
令和３年度

社会福祉法人 高島市社会福祉協議会

申請書締め切り
６月１１日（金）

もっとも身近な暮らしの範囲である、区・自治会内の
ご近所のつながりを強化し、つどいの場や見守り活動
等を通じて、支え合い・助け合える地域づくりをすす
めていきます。



①福祉推進委員会の運営に関する活動（企画・立案に係る会議等）。

②福祉活動や福祉制度の理解を図るための懇談会、研修会等の開催。

③住民を主体とした、要援護者の福祉課題の早期発見ができる仕組みづくり。

④地域住民のつながりを紡ぐ身近な「つどいの場」づくり。

⑤日常生活上の困りごとを地域で助け合う活動づくり。

⑥高齢者・子ども・障がい者等を対象とした福祉活動。

区・自治会単位で設置された福祉推進委員会が主体となって実施す

る福祉推進委員会活動、つどいの場開催、見守りネットワーク活動、

年末年始地域たすけあい活動、生活支援活動に対して、助成金を交付

します。

１．ふくしのまちづくり助成金とは

２．対象団体

区・自治会に設置された福祉推進委員会。

または複数の区・自治会が共同で設置している場合及び、福祉推進委

員会と同等の活動をしている区・自治会も含みます。

３．対象活動
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♦①を基本として②～⑤の活動ごとに助成額を定めていますが、この
助成金は「ふくしのまちづくり」を一体的に推進することを目的とし
ていることから、合計額を活動全体でご活用いただけます。

♦当年度の本助成金の申請総額が、社会福祉協議会の当年度の予定額
（予算）を超えた場合は、助成額を減額することがあります。ご了承
くださいますようお願いいたします。

（P3）
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③見守りネット
ワーク活動 （P４）

④年末年始地域
たすけあい活動（P５）

②つどいの場開催（P3）

⑤生活支援活動（P5）

①基本助成

４．助成額について

この助成金は①基本助成金に加えて、②つどいの場開催、③見守りネ
ットワーク活動、④年末年始地域たすけあい活動、⑤生活支援活動を行
うごとに助成額を定めています。

ふくしのまちづくり助成金

5,000～100,000円

5,000 もしくは 10,000円 10,000 もしくは20,000円

10,000円 20,000円

この助成金は、皆さまからご協力いただいた
社協会費・共同募金が財源です。



前年度本会会員戸数 助成金額

５戸未満 ５，０００円

５戸以上１５戸未満 １０，０００円

１５戸以上２５戸未満 １５，０００円

２５戸以上５０戸未満 ２０，０００円

５０戸以上１００戸未満 ３０，０００円

１００戸以上１５０戸未満 ４０，０００円

１５０戸以上２００戸未満 ５０，０００円

２００戸以上２５０戸未満 ６０，０００円

２５０戸以上３００戸未満 ７０，０００円

３００戸以上３５０戸未満 ８０，０００円

３５０戸以上４００戸未満 ９０，０００円

４００戸以上 １００，０００円

①基本助成

区・自治会がとりまとめしていただいた、前年度の社協会費にご協力いただいた戸
数で区分した次の表の額が基本助成額となります。

②つどいの場を実施する場合の助成

対象を限定しない区民の方が気軽に集まれる場・交流の場（サロン・カフェなど）を
開催することに助成します。
（老人会、子ども会等の会員のみを対象とする場合は助成できません。）

3

・３回以上６回以下の開催 ５，０００円
・７回以上の開催 １０，０００円

閉じこもりがちな方や、地域で交流ができなくなった方、
普段の生活に孤独感や不安を感じている方にとって
かけがえのない場所となります。

※納入いただいた社協会費合計金額を1,000円で割った数を会員戸数としています。



見守り会議に専門職の参加調整を依頼する場合は、開催の１か月前までに
高島市社協地域福祉課へ「見守り会議参加調整依頼書」を提出してください。
（規定の様式があります）

③見守りネットワーク活動

見守りネットワーク活動を行い、見守り会議を実施することに助成します。
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・見守り会議を年１回以上開催 １０，０００円
・見守り会議に専門職（※注）が参加 した場合は１０，０００円を加算

見守りネットワーク活動は、活動を通じて住民同士がお互
いを気に掛け合い、支え合う関係性をつくり、誰もが住みや
すい地域を作っていく「福祉のまちづくり」を目的とした活
動です。
皆さんの気づきを共有し、福祉の専門職につないでいくこ

ともお互いの支え合いとして重要です。

見守りネットワーク活動の条件

①区長・自治会長、民生委員児童委員及び福祉推進委員
長（福祉３役）が、見守りネットワーク活動を実施す
ることに合意している。

②区・自治会内で、特定の住民に対象を限定せずに取り
組む定期的な（おおむね３か月に１回以上）活動とす
ること。
※高齢者に限らず、障がいのある人、ひきこもりの
方、子ども等の「気になる人」を対象とする。

③見守り会議（情報共有の場）を年１回以上開催するこ
と。なお見守り会議に専門職が1回以上参加する場合
は１０，０００円を別に加算する。

（※注）専門職とは
地域の福祉課題を発見し、その解決に向けて地域の人々

を結びつけたり、新たな支援をつくりだす役割を持ってい
る人であり、児童、障がい者、高齢者をはじめ、生活困窮、
地域、医療、教育などに関連する職種を指します。

高島市保健師、ケアマネージャー、相談支援員、
コミュニティワーカー等



１２月～翌年２月末の３ヵ月間に実施する、年末年始の福祉活動、たすけあい・支え合い
活動に助成します。

④年末年始地域たすけあい活動
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【活動例】
●一人暮らしの高齢者や障害のある方への除雪
や買いもの支援、大掃除の手伝い

●手作りプレゼントを用意しての見守り訪問
●地域のみなさんが分け隔てなく交流できる
多世代でのクリスマス会 など

・活動を実施 １０，０００円

地域住民の日常生活上のたすけあい・支え合い活動を、３か月に１回以上の頻度で定期的
かつ継続的に実施する場合に助成します。

⑤生活支援活動

助成額：２０，０００円

配食サービス活動（例）
毎月１回第３土曜日にスタッフが集まり集

会所等の調理室でお弁当を作り、一人暮らし
や高齢者世帯、母子世帯等の、食事の状況が
気になる世帯に対して、見守りを兼ねて訪問
し届けます。
届けたあとはスタッフ間で訪問の様子を共

有し、気になることがあれば必要に応じて関
係機関へ相談します。

買い物支援活動（例）
毎月１回第４日曜日に、集会所発の

ワゴン車で、近隣のショッピングセン
ターへ出かけます。１時間程度の買い
物のあと、同じ方を乗せて帰ります。
買い物中は、自分で商品を選ぶことや
運ぶことが難しい方についてはスタッ
フが付き添います。送迎サービス補償
の保険に加入し、万が一の事故に備え
ます。除雪・草刈り活動（例）

住居周りの除雪や草刈りに困っている方
から依頼受け付けをする方を決め、その後
作業できる地域の方を募り活動します。

それぞれご当地の地域の課題や実情に応じた柔軟な支え合いの形をぜ
ひ皆さんで検討ください。
たとえば以下のような例がありますので、ご参考ください。

低栄養の独居高齢者の方
向けなど。健康推進員さ
んと連携しましょう。

困りごとの聞き取
りも含めます。



旅費
活動のための移動に係る経費。公共交通機関を利用する場合は実費額。自家用車を使用す
る場合は運行距離で算定し、１ｋｍにつき３０円以下とする。

消耗品費 使用することで劣化しやすいもの、長期間の保存に耐えないもの等を購入するための経費。

印刷製本費
チラシ、リーフレット等、無料で配布する印刷物の場合は、印刷物１部あたりの単価１０
０円（消費税含む）を限度とする。

通信運搬費 郵便料金等の経費及び物品等の運搬に係る経費。

保険料
ボランティア活動保険、行事用保険料等の経費。活動のための必要最小限の保険料のみ助
成対象とする。

諸謝金 講演や出演等に対する謝礼とし、講師一人当たり１回の謝礼は３，０００円を限度とする。

賃借料
助成対象活動のための会場や備品の賃借料とし、事務所等を維持するための家賃は助成対
象外とする。

材料費 手作り作品の材料費や食材料費。（出来あいものの弁当不可）
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この助成金に使える経費は、目的を達成するために直接必要な経費とし、以下の通り
になります。

５．助成対象経費

６．計画の変更、返金について

【計画の変更について】
助成金申請時に提出していただいた計画が、都合により大幅に変更する場合は、そ

の都度、地域福祉課職員までご相談ください。
助成金申請時の活動必要条件を報告書提出時に満たしていない場合は、その項目の

助成金を返金していただく事になります。
また、助成金の追加はできませんのでご了承いただきますようお願いします。

【返金について】
計画していた事業が実施できなかった場合等、何らかの理由で返金が発生する場合は、

その時点で担当職員までご連絡ください。
また、報告書提出後の審査によっては返金をいただく場合がございますので、ご了承い

ただきますようお願いいたします。

※消耗品費の特例について
つどいの場など交流活動における茶菓子代等は、1人500円以内であれば
「消耗品費」として助成対象になります。



助成金審査会で申請内容を審査します。

審査会での交付決定後、申請者に助成決定額を通知します。

※審査の結果、助成金を減額することや交付できないことがあります。

下記の方法で助成金を案内します。

 高島市社会福祉協議会ホームページ

 高島市社会福祉協議会Facebook

（高島市社会福祉協議会広報紙「しふくのふくし」や他団体の広報誌

を活用し案内することもあります。）

助成金を口座振り込みにて交付します。

決定額と振込額をご確認ください。

申請・請求書を提出いただきます。

 提出期限：令和３年 ６月 １１日（金）

※提出期限を超えたものは受け付けられません。

 提出場所：高島市社会福祉協議会 各窓口

助成対象活動の終了後、実績報告書を提出してください。

 提出期限：令和４年 ２月 ２８日（月） 期限厳守

※助成金の使途がわかる領収書、活動写真を添付してください。

 提出場所：高島市社会福祉協議会 各窓口

助成金審査会で実績報告内容の審査を行い、助成金の確定額を通知します。

※審査の結果、助成金をご返金いただくことがあります。

以下の場合、返金手続きをしていただきます。

 予定より経費がかからなかった場合

 計画していた事業が何らかの理由で行えなかった場合 など

※全額返金の場合も報告書をご提出ください。

案内

申請

審査

交付

報告

審査

返金

７

７．助成金交付の流れ

6月下旬

７月下旬

３月31日
まで
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Ｑ１．サロンや見守り訪問でお弁当を購入したいのですが、
助成金対象経費になりますか？

Ａ１．お弁当の購入費は対象経費には入りません。参加費や区からの
補助金等で充当ください。

８．Ｑ＆Ａ

Ａ４．助成対象になります。地域福祉活動は必ずしも「無料」とい
うわけではありません。負担にならない程度の参加費を受け
取ることで、活動を継続させることができます。

Ｑ４．参加費を受け取る事業は助成対象になりますか？

Ｑ２．印刷製本費にプリンターインク代は入りますか？
（「1部あたり100円以内」に含まれますか？）

Ａ２．プリンターインク代は消耗品費になります。

Ｑ３．除雪を個別に頼まれて区としてやっていますが、それも生活支援
活動と考えてよろしいですか？

Ａ３．区の活動と福祉推進委員会活動が一体の場合でも、生活支援活
動の条件は「定期的・継続的（3か月に１回）な活動」となって
います。
冬期の除雪のみの場合は、期間限定の活動になるため年末年始
地域たすけあい活動に分類し、助成金をご活用ください。



Ｑ７．見守り会議に専門職が参加することで、助成額が加算される
ことの趣旨は何ですか？

Ａ７．活動している方が見守り会議で情報共有することは重要ですが、
活動者だけでは解決が難しい課題もあります。専門職が会議に
参加することで、新しい取り組みのヒントが生まれたり、福祉
制度につなげたりすることができます。
活動者と専門職が協力して地域の課題に取り組み、誰もが住

みやすいまちづくりを一緒に目指していきます。
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Ｑ５．見守り会議を実施する予定でしたが、開催することができません
でした。実施するということで助成をうけていた１０，０００円
を他の活動にかかった経費に使ってもいいですか？

Ａ５．「見守り会議を実施する」ということで助成をしていますので、
実施できなかった場合は助成金を返金してもらうことになりま
す。助成金交付の条件を満たしている場合は、助成金を他の
活動に活用できます。

Ｑ６．見守り会議に専門職を呼ぶ予定で助成申請をし、参加調整依頼
書も出しましたが、専門職が急に参加できなくなりました。
助成をうけていた１０，０００円は返金となりますか？

Ａ６．基本的に、助成金交付の条件を満たせなかった場合は助成金を
返金していただくことになりますが、不測の事態などで出席を
予定していた専門職が急に欠席した場合は、地域福祉課までお
問合わせください。
会議後に見守り会議の内容について専門職が聞き取りを行う

などで見守り会議の情報を共有することが重要であり、そう
いった機会を持つことで出席扱いとなる場合があります。



【お近くの社協窓口はこちら】

地 域 施 設 名 住 所 電 話

マキノ はあとふるマキノ マキノ町新保1095番地 27-1700

今 津
えがお屋本舗上弘部店 今津町上弘部438番地2 28-7525

デイサービスセンターしふくの杜 今津町桂830番地1 22-8211

朽 木 はあとふる朽木 朽木市場593番地１ 38-8000

安曇川 安曇川デイサービスセンター 安曇川町田中555番地 32-2133

高 島 高島総合健康福祉センター 勝野680番地 36-8222

新 旭 新旭総合福祉センター やすらぎ荘 新旭町北畑45番地1 25-5730

社会福祉法人高島市社会福祉協議会
高島市新旭町北畑45-1 新旭総合福祉センターやすらぎ荘

☎0740-25-5730（地域福祉課）

高島市社協
ホームページ

【お問い合わせ先】


