
様式第４（第９条関係）

　安　城　市　長　

団 体 名

代表者の住所

代表者の役職・氏名 理事　松岡万里子 ㊞

補助金交付
決定年月日

事業の種類

区分

変更等の内容

変更等の理由

役職・氏名

住所

電話・FAX

E-mail

１　変更後の活動計画書（様式第２）
２　変更後の収支予算書（様式第３）
３　その他市長が必要と認める書類

添付書類

□　日常生活支援活動

■　通いの場活動（一般介護予防事業型）
　　（　□施設整備費　■初年度開設経費　■賃借料　■運営費　)

□　通いの場活動（介護予防・生活支援サービス事業型）
　　（　□施設整備費　□初年度開設経費　□賃借料　□運営費　)

変更　　・　　廃止　　・　　中止

運営費を３，４００円減額し、運営費を７２，０００円から６８，６００円に変更す
る。また、賃借料を２，５００円減額し、賃借料を１１４，０００円から１１１，５００
円に変更する。

参加人数が予定と実際の人数が変わったため。また、８月の陽だまりの会が
開催されなかったため。

連絡責任者

理事　松岡　万里子

安城市城南町２－１４－１８

0566-74-4263

npo_ing@yahoo.co.jp

平成　　　　年　　　　月　　　　日

特定非営利活動法人ｉｎｇ

安城市城南町２－１４－１８

安城市高齢者地域生活支援等実施団体活動支援事業補助金変更交付申請書

平成　　　　年　　　　月　　　　日
第　　　　　　　　　 号
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様式第６（第１０条関係)

　安　城　市　長　

団 体 名

代表者の住所 安城市城南町2－14－18

代表者の役職・氏名　理事 　松岡万里子 ㊞

補助金交付
決定年月日

事業の種類

事業実施期間

補助金交付決定額

補助金所要額

補助金精算額

役職・氏名

住所

電話・FAX

E-mail

※裏面にも記入してください。

安城市城南町2－14－18

　日常生活支援活動

■　通いの場活動（一般介護予防事業型）
　　（　□施設整備費　■初年度開設経費　■賃借料　■運営費　)

□　通いの場活動（介護予防・生活支援サービス事業型）
　　（　□施設整備費　□初年度開設経費　□賃借料　□運営費　)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

0566－74－4263

npo_ing@yahoo.co,jp

連絡責任者

理事長　松岡万里子

平成　　　　　年　　　　　月　　　　　　日

記

安城市高齢者地域生活支援等実施団体活動支援事業補助金実績報告書

　みだしのことについて、下記のとおり報告します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

平成　27　　　年　　４　　月　１　　日～　平成　２８　　年　３　　月　２２　　日

平成　　　　年　　　　月　　　　日
第　　　　　　　　　 号

特定非営利活動法人ing
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活動実施内容

活動の名称

活動の開始日

１　日常生活支援活動

実利用者数（月平均) 人 　　　人

活動の従事者数(実人数) 人

活動での支援内容

※個々の対象者にどのような
支援をしたのか具体的に記

入してください。

２　通いの場活動

４月　　　　　６３ 人 （うち要支援者数          人） ５回開催

５月　　　　　５６ 人 （うち要支援者数          人） ５回開催

６月　　　　　６０ 人 （うち要支援者数          人） ５回開催

７月　　　　　６０ 人 （うち要支援者数          人） ５回開催

８月　　　　　３７ 人 （うち要支援者数          人） ４回開催

９月　　　　　63 人 （うち要支援者数          人） ５回開催

１０月　　　　６０ 人 （うち要支援者数          人） ５回開催

１１月　　　　60 人 （うち要支援者数          人） ５回開催

１２月　　　　６２ 人 （うち要支援者数          人） ５回開催

１月　　　　　5８ 人 （うち要支援者数          人） ５回開催

２月　　　　　５５ 人 （うち要支援者数          人） ５回開催

３月　　　　　６０ 人 （うち要支援者数          人） ５回開催

計           694 人 （うち要支援者数          人） ５回開催

活動の従事者数(実人数) 257 人

活動の実施内容

元気カフェ＜お茶の時間・体操やヨガなどの軽い運動・ご飯・歌声・レクレーション・工
作・ため
になるいろいろなお話＞
キッチン1つにシェフ10人<健康体操・昼食作り・片づけ・情報交換＞
陽だまりの会＜パートナーを亡くした人の語らいの場・昼食＞
パソコンクラブ＜超初心者向けパソコン、スマホ講習とおしゃべり＞

陽だまりの会…４月１日、キッチン一つにシェフ１０人…4月11日、パソコンクラブ
…4月１3日、元気カフェ…4月16日

うち要介護・要支援認定者数

月ごとの延べ利用者数・開
催回数

※要支援者数は、介護予
防・生活支援サービス事業
型のみ記載してください。

陽だまりの会・元気カフェ・パソコンクラブ・キッチン1つにシェフ10人



３　通いの場施設整備、初年度開設経費

建物の修繕・工事内容

備品の内容

上記以外の初年度
開設経費の内容

４　活動の効果、課題、来年度の目標等

５　活動の詳細

※日常生活支援活動の場合、個々の対象者にどのような支援をしたのかを具体的に記入してください。
※通いの場活動の場合、各開催日にどのような活動を実施したのかを具体的に記入してください。

１２月9陽だまりの会/１2キッチン(講師)/１4，2１パソコンクラブ/１7元気カフェ＜健康体操・おでん・健康のお
話し・歌声サロン(オリーブの会）・ビンゴゲーム＞

１月13陽だまりの会/１6キッチン(講師)/11，25パソコンクラブ/21元気カフェ＜安城地域リハビリネットワーク体
操(講師)・昼食・口腔衛生のお話(講師)＞

２月10陽だまりの会/１3キッチン(講師)/8，22パソコンクラブ/18元気カフェ＜健康体操・昼食・相続のお話し
(講師)＞

３月10陽だまりの会/１3キッチン(講師)/8，22パソコンクラブ/18元気カフェ＜座りヨガ(講師)・昼食・アフリカ旅
行記・歌声サロン(ユニットそら）(講師)＞

６月10陽だまりの会/１3キッチン(講師)/8，22パソコンクラブ/１８元気カフェ＜健康体操・昼食・折り紙＞　

７月8陽だまりの会/１１キッチン(講師)/１３，２７パソコンクラブ/１６元気カフェ＜安城地域リハビリネットワーク
体操(講師)・昼食・歌声サロン(歌う虹の会）＞

８月6元気カフェ＜座りヨガ(講師)・昼食・季節の歌＞/8キッチン(講師)/１7，２4パソコンクラブ

９月9陽だまりの会/１4，28パソコンクラブ/17元気カフェ＜健康体操・昼食・けいわ整体院(リンパの話し）(講
師)・歌声サロン(歌う虹の会）＞

１０月14陽だまりの会/１7キッチン(講師)/１2，26パソコンクラブ/１5元気カフェ＜認知症専門看護師の話と
ワーク・健康体操・昼食・スムージー酵素の話(講師)・管理栄養士の話とワーク＞

１１月11陽だまりの会/１4キッチン(講師)/9,16パソコンクラブ/19元気カフェ＜健康体操・けいわ整体院(講
師)・昼食(防災食）・減災・トリアージのお話＞

机

チラシ、椅子用チェアパット、認知症・終末期関連図書、ストーブ、デジタル握
力計

「陽だまりの会」はパートナーを亡くした方々の集まりで同じ立場だからこそ分かる辛さや不便さ淋しさが共感しあえ、安心して会話ができる場になって
いる。「キッチン～」は皆と一緒に体操してご飯を作りおしゃべりするうちに馴染の仲間作りとなった。「元気カフェ」は要支援の方、軽度認知症の方を含
みながらも体操やごはん、歌、レク、お話など終始笑顔で楽しく過ごしていただいている。「パソコンクラブ」はパソコン、タブレット、スマホなどそれぞれ
のわからないことを聞きながら個人のペースに合わせて進めてもらえ繰り返しご利用いただいている。来年度は「元気カフェ」を平日に半日増やし、月2
回の健康観察の場としても楽しい交流の時間にしていきたい。「キッチン～」は「食育アラカルト」としていつまでも自分でご飯が作れることの喜び大切
さが体験できるよう内容を充実させる。

４月1陽だまりの会/１１キッチン(講師)/１３，２７パソコンクラブ/１６元気カフェ＜健康体操・大学生レク・昼食・
季節の歌＞

５月13陽だまりの会/９キッチン(講師)/11，25パソコンクラブ/21元気カフェ＜座りヨガ(講師)・大学生レク・昼
食・けいわ整体院(骨盤のゆがみ）(講師)＞



様式第７（第１０条関係）

団体名

【収入】

内訳

252,610 円

3,793 円

99,000 円 チラシ・机・関連図書他

111,500 円

68,600 円

535,503 円

【支出】

内訳

初年度開設経費 3,400 円

12,800 円 1080円×12枚

7,100 円

38,800 円 19440円×２脚(税込）

18,400 円

18,500 円

賃借料 111,500 円

報償費 68,600 円

279,100 円

45,541 円

143,427 円

23,753 円

26,774 円

2,800 円

2 円

28 円

1,522 円

80 円

7,037 円

561 円

4,878 円

256,403 円

535,503 円
※この様式によりがたいときは、これに準じた別の様式を使用することができる。
(注)

補助対象外経費

昼食食材費

ボランティア・講師食事補助

補助対象経費合計

補助対象外経費合計

机

テーブルクロス

テーブルタップ(延長コード)

ポット

椅子用チェアパット

認知症・終末期関連図書

・科目欄には次の区分による科目名を、内訳欄には購入する物品等の名称を記載してください。
「報償費」「需用費」「役務費」「委託料」「使用料及び賃借料」「工事請負費」「備品購入費」
・支出した経費の領収書を添付してください。

お菓子・お茶・コーヒー

文房具・印刷用インク・用紙

講師謝礼不足分

チラシ

支出合計

認知症・終末期関連図書

机

ストーブ

握力計
家賃月額（午前1,000円＋午後1,000円＋水
場500円/回）

講師謝礼

特定非営利活動法人ing

安城市補助金(賃借料)

安城市補助金(運営費）

補助対象経費

チラシ

椅子用チェアパット

収入合計

科目 具体的内容

収　　支　　決　　算　　書

科目 金額

利用者負担金

ing負担金

金額

安城市補助金(初年度開設経費)


