
様式第１（第６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

㊞

補助金交付申請額

事業の種類

実施予定期間

類似する補助金の
受領の有無

役職・氏名

住所

電話・FAX

E-mail

１　活動計画書（様式第２）
２　収支予算書（様式第３）
３　団体の規約等
４　その他市長が必要と認める書類

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交付申請書

　みだしのことについて、下記のとおり申請します。

□　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　)

特定非営利活動法人ｉｎｇ

代表者の役職・氏名　理事　松岡　万里子

192,000円

平成　２９　年　４　月　１　日（ 土　）～　平成　３０ 年　３　月　３１　日（　土  ）

添付書類

有　　　　　・　　　　　無

理事　　　松岡　万里子

０５６６－７４－４２６３

ｎｐｏ_ｉｎｇ＠ｙａｈｏｏ．ｃｏ．jｐ　

安城市城南町２－１４－１８
連絡責任者



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

平成　　　　年　　　　月　　　　日

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

0566-74-4263

特定非営利活動法人ｉｎｇ

npo_ing@yahoo.co.jp

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　)

変更　　・　　廃止　　・　　中止

連絡責任者

参加人数、講師内容、開催回数等の変更

65歳以上の参加人数が開催回数が減り、毎月の参加者数が60人に満た
ない月があったのと、講師内容等に変更があったため

理事　松岡　万里子

安城市城南町２－１４－１８

mailto:npo_ing@yahoo.co.jp
mailto:npo_ing@yahoo.co.jp
mailto:npo_ing@yahoo.co.jp
mailto:npo_ing@yahoo.co.jp
mailto:npo_ing@yahoo.co.jp
mailto:npo_ing@yahoo.co.jp
mailto:npo_ing@yahoo.co.jp


様式第２（第６条関係)

１　団体の概要

団体名

団体の概要

２　活動の目的
活動の名称

※通いの場の名称等

活動の目的

※事業の目的を具体的に
記入してください。

活動の開始(予定日)

活動拠点の住所・名称

活動の内容

活動の対象者

活動地域の範囲

利用者負担の内容

実利用者見込数（月平均) 人 人

活動の効果

活　　動　　計　　画　　書

特定非営利活動法人ｉｎｇ

（１）設立年月日 平成　５年　１２月　５日 (2)活動者数 100 人

※団体の規約、その他
団体についての資料を

添付してください。

（３）組織の目的　　生涯学習社会の実現を目指し、その基盤整備および様々な
ライフステージにおける学習機会の提供と心理的援助、また、生涯学習の成果活
用によって、生きがいのある人生を全うできるまちづくりに寄与することを目的とす
る。

（４）主な活動実績　厚生労働省つどいの広場事業(委託）　　東部親育ち
子育ち広場事業(委託）　　活動拠点「ｉｎｇハウスここから」開設

陽だまりの会・パソコンクラブ・食育アラカルト・元気カフェ・元気あさカ
フェ

元気カフェ・元気あさカフェ＜参加者同士の交流・介護予防・健康や生きがい
の増進・脳トレ・孤食解消・健康観察と相談＞食育アラカルト＜自分で作り食べ
られる幸せを感じられるよう、旬の食材のいろいろな調理法を楽しく情報交換し
一緒に作って一緒にいただく＞陽だまりの会＜パートナーを亡くした人の語ら
いの場・孤食解消＞
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＞

　平成　２９年　４　月　１　日

３　活動の概要
　①日常生活支援活動

　安城市　　　　　　　町

うち要介護・要支援認定者数



　②通いの場活動

通いの場の区分 ■ 一般介護予防事業型　　□ 介護予防・生活支援サービス事業型

通いの場の住所・名称

建物区分 □ 町内公民館等 □ 個人所有 ■ 借用物件 □　その他

賃借料・使用料等 ■ □　無

１か月における開催日 １月当たり６回

１回の開催時間

活動の対象者

対象者の地域限定の有無 ■ 無 □ ）

延べ利用者見込数
（月平均)

60 人 人

上記見込数の積算内訳

活動の内容

従事者の体制

利用者負担の内容

利用者負担以外の収入

活動の効果

　安城市朝日町１４－１１　　ingハウス「ここから」

有　（　　　　　　　円／回、月当たり10000円)

元気カフェ＜９時半～１５時半＞・元気あさカフェ＜９時半～１２時半
＞、食育アラカルト＜9時半～12時半＞陽だまりの会＜１０時～１４時
＞、パソコンクラブ＜１３時～１５時＞

市街地周辺住民および広く安城市全域のシニア世代から後期高齢者、
おおむね要支援１の方

有　(

うち要支援認定者数
※介護予防・生活支援サ
ービス事業型のみ記入

元気カフェ＜２0人＞・元気朝カフェ＜10人＞食育アラカルト＜10人＞・
陽だまり＜10人＞・パソコンクラブ＜5人×2回＞

元気カフェ、元気あさカフェ＜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健康観察・相談＞
食育アラカルト＜自分で作り食べられる幸せを感じられるよう、旬の食材のいろいろな調
理法を楽しく情報交換し一緒に作って一緒にいただく＞
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＞

元気カフェ・元気あさカフェ＜スタッフ5人・講師および助手3～５人＞陽
だまりの会<スタッフ2人＞食育アラカルト<スタッフ2人＞パソコンクラブ<
スタッフ2人・講師1人＞

元気カフェ＜午前200円、昼食300円(食材費)、午後200円＞
元気あさカフェ＜500円/回(食材費)＞
陽だまりの会＜200円/回＞食育アラカルト＜食材費500円･回＞
パソコンクラブ＜500円/回＞

なし

多世代交流により刺激の多い情報交流の場となっている。日中孤食の
方がみんなと、体にいいご飯が食べられたり、笑ったりできることを楽し
みにしている。看護師、管理栄養士、整体師、理学療法士、健康リー
ダー、ヨガ講師、レクリーダーなど多分野のボランティアなどが継続的に
健康管理も含めて関わり、大家族のようないたわり合う関係を生み出そ
うとしている。



４　通いの場の施設整備、初年度開設経費の概要

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

５　活動スケジュール

活動実施スケジュール

※準備・ＰＲを含め、具体的に記
　入してください。

時期 活動内容

４月
12，26パソコンクラブ・14陽だまりの会・15元気カフェ＜健
康体操・大学生レク・マジック・快適体操＞17食育アラカル
ト<新玉ねぎ＞・24元気あさカフェ<健康観察、体操＞

５月
10，24パソコンクラブ・1２陽だまりの会・20元気カフェ＜座りヨガ・
大学生レク・季節の歌＞15食育アラカルト<粉もの・すいとん、
ジャガ芋お焼き、＞・29元気あさカフェ<健康観察、体操＞

６月
14，28パソコンクラブ・9陽だまりの会・17元気カフェ＜健康体操・
大学生レク・歌声ユニットそら＞19食育アラカルト＞・26元気あさ
カフェ<健康観察、座りヨガ＞

７月
12，26パソコンクラブ・14陽だまりの会・15元気カフェ＜リハ
ビリネットワーク・大学生レク・季節の歌＞24食育アラカルト
<＞・31元気あさカフェ<健康観察・体操＞

８月
23パソコンクラブ・19元気カフェ＜健康体操・大学生レク＞
21食育アラカルト<冬瓜汁、豆腐そぼろ、バナナ餃子＞・
28元気あさカフェ<健康観察・座りヨガ＞

９月

13，27パソコンクラブ・8陽だまりの会・16元気カフェ＜健康
体操・大学生レク・季節の歌＞25食育アラカルト<防災食
蒸しパン、芋ご飯、＞・25元気あさカフェ<健康観察・座りヨ
ガ＞

１０月
11，25パソコンクラブ・13陽だまりの会・21元気カフェ＜座
りヨガ・大学生レク・歌声ユニットそら＞16食育アラカルト<
チャンチャン焼き＞・30元気あさカフェ<健康観察、体操＞

１１月
8，22パソコンクラブ・10陽だまりの会・18元気カフェ＜健康体操・
大学生レク・季節の歌＞20食育アラカルト<キノコご飯＞・27元気
あさカフェ<健康観察・座りヨガ＞

１２月

13，27パソコンクラブ・8陽だまりの会・16元気カフェ＜座りヨガ・大
学生レク・歌声オリーブの会＞18食育アラカルト<レンコン煮物･
レンコンすり流し汁・炊き込みご飯＞・25元気あさカフェ<健康観
察・座りヨガ＞

次年度以降の
事業展開の見通し 同様のペースで開催予定

１月

10，24パソコンクラブ・12陽だまりの会・20元気カフェ＜リハビリ
ネットワーク・アフリカのお話し・大学生レク＞22食育アラカルト<さ
ば缶大根、炊き込みご飯他〉・29元気あさカフェ<健康観察、体操
＞

２月
14，28パソコンクラブ・9陽だまりの会・17元気カフェ＜健康体操・
歌声ユニットそら＞19食育アラカルト＜豆腐スープ、豆腐の肉
巻、人参シリシリ＞・26元気あさカフェ<座りヨガ、朗読会＞

３月

14，28パソコンクラブ・9陽だまりの会・17元気カフェ＜健康
体操・朗読・大学生レク・季節の歌・棒ビクス＞19食育アラ
カルト<鯖寿司＞・26元気あさカフェ<座りヨガ、健康観察
＞



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　29　　　年　　4　　月　１　　日～　平成30　　年　3　　月　28　　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　　　　　５７　　人 （うち要支援者数     12     人） ６回開催

５月　　　　　４１　人 （うち要支援者数    11      人） ６回開催

６月　　　　　４５　人 （うち要支援者数     9     人） ６回開催

７月　　　　　４５　　人 （うち要支援者数     7      人） ６回開催

８月　　　　　２１　人 （うち要支援者数      0    人） ３回開催

９月　　　　　３８　　人 （うち要支援者数      9     人） ５回開催

１０月　　　　３７ 人 （うち要支援者数     8       人） ６回開催

５月　　　　　５５　人 （うち要支援者数    10      人） ６回開催

１２月　　　　４６　　人 （うち要支援者数    10       人） ６回開催

１月　　　　　４１ 人 （うち要支援者数      8      人） ５回開催

２月　　　　　４９ 人 （うち要支援者数     8      人） ６回開催

３月　　　　　53 人 （うち要支援者数    10      人） ６回開催

計          528          人 （うち要支援者数   102      人） 55回開催

活動の従事者数(実人数) 10 人

元気カフェ〈平成27年〉元気あさカフェ〈平成29年〉陽だまりの会〈平成10年〉食
育アラカルト〈平成29年〉パソコンクラブ〈平成26年〉

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。

元気カフェ　元気あさカフェ　　陽だまりの会　　食育アラカルト　　パソコンクラ
ブ



活動の実施内容

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13，27パソコンクラブ・8陽だまりの会・16元気カフェ＜座りヨガ・大学生レク・歌声オリーブの会＞18食育ア
ラカルト<レンコン煮物･レンコンすり流し汁・炊き込みご飯＞・25元気あさカフェ<健康観察・座りヨガ＞

1月10，24パソコンクラブ・12陽だまりの会・20元気カフェ＜リハビリネットワーク・アフリカのお話し・大学生レク
＞22食育アラカルト<さば缶大根、炊き込みご飯他〉・29元気あさカフェ<健康観察、体操＞

2月14，28パソコンクラブ・9陽だまりの会・17元気カフェ＜健康体操・そば打ち体験・歌声ユニットそら＞19食育
アラカルト＜豆腐スープ、豆腐の肉巻、人参シリシリ＞・26元気あさカフェ<座りヨガ、朗読会＞

3月14，28パソコンクラブ・9陽だまりの会・17元気カフェ＜健康体操・朗読・大学生レク・季節の歌・棒ビクス＞
19食育アラカルト<鯖寿司・コールスローサラダ＞・26元気あさカフェ<座りヨガ、健康観察＞

6月14，28パソコンクラブ・9陽だまりの会・17元気カフェ＜健康体操・大学生レク・歌声ユニットそら＞19食育ア
ラカルト＜新生姜、酢漬けの4色どんぶり＞・26元気あさカフェ<健康観察、座りヨガ＞

7月12，26パソコンクラブ・14陽だまりの会・15元気カフェ＜リハビリネットワーク・大学生レク・人生ファイル・季
節の歌＞24食育アラカルト<肉みそ添え冷やしあんかけ麺＞・31元気あさカフェ<健康観察・体操＞

8月23パソコンクラブ・19元気カフェ＜健康体操・大学生レク＞21食育アラカルト<冬瓜汁、豆腐そぼろ、バナナ
餃子＞・28元気あさカフェ<健康観察・座りヨガ＞

9月13，27パソコンクラブ・8陽だまりの会・16元気カフェ＜健康体操・大学生レク・三味線・季節の歌＞25食育
アラカルト<防災食蒸しパン、芋ご飯、＞・25元気あさカフェ<健康観察・座りヨガ＞

10月11，25パソコンクラブ・13陽だまりの会・21元気カフェ＜座りヨガ・大学生レク・歌声ユニットそら＞16食育ア
ラカルト<チャンチャン焼き＞・30元気あさカフェ<健康観察、体操＞

11月8，22パソコンクラブ・10陽だまりの会・18元気カフェ＜健康体操・大学生レク・棒ビクス・季節の歌＞20食
育アラカルト<キノコご飯＞・27元気あさカフェ<健康観察・座りヨガ＞

【元気カフェ・元気あさカフェ】ケアマネや地域包括からの紹介での参加が増え、連携が進んできた。見守り隊の送迎を使っての参加も増えてきてい
る。認知症の方も笑顔が増え、無理なく同じことを楽しく体験していただいている。大学生の参加が刺激になり、若い人たちとレクを通して顔馴染の関
係もできてきた。野菜いっぱいの食事、健康観察や体操、ヨガを楽しみに来てもらっている。持ち寄り朗読がお互い知りあうのにも効果的だった。来年
度は音読と対話、歌に力を入れたい。【食育アラカルト】開催を楽しみに一緒に作り、食べておしゃべりする流れができてきた。男性の参加に力を入れ
たい。【陽だまりの会】毎回大勢の人でにぎやかにおしゃべりをしている。新しい方を交えるときは傾聴の気持ちでお聴きし合っている。来年度はグリー
フケアの講座開催。活動をＰＲしていきたい。【パソコンクラブ】自分の機種を持参して楽しく教わっている。写真俳句をパソコンで創作している人の作
品展をやる予定。シルバーのスマホ活用促進に力を入れたい。

4月12，26パソコンクラブ・14陽だまりの会・15元気カフェ＜健康体操・大学生レク・マジック・快適体操＞17食
育アラカルト<新玉ねぎの鮭缶サラダパン添え＞・24元気あさカフェ<健康観察、体操＞

5月10，24パソコンクラブ・1２陽だまりの会・20元気カフェ＜座りヨガ・大学生レク・季節の歌＞15食育アラカルト
<粉もの・すいとん、ジャガ芋お焼き、＞・29元気あさカフェ<健康観察、体操＞

【元気カフェ】は多世代交流により刺激の多い情報交流の場となっている。日中孤食の方がみんなと、体に良
いご飯が食べられたり、笑ったりできることを楽しみにしている。看護師、管理栄養士、整体師、理学療法士、
健康リーダー、ヨガ講師、大学生レクリーダーなど多分野のボランティアなどが継続的に健康管理も含めて関
わり、大家族のようないたわり合う関係を生み出している。認知症の方の参加もあるが、同じように過ごしてい
ただいている。「見守り隊」の送迎利用も増えてきた。【食育アラカルト】自分たちで作りたい旬のもの、話題の
ものを作って一緒におしゃべりしながら食事をしている。【陽だまりの会】大切な人を亡くされ独り身になった皆
さんで情報交換したりにぎやかにおしゃべりを楽しんでいる。【パソコンクラブ】はそれぞれの機器持参で課題
解決に訪れている。写真や川柳の作品編集をしに見える方の作品展を予定。



様式第７（第１０条関係）

団体名

【収入】

内訳

291,800 円

円

円

112,000 円

52,800 円

456,600 円

【支出】

内訳

賃借料 112,000 円

報償費 52,800 円

円

円

円

円

円

円

164,800 円

95,578 円

66,200 円

9,454 円

1,706 円

7,400 円

96,000 円

17,400 円

円

円

円

293,738 円

458,538 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

講師謝礼不足分

補助対象経費合計

補助対象外経費合計

ＨＰ、ＦＢ管理費(1450円×12か月）

スタッフ謝礼(500円×2回)×12か月×8人

・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。

テーブルクロス

食器かご

カーペットクリーニング代

支出合計

補助対象経費

家賃月額

講師謝礼

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

金額

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）



様式第１（第６条関係）

　安　城　市　長　

団 体 名

代表者の住所 　　　　　安城市城南町2丁目14-18

代表者の役職・氏名　　理事長　松岡万里子 ㊞

補助金交付申請額

事業の種類

実施予定期間

類似する補助金の
受領の有無

役職・氏名

住所

電話・FAX

E-mail

１　活動計画書（様式第２）
２　収支予算書（様式第３）
３　団体の規約等
４　その他市長が必要と認める書類

添付書類

有　　　　　・　　　　　無

理事長　松岡万里子

0566-74-4263

npo_ing@yahoo.co.jp

安城市城南町2丁目14-18
連絡責任者

　　　　　　３３，０００　円

平成29年　１０　 月　１　 日（土　）～　平成30年　３　 月　31　　 日（土  ）

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交付申請書

　みだしのことについて、下記のとおり申請します。

■　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　)

　　　　　特定非営利活動法人ing

mailto:npo_ing@yahoo.co.jp
mailto:npo_ing@yahoo.co.jp
mailto:npo_ing@yahoo.co.jp
mailto:npo_ing@yahoo.co.jp
mailto:npo_ing@yahoo.co.jp
mailto:npo_ing@yahoo.co.jp
mailto:npo_ing@yahoo.co.jp


様式第４（第９条関係）

　安　城　市　長　

団 体 名

代表者の住所 〒446-004安城市3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

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

変更　　・　　廃止　　・　　中止

連絡責任者

対象者の人数変更
 　当初：月平均１１名

　実績
１０月：９名　１１月：１４名　１２月：１５名
１月：１２名　２月：１７名　３月：１９名

利用者の要望に合わせての活動のため利用者に毎月変動があるため。

理事　　松岡万里子

城南町2-14-18

添付書類

平成　30　　　年　　　　月　　　　日

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

0566-74-4263

特定非営利活動法人ｉｎｇ

■　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　)



様式第２（第６条関係)

１　団体の概要

団体名

団体の概要

２　活動の目的

活動の名称
※通いの場の名称等

活動の目的
※事業の目的を具体的に

記入してください。

活動の開始(予定日)

活動拠点の住所・名称

活動の内容

活動の対象者

活動地域の範囲

利用者負担の内容

実利用者見込数 11 人 3 人

活動の効果

活　　動　　計　　画　　書

特定非営利活動法人ｉｎｇ

（１）設立年月日 平成５年　１２月５日 (2)活動者数 10人

（３）組織の目的　　生涯学習社会の実現を目指し、その基盤整備および様々なライ
フステージにおける学習機会の提供と心理的援助、また、生涯学習の成果活用に
よって、生きがいのある人生を全うできるまちづくりに寄与することを目的とする。

（４）主な活動実績　厚生労働省つどいの広場事業(委託）　　東部親育ち子
育ち広場事業(委託）　　市街地活動拠点「ｉｎｇハウスここから」開設

※団体の規約、その他
団体についての資料を

添付してください。

３　活動の概要
　①日常生活支援活動

　安城市　　朝日町

うち要介護認定者

　平成　　　　年　　　月　　　日

“見守り・支えがあれば出かけたい”安全で楽しい外出支援でその人の生きがいを支える有
償ボランティア活動。ご高齢者の安全、生きがい、健康、ご家族の安心を「人の杖」として支
え、生きがいやお楽しみ、地域での暮らしがいつまでも続けられるお手伝いをする。お散歩、
通院、買い物、銀行、役所、美容院、とこや、お墓、福祉センターや市民ギャラリー、映画館、
等々へのお供をします。また動けないときの、買い物代行やゴミ出しなど、ちょっとした生活
支援も他のサービス機関やご家族との連携・連絡を大切に進めています。

安城市在住のおおむね60歳以上の一人での外出に不安を持っている方、お出か
けできない体調不良時の困り事、身の回りの暮らしのお手伝い、買い物代行、ゴミ
出しなどを必要とする人。

安城市全域

【軽い生活見守り・お手伝いを含むお出かけ支援】最初の１時間は800円、追加15
分ごとに200円加算。お車利用の場合は燃料費として１往復200円～
 【早朝ゴミ出し・安否確認・配膳・暮らしのお手伝い】８時から30分以内、１回500円

通院、リハビリなど外出をあきらめていた方の生活に張りとリズムができ、買
い物の場合は食生活の安定と自分で選ぶ意欲の維持、道中の会話の楽し
さなど事業所や家族と連絡を取りながら進めている。



　②通いの場活動

通いの場の区分 □ 一般介護予防事業型　　□ 介護予防・生活支援サービス事業型

通いの場の住所・名称

建物区分 □ 町内公民館等 □ 個人所有 □ 借用物件 □　その他

賃借料・使用料等 □ □　無

１か月における開催日 １月当たり　　　　回

１回の開催時間

活動の対象者

対象者の地域限定の有無 □ 無 □ ）

延べ利用者見込数
（月平均)

人 人

上記見込数の積算内訳

活動の内容

従事者の体制

利用者負担の内容

利用者負担以外の収入

活動の効果

うち要支援認定者・事業対象者
※介護予防・生活支援サ
ービス事業型のみ記入

　安城市　　　　　　　町

有　（　　　　　　　円／回、月当たり　　　　　　　　円)

有　(



４　通いの場の施設整備、初年度開設経費の概要

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

５　活動スケジュール

活動実施スケジュール

※準備・ＰＲを含め、具体的に記
　入してください。

時期 活動内容

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

通院に関するお出かけ準備、車いす介助、移送、検査立会い、診察室内同
行、入退院準備・会計手伝い、手術付添、薬受け取り、健康診断付添、買い
物お出かけ準備、荷物運び、冷蔵庫内収納・市役所手続き関係、郵便局、銀
行窓口、健康体操同行、お見舞い、講座参加、美容室・床屋、墓参り、葬儀参
加、認知症カフェ参加など、個々の要望にお迎えにあがり、同行支援し、自宅
にお送りするところまでの見守り活動

１１月

１２月

１月

２月

３月

次年度以降の
事業展開の見通し

継続して行っていく。



様式第６（第１０条関係)

　安　城　市　長　

団 体 名

代表者の住所

代表者の役職・氏名 ㊞

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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

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。

　　　　　　　　４３，０００円

平成　　29　　年　10　　　月　１　　日～　平成　３０　　年　３　　月　３１　　日

平成　　　　年　　　　月　　　　日
第　　　　　　　　　 号

0566-74-4263

　　　　　　　　　　　npo_ｉｎｇ@yahoo.ｃｏ.ｊｐ

連絡責任者

理事長　　　松岡万里子

安城市城南町2丁目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



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 人 ５５　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 人 回開催

５月 人 回開催

６月 人 回開催

７月 人 回開催

８月 人 回開催

９月 人 回開催

１０月        人 回開催

１１月 人 回開催

１２月 人 回開催

１月 人 回開催

２月 人 回開催

３月 人 回開催

計 人 回開催

活動の従事者数(実人数) 人

うち要介護認定者　(障害者認定除
く）

月ごとの延べ利用者数・開
催回数

※要支援者・事業対象者数
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。

高齢者お出かけ見守り隊

（うち要支援者・事業対象者       人）

（うち要支援者・事業対象者       人）

（うち要支援者・事業対象者       人）

86

10

通院に関するお出かけ準備、車いす介助、移送、検査立会い、診察室内同
行、入退院準備・会計手伝い、手術付添、薬受け取り、健康診断付添、買い物
お出かけ準備、荷物運び、冷蔵庫内収納・市役所手続き関係、郵便局、銀行
窓口、健康体操同行、お見舞い、講座参加、美容室・床屋、墓参り、葬儀参
加、認知症カフェ参加など、個々の要望にお迎えにあがり、同行支援し、自宅
にお送りするところまでの見守り活動を行った。

平成28　年　４　月12　日

（うち要支援者・事業対象者       人）

（うち要支援者・事業対象者       人）

（うち要支援者・事業対象者       人）

（うち要支援者・事業対象者       人）

（うち要支援者・事業対象者       人）

（うち要支援者・事業対象者       人）

（うち要支援者・事業対象者       人）

（うち要支援者・事業対象者       人）

（うち要支援者・事業対象者       人）

（うち要支援者・事業対象者       人）



活動の実施内容

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。

４月

５月

１２月

１月　高層階にお住まいの方のゴミ出し、インフルエンザでの自宅療養中の買い物代行、家事支援

２月

３月

６月

７月

８月

９月

１０月　通院に関するお出かけ準備、車いす介助、移送、検査立会い、診察室内同行、手術入退院準備・会計
手伝い、手術付添、薬受け取り、健康診断付添、買い物お出かけ準備、荷物運び、冷蔵庫内収納・市役所手続
き関係、郵便局、銀行窓口、健康体操同行、お見舞い、歴史博物館講座参加、美容室・床屋、墓参り、葬儀参
加、認知症カフェ参加など、個々の要望にお迎えにあがり、同行支援し、自宅にお送りするところまでの見守り
活動

１１月



様式第７（第１０条関係）

団体名

【収入】

内訳

291,100 円

燃料費（200円×193回） 39,400 円

利用者会費3000円×10人 30,000 円

コープあいち福祉基金 85,150 円

円

43,000 円

488,650 円

【支出】

内訳

報償費 43,000 円 500円×86人

43,000 円

報償費（補助対象経費
の残） 269,100 円

交通費 22,000 円

燃料費 200×193回 39,400 円

保険料 総合ふれあい補償 5,984 円

移送サービス保険 31,000 円
以下コープ福祉基金よ
り 円

研修講師謝礼金 第3期養成講座 20,000 円 堀・小菅

消耗品費 踏み台・キャリングポーチ・持ち手・回転式クッション 58,166 円 乗車に関する便利品

円

円

445,650 円

488,650 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)

具体的内容 金額

収　　支　　決　　算　　書

科目 金額

利用料【10月～3月】

特定非営利活動法人ing

安城市補助金

収入合計

100円×214回

科目

支出合計

補助対象外経費

活動費

・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。

補助対象経費

活動費

補助対象経費合計

補助対象外経費合計


