910816,910816,910

コーディネーター人件費 0000

専有の拠点整備と改修費

活動費 480,000480,000480,000480,000

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ謝礼謝礼謝礼謝礼

＠1,000＠1,000＠1,000＠1,000×12×12×12×12人人人人×40×40×40×40回回回回

活動場所の維持費 40,00040,00040,00040,000 会場費会場費会場費会場費＠1,000＠1,000＠1,000＠1,000×40×40×40×40回回回回

物品購入費 60,00060,00060,00060,000 楽器楽器楽器楽器＠30,000　＠30,000　＠30,000　＠30,000　教材教材教材教材＠30,000＠30,000＠30,000＠30,000

謝金 40,00040,00040,00040,000 講師謝金講師謝金講師謝金講師謝金＠20000＠20000＠20000＠20000×2×2×2×2回回回回×2×2×2×2人人人人

通信運搬費 32,40032,40032,40032,400 郵送代郵送代郵送代郵送代＠90＠90＠90＠90×30×30×30×30人人人人×12×12×12×12回回回回

車両経費 100,000100,000100,000100,000 バスバスバスバス借借借借りりりり上上上上げげげげ代代代代＠100,000＠100,000＠100,000＠100,000

保険料 3,6003,6003,6003,600

ボランティアボランティアボランティアボランティア活動保険活動保険活動保険活動保険

＠300＠300＠300＠300×12×12×12×12人人人人

印刷費 10,00010,00010,00010,000 コピーコピーコピーコピー代代代代＠10＠10＠10＠10円円円円×1,000×1,000×1,000×1,000枚枚枚枚

766,000766,000766,000766,000

次年度繰越金 2,9102,9102,9102,910

その他（食材費　　　） 28,00028,00028,00028,000 ﾊﾞｽﾊｲｸﾊﾞｽﾊｲｸﾊﾞｽﾊｲｸﾊﾞｽﾊｲｸ昼食代昼食代昼食代昼食代＠800＠800＠800＠800×35×35×35×35人人人人

その他（積立金　　　） 20,00020,00020,00020,000 CDCDCDCD付付付付ｶｾｯﾄﾃﾞｯｷｶｾｯﾄﾃﾞｯｷｶｾｯﾄﾃﾞｯｷｶｾｯﾄﾃﾞｯｷ（（（（１１１１年目年目年目年目））））

816,910816,910816,910816,910

12121212

科　　目

収収収収

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

入入入入

※※※※　　　　収入合計収入合計収入合計収入合計とととと支出合計支出合計支出合計支出合計はははは同額同額同額同額になりますになりますになりますになります。。。。説明部分説明部分説明部分説明部分はははは、、、、内訳内訳内訳内訳・・・・算出根拠算出根拠算出根拠算出根拠もももも必必必必ずずずず詳詳詳詳しくしくしくしくごごごご記入記入記入記入くださくださくださくださ

合合合合　　　　　　　　　　　　　　　　計計計計

小小小小　　　　　　　　　　　　　　　　計計計計

助助助助

　　　　

成成成成

　　　　

対対対対

　　　　

象象象象

　　　　

経経経経

　　　　

費費費費

合合合合　　　　　　　　　　　　　　　　計計計計

支支支支

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

出出出出

助助助助

成成成成

対対対対

象象象象

外外外外

経経経経

費費費費

助成対象経費総額助成対象経費総額助成対象経費総額助成対象経費総額がががが申込額申込額申込額申込額をををを上回上回上回上回ることることることること。。。。



月月月月 日日日日　　　　時時時時 会会会会　　　　場場場場 内内内内　　　　容容容容

参加人数参加人数参加人数参加人数

（（（（サービスサービスサービスサービス利用者数利用者数利用者数利用者数・・・・

障障障障がいがいがいがい当事者数当事者数当事者数当事者数などなどなどなど））））

備備備備　　　　考考考考

4444 12人12人12人12人

5555 10人10人10人10人

6666 15人15人15人15人

7777 10人10人10人10人

8888 5人5人5人5人

9999 10人10人10人10人

10101010 13人13人13人13人

11111111 12人12人12人12人

12121212 12人12人12人12人

1111 5人5人5人5人

2222 15人15人15人15人

3333 10人10人10人10人

合計合計合計合計 240回240回240回240回 129人129人129人129人

平均平均平均平均 20回20回20回20回 11人11人11人11人

年間事業計画書年間事業計画書年間事業計画書年間事業計画書　　　　平成２５年４月～平成２６年３月の助成金対象の事業予定をご記入ください。

13131313

＊＊＊＊依頼内容依頼内容依頼内容依頼内容にににに回数回数回数回数やややや人数人数人数人数がががが定定定定まらないものであってもまらないものであってもまらないものであってもまらないものであっても、、、、前年度前年度前年度前年度のののの実績実績実績実績などをふまえてなどをふまえてなどをふまえてなどをふまえて、、、、予定予定予定予定をごをごをごをご記入記入記入記入くくくく

ださいださいださいださい。。。。

＊＊＊＊利用者人数利用者人数利用者人数利用者人数にはにはにはには、、、、担担担担いいいい手手手手となるとなるとなるとなる講師講師講師講師やボランティアはやボランティアはやボランティアはやボランティアは含含含含まれませんまれませんまれませんまれません。（。（。（。（記入記入記入記入はははは不要不要不要不要ですですですです。）。）。）。）

Ａ①区分Ａ①区分Ａ①区分Ａ①区分のののの記入例記入例記入例記入例

毎月毎月毎月毎月

２０２０２０２０回程度回程度回程度回程度

日時日時日時日時はははは依頼内依頼内依頼内依頼内

容容容容によりますによりますによりますによります。。。。

随時受付随時受付随時受付随時受付

月曜月曜月曜月曜～～～～金曜金曜金曜金曜

9999::::00000000～～～～18181818::::00000000

依頼者宅依頼者宅依頼者宅依頼者宅

高齢者高齢者高齢者高齢者やややや

障障障障がいがいがいがい者者者者

をををを対象対象対象対象とととと

したホーしたホーしたホーしたホー

ムヘルプムヘルプムヘルプムヘルプ

事業事業事業事業

129129129129÷÷÷÷12121212＝＝＝＝10.7510.7510.7510.75

小数点以下第小数点以下第小数点以下第小数点以下第1111位位位位

四捨五入四捨五入四捨五入四捨五入 整数整数整数整数でででで表示表示表示表示



月月月月 日日日日　　　　時時時時 会会会会　　　　場場場場 内内内内　　　　容容容容

参加人数参加人数参加人数参加人数

（（（（サービスサービスサービスサービス利用者数利用者数利用者数利用者数・・・・

障障障障がいがいがいがい当事者数当事者数当事者数当事者数などなどなどなど））））

備備備備　　　　考考考考

4444

　　　　　　　　◎◎◎◎日(日(日(日(　)　)　)　)

　　　　　　　　◎◎◎◎日(日(日(日(　)　)　)　)

○○○○○○○○自治会館自治会館自治会館自治会館 ・リハビリ・リハビリ・リハビリ・リハビリ体操体操体操体操

・ちぎり・ちぎり・ちぎり・ちぎり絵絵絵絵

・・・・水墨画水墨画水墨画水墨画

30人30人30人30人

5555

　　　　　　　　◎◎◎◎日(日(日(日(　)　)　)　)

　　　　　　　　◎◎◎◎日(日(日(日(　)　)　)　)

○○○○○○○○自治会館自治会館自治会館自治会館 ・リハビリ・リハビリ・リハビリ・リハビリ体操体操体操体操

・ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ・ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ・ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ・ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ

30人30人30人30人

6666

　　　　　　　　◎◎◎◎日(日(日(日(　)　)　)　)

　　　　　　　　◎◎◎◎日(日(日(日(　)　)　)　)

○○○○○○○○自自自自治治治治会会会会館館館館

☆☆☆☆☆☆☆☆小学校小学校小学校小学校

・・・・健康体操健康体操健康体操健康体操

・・・・ｸｸｸｸ ﾞ゙゙゙ﾗﾗﾗﾗｳｳｳｳﾝﾝﾝﾝﾄﾄﾄﾄ ﾞ゙゙゙ｺｺｺｺ ﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙﾌﾌﾌﾌでででで

小学生小学生小学生小学生とのとのとのとの交流会交流会交流会交流会

30人30人30人30人

7777

　　　　　　　　◎◎◎◎日(日(日(日(　)　)　)　)

　　　　　　　　◎◎◎◎日(日(日(日(　)　)　)　)

○○○○○○○○自治会館自治会館自治会館自治会館 ・・・・健康体操健康体操健康体操健康体操

・・・・音楽音楽音楽音楽をををを楽楽楽楽しむしむしむしむ

30人30人30人30人

8888

　　　　　　　　◎◎◎◎日(日(日(日(　)　)　)　) ○○○○○○○○自治会館自治会館自治会館自治会館 ・・・・健康体操健康体操健康体操健康体操

・ちぎり・ちぎり・ちぎり・ちぎり絵絵絵絵

・・・・水墨画水墨画水墨画水墨画

15人15人15人15人

9999

　　　　　　　　◎◎◎◎日(日(日(日(　)　)　)　)

　　　　　　　　◎◎◎◎日(日(日(日(　)　)　)　)

○○○○○○○○自治会館自治会館自治会館自治会館 ・・・・健康体操健康体操健康体操健康体操

・・・・外出外出外出外出レクレクレクレク説明会説明会説明会説明会

27人27人27人27人

10101010

　　　　　　　　◎◎◎◎日(日(日(日(　)　)　)　)

　　　　　　　　◎◎◎◎日(日(日(日(　)　)　)　)

集集集集合合合合☆☆☆☆☆☆☆☆地地地地域域域域

ケアプラザケアプラザケアプラザケアプラザ

外出外出外出外出・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ

（　（　（　（　鎌倉散策鎌倉散策鎌倉散策鎌倉散策　）　）　）　）

30人30人30人30人

11111111

　　　　　　　　◎◎◎◎日(日(日(日(　)　)　)　) ○○○○○○○○自治会館自治会館自治会館自治会館 ・・・・健康体操健康体操健康体操健康体操

・・・・年賀状年賀状年賀状年賀状づくりづくりづくりづくり

15人15人15人15人

第第第第4444水水水水曜曜曜曜祝祝祝祝日日日日ののののたたたた

めめめめ休休休休みみみみ。。。。

12121212

　　　　　　　　◎◎◎◎日(日(日(日(　)　)　)　) ○○○○○○○○自治会館自治会館自治会館自治会館 ・・・・健康体操健康体操健康体操健康体操

・クリスマス・クリスマス・クリスマス・クリスマス会会会会

15人15人15人15人

年末年末年末年末のためのためのためのため休休休休みみみみ

1111

　　　　　　　　◎◎◎◎日(日(日(日(　)　)　)　)

　　　　　　　　◎◎◎◎日(日(日(日(　)　)　)　)

○○○○○○○○自治会館自治会館自治会館自治会館 ・・・・健康体操健康体操健康体操健康体操

・・・・書道書道書道書道

・カルタ・カルタ・カルタ・カルタ大会大会大会大会

24人24人24人24人

2222

　　　　　　　　◎◎◎◎日(日(日(日(　)　)　)　)

　　　　　　　　◎◎◎◎日(日(日(日(　)　)　)　)

○○○○○○○○自治会館自治会館自治会館自治会館 ・・・・健康体操健康体操健康体操健康体操

・・・・豆豆豆豆まきまきまきまき

23人23人23人23人

3333

　　　　　　　　◎◎◎◎日(日(日(日(　)　)　)　)

　　　　　　　　◎◎◎◎日(日(日(日(　)　)　)　)

○○○○○○○○自治会館自治会館自治会館自治会館 ・・・・健康体操健康体操健康体操健康体操

・カラオケ・カラオケ・カラオケ・カラオケ大会大会大会大会

27人27人27人27人

合計合計合計合計 21回21回21回21回 296人296人296人296人

平均平均平均平均 14人14人14人14人

年間事業計画書年間事業計画書年間事業計画書年間事業計画書　　　　平成２５年４月～平成２６年３月の助成金対象の事業予定をご記入ください。

＊＊＊＊参加人数参加人数参加人数参加人数はははは、、、、当事者当事者当事者当事者のみですのみですのみですのみです。。。。担担担担いいいい手手手手となるとなるとなるとなる講師講師講師講師やボランティアはやボランティアはやボランティアはやボランティアは含含含含まれませんまれませんまれませんまれません。。。。

（（（（記入記入記入記入はははは不要不要不要不要ですですですです））））

14141414

Ｂ②区分Ｂ②区分Ｂ②区分Ｂ②区分のののの記入例記入例記入例記入例

☆月☆月☆月☆月にににに2回回回回のののの中途障中途障中途障中途障がいがいがいがい者者者者のリハビリのリハビリのリハビリのリハビリ教室。教室。教室。教室。

利用登録者利用登録者利用登録者利用登録者はははは15人人人人

2222９９９９6666人人人人÷÷÷÷21212121回回回回====14.0914.0914.0914.09

小数点以下第小数点以下第小数点以下第小数点以下第1111位位位位

四捨五入四捨五入四捨五入四捨五入 整数整数整数整数でででで表示表示表示表示



ふりがな

氏名�★�

住所

電話番号

FAX番号

（

さくらぎさくらぎさくらぎさくらぎ　　　　まさおまさおまさおまさお　　　　

）

桜木桜木桜木桜木　　　　正夫正夫正夫正夫

〒 226-0029226-0029226-0029226-0029

横浜市緑区桜並木町横浜市緑区桜並木町横浜市緑区桜並木町横浜市緑区桜並木町１１１１－－－－１１１１

５６７５６７５６７５６７――――１２３４１２３４１２３４１２３４

５６７５６７５６７５６７――――１２３４１２３４１２３４１２３４

〒 224-0032224-0032224-0032224-0032

948-1234948-1234948-1234948-1234

948-1234948-1234948-1234948-1234

15

住住住住みなれたみなれたみなれたみなれた地域地域地域地域でででで暮暮暮暮らしらしらしらし続続続続けることをけることをけることをけることを目的目的目的目的にしていますにしていますにしていますにしています。。。。

１１１１．．．．サロンサロンサロンサロン事業事業事業事業　　　　高齢者高齢者高齢者高齢者、、、、障障障障がいがいがいがい者者者者をををを問問問問わずわずわずわず、、、、地域地域地域地域のののの様々様々様々様々なななな人々人々人々人々がががが、、、、気軽気軽気軽気軽にににに集集集集まってまってまってまって

調査依頼やダイレクトメール、横浜市ボランティアセンター及び区社

協主催の講座等の案内の送付をさせていただいても構いませんか。

はい　・　いいえ

団体の

活動分野�★�

配食 ・ デイサービス（サロン・会食会を含む） ・ ホームヘルプ ・ 車による送迎

点訳 ・ 音声訳 ・ 相談（カウンセリング） ・ リハビリ ・　障がい児者余暇活動

訓練会 ・ その他（　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２２２２．．．．ホームヘルプホームヘルプホームヘルプホームヘルプ　　　　　　　　家事援助家事援助家事援助家事援助やややや介護等介護等介護等介護等、、、、日常生活日常生活日常生活日常生活にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる支援支援支援支援をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。

話話話話しをしたりしをしたりしをしたりしをしたり、、、、おおおお茶茶茶茶をををを飲飲飲飲んだりできるんだりできるんだりできるんだりできる「「「「たまりたまりたまりたまり場場場場」」」」をををを開設開設開設開設していますしていますしていますしています。。。。

活動の拠点にある地区社会福祉協議会及び地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞに活動内容及

び情報提供をさせていただいても構いませんか？

はい　・　いいえ

団体の

活動目的�★�

団体の

活動概要�★�

サロンサロンサロンサロン事業事業事業事業、、、、ホームヘルプホームヘルプホームヘルプホームヘルプ事業事業事業事業をををを通通通通じてじてじてじて、、、、地域地域地域地域のののの様々様々様々様々なななな人々人々人々人々がががが安心安心安心安心してしてしてして

電話番号

ＦＡＸ番号

Ｅメール�★� ＊＊＊＠＊＊＊＊＊＊＊＠＊＊＊＊＊＊＊＠＊＊＊＊＊＊＊＠＊＊＊＊ URL�★� http://www.※※※.ne.jphttp://www.※※※.ne.jphttp://www.※※※.ne.jphttp://www.※※※.ne.jp

住所

事務所（コー

ディネート事務

等をする場所）

連絡担当者

(上記以外の場

合、ご記入くだ

さい。)

ふりがな

横浜市都筑区茅横浜市都筑区茅横浜市都筑区茅横浜市都筑区茅ヶヶヶヶ崎崎崎崎

氏　名

住　所

電話番号

ＦＡＸ番号

有（取得　13　年　3　月）　・　無

道路運送法 有（登録　　年　　月）

７９条登録

代

表

者

なみきなみきなみきなみき　　　　ちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃ

並木並木並木並木　　　　茶々茶々茶々茶々

〒224―0006224―0006224―0006224―0006

横浜市都筑区横浜市都筑区横浜市都筑区横浜市都筑区たすけあいたすけあいたすけあいたすけあい町町町町１１１１１１１１－－－－１２１２１２１２－－－－１３１３１３１３

９２３９２３９２３９２３――――４５６７４５６７４５６７４５６７

９２３９２３９２３９２３――――４５６７４５６７４５６７４５６７

無

団体名(★) ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法人 法人 法人 法人 たすけあい くまたすけあい くまたすけあい くまたすけあい くま

発足年月日(★) 2001年3月13日2001年3月13日2001年3月13日2001年3月13日

主な活動区(★) 都筑区都筑区都筑区都筑区

ＮＰＯ法人格

つづきつづきつづきつづき    ふれあいふれあいふれあいふれあい助成金助成金助成金助成金　　　　申込団体共通申込団体共通申込団体共通申込団体共通シートシートシートシート

※※※※    市民活動推進条例市民活動推進条例市民活動推進条例市民活動推進条例にもとづきにもとづきにもとづきにもとづき、、、、((((★★★★))))のののの内容内容内容内容につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては情報情報情報情報のののの公開公開公開公開をいたしますをいたしますをいたしますをいたします。。。。

ふりがな えぬぴーおーほうじん たすけあい くまえぬぴーおーほうじん たすけあい くまえぬぴーおーほうじん たすけあい くまえぬぴーおーほうじん たすけあい くま 整理番号

（様式１－２）

助成金申込事業だけではなく、団

体が行っている事業すべてに○を

つけてください。

送迎活動を行ってい

る団体は必ず記入し

てください。

表表表表



■　区社協（正会員） ■　地区社協

■　地域ケアプラザ □　区民活動支援センター　

■　自治会・町内会 ■　その他（ﾜｰｶｰｽﾞｺﾚｸﾃｨﾌﾞ連絡会 ）

16

抱えている

課題・問題点

ほぼ毎日オープンしているので、ローテーションを組むのが大変です。

利用する方を頑張って増やして、助成金に頼らない運営を目指したいと思います。

また資金を集めることにも苦労しています。

スタッフ（ボランティア）の確保に苦労しています。

（ 　有　・　無　　）

つづきつづきつづきつづき    ふれあいふれあいふれあいふれあい助成金助成金助成金助成金　　　　申込団体共通申込団体共通申込団体共通申込団体共通シートシートシートシート

※※※※    市民活動推進条例市民活動推進条例市民活動推進条例市民活動推進条例にもとづきにもとづきにもとづきにもとづき、、、、((((★★★★))))のののの内容内容内容内容につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては情報情報情報情報のののの公開公開公開公開をいたしますをいたしますをいたしますをいたします。。。。

実施場所 みんなのみんなのみんなのみんなの広場広場広場広場「「「「くまハウスくまハウスくまハウスくまハウス」」」」内内内内

家賃・光熱費等

事業の対象者

(利用の条件等)

【高齢者】（条件　　　　　        　    　　   　　　　）

【障がい者】

　　障がいの種別：

　　年齢層：１０歳未満　１０～２０代　３０代～５０代　６０歳以上

【その他】（条件　　地域に住むすべての方 　     ）

新規利用

者の受入

 有・無

活動対象地域

指定事業

都筑区都筑区都筑区都筑区たすけあいたすけあいたすけあいたすけあい地区地区地区地区、、、、近隣区近隣区近隣区近隣区

介護保険等

指定事業

　あり（　　　訪問介護訪問介護訪問介護訪問介護　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　）　・　なし

活動日

月月月月～～～～土土土土

（（（（年末年始年末年始年末年始年末年始、、、、夏休夏休夏休夏休みはみはみはみは除除除除くくくく）））） 時間帯 ９９９９：：：：００００００００～～～～１７１７１７１７：：：：００００００００

利用料

（利用負担金）

サロンサロンサロンサロン　　 ＠　　 ＠　　 ＠　　 ＠２００２００２００２００円円円円／／／／１１１１日日日日

ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ ＠＠＠＠７００７００７００７００円円円円～／～／～／～／１１１１時間時間時間時間

年会費年会費年会費年会費　　＠　　＠　　＠　　＠１,０００１,０００１,０００１,０００円円円円

会費

（担手負担金）

年会費年会費年会費年会費　　　　３,０００３,０００３,０００３,０００円円円円

体験学習の

受け入れ

あり　・　なし

ボランティアの

受け入れ

あり　・　なし

他機関との連携

（加入組織があ

ればチェックし

てください）

保険の加入

保険に加入している　　／　　　加入していない

■ボランティア活動保険

□送迎サービス補償

□ボランティア行事用保険 □福祉サービス総合補償

□スポーツ安全保険

□その他（ 　　　　　　　  ）

（様式１－２）

裏裏裏裏
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