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平 成 28 年 度 事 業 報 告 書  

 
 １．概 況 
  公益法人としての第 5 期となる平成 28 年度は、当初公益事業費を 4,280 万円とする事業 
  計画を策定。その後、熊本地震が発生したことを受けて福祉車輌贈呈事業費を増額した 
  ことから、公益事業費を 4,500 万円に変更。この計画に沿って執行したが、公益事業費は 
  計画を 341 万円下回る 4,159 万円となった（事業執行率 92.4％）。 
 
 ２．社会福祉助成金事業（事業計画：3,000 万円、実績：2,671 万円、事業執行率 89.0％） 
  ⑴申込状況と選考結果 

  今年度は 138 件／9,462 万円の申込があった。選考委員会での選考を経て、この中から 
  40 件／2,785 万円の助成を決定。内訳は、事業助成が 38 件／2,645 万円、研究助成が 
  2 件／140 万円。決定後、辞退等が発生したことから、最終的な助成金の交付実績は 
  2,671 万円となった。助成累計は、1,840 件／14 億 9,503 万円。 
 ⑵助成先（事業報告附属明細書記載の通り） 

 ⑶助成金の交付状況 
所定の手続きを経て、平成 29 年 3 月末までに全助成先へ助成金の交付を完了。 

  ⑷事業助成の完了状況 
   事業助成 37 件のうち、平成 29 年 3 月末までに 23 件の助成対象事業が完了。 
 
 ３．福祉車輌贈呈事業（事業計画：1,300 万円、実績：1,291 万円、事業執行率 99.3％） 

本事業は、みずほフィナンシャルグループ役職員の寄附金「みずほ社会貢献ファンド」に 
  基づいて運営し、障害児者福祉施設等に送迎や就労に必要な福祉車輌を贈呈している。 

⑴推薦状況と選考結果 
   本事業では、贈呈対象地域の都道府県庁に贈呈候補先の推薦を依頼し、その推薦先を 
   選考委員会での選考を経て決定している。 
   今年度は当初贈呈対象地域を福岡県、佐賀県、長崎県、大分県の 4 県としていた処、 
   4 月の熊本地震の発生を受けて熊本県を追加。5 県を対象に、合計 5 台の贈呈に変更。 
   この 5 県から推薦を受けた 5 法人の 5 施設（社会福祉法人 2 施設、NPO 法人 3 施設）に 
   決定し、贈呈を行った。事業費はほぼ計画通りの 1,291 万円となった。贈呈累計は、 
   241 台／5 億 4,456 万円。 

⑵贈呈先（事業報告附属明細書記載の通り） 
⑶贈呈車輌用途：送迎用 4 台、就労用 1 台 

 
 ４．電動車椅子贈呈事業（事業計画：200 万円、実績：197 万円、事業執行率 98.4％） 

  本事業は、障害児者の生活圏拡大と社会参加の推進に貢献することを目的に、障害児者 
  福祉施設等に電動車椅子を贈呈している。 
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⑴申込状況と選考結果 
   一般公募方式に変更して 3 年目。今年度は 7 件の応募があり、この中から 6 法人の 6 
   施設に決定し、贈呈を行った。事業費はほぼ計画通りの 197 万円となった。贈呈累計は 
   647 台／1 億 9,356 万円。 

⑵贈呈先（事業報告附属明細書記載の通り） 
 
 ５．盲学生点訳介助事業（事業計画：0 万円、実績：0 万円） 

  4 年連続で新規奨学生の募集と採用を休止し、今年度は継続奨学生 1 名に対する点訳介助 
  費の給付を予定していたが、諸般の事情から給付できなくなり、今年度は当事業を休止 
  することに計画を変更。 
  一方、27 年度卒業生から卒業時未利用点訳介助費 231 万円の返金を受けた。この結果、 
  給付累計（㊟ 返金補正後）は 1 億 7,887 万円となった。 
 
以上の事業を執行した結果、事業費の合計は 4,159 万円となり、財団設立以来の助成・贈呈・ 

給付の累計は、24 億 1,201 万円となった。 

 
                                 （単位：万円） 

事 業 名 28 年度計画 28 年度実績 計画比 事業執行率 

社会福祉助成金事業 3,000 2,671 ▲329 89.0％ 

福祉車輌贈呈事業 1,300 1,291 ▲9 99.3％ 

電動車椅子贈呈事業 200 197 ▲3 98.4％ 

盲学生点訳介助事業 0 0 0  

合  計 4,500 4,159 ▲341 92.4％ 

 

 

以  上 



《 事業報告附属明細書 》

(単位：万円)

№ 都道府県 助　　　成　　　先 助　　成　　案　　件 助成額

1 北海道
社会福祉法人
室蘭言泉学園
日中活動センター　げんせん

配食用車輌の整備 100

2 北海道
社会福祉法人
さっぽろひかり福祉会
ひかり工房

パン冷却用エアコンの整備 38

3 北海道
社会福祉法人
地域で一緒に暮らそう会
地域サポートセンター　えがお

食品（野菜）乾燥機の整備 100

4 岩手県
特定非営利活動法人
たんぽぽクラブ
放課後等デイサービス　第３たんぽぽ

送迎用福祉車輌の整備 100

5 岩手県
特定非営利活動法人
みやこ自立サポートセンター
みやこ自立サポートセンター

林業活動に必要な木材運搬機器等の整備 28

6 宮城県
特定非営利活動法人
ミューズの夢

ミューズの夢コンサートの開催 100

7 群馬県 昭和村手をつなぐ親の会 知的障害児者への理解を深めるセミナー開催 21

8 埼玉県
特定非営利活動法人
ひな
作業所ひな

農業活動用車輌の整備 76

9 千葉県
特定非営利活動法人
スマイルクラブ

コミュニケーション能力を高めるスポーツ大会の開催 25

10 千葉県
特定非営利活動法人
四街道プレーパークどんぐりの森
四街道プレーパークどんぐりの森

野外遊びを通じた障害児のインクルーシブ保育開催 20

11 東京都
特定非営利活動法人
みんなの家

運営施設への自動火災通報装置設置 26

12 東京都
公益財団法人
日本ダウン症協会

「世界ダウン症の日」キックオフ集会の開催 45

13 東京都
特定非営利活動法人
チャレンジャー支援機構
パン工房モナモナ

パン配達・訪問販売用車輌の整備 99

14 東京都
社会福祉法人
いずみ
ひまわり

重症心身障害児の屋外活動に必要な備品整備 84

【事業助成】

(公財)みずほ福祉助成財団・平成28年度「社会福祉助成金」助成先



(単位：万円)

№ 都道府県 助　　　成　　　先 助　　成　　案　　件 助成額

15 東京都
特定非営利活動法人
コイノニア
就労支援事業所　コイノニア

パンと菓子作りに必要なミキサーの更新整備 100

16 東京都
社会福祉法人
椎の木会
ベーカリーショップどんぐり

製パン用オーブンの整備 100

17 神奈川県
ＮＰＯ法人
ワークステーション
ワークステーション２

製菓用オーブンの整備 65

18 神奈川県
特定非営利活動法人
湯河原町地域作業所たんぽぽ

空き缶収納設備の新設工事 100

19 石川県
社会福祉法人
石川サニーメイト
サニーメイト福祉工場

製本作業に必要な枚数計数機の更新整備 100

20 福井県
特定非営利活動法人
ゆめのたまごプロジェクト

発達障害児と健常児が触れ合う音楽会の開催 52

21 静岡県
社会福祉法人
山寿会
あかつき園

農作業に必要な管理機の更新整備 53

22 静岡県
社会福祉法人
あそしえ
あぐり

農業用ビニールハウスの改修工事 100

23 愛知県
特定非営利活動法人
あるいていこう
放課後等デイサービス　えんでこころ

発達障害児の療育（粗大運動）に必要な器具の整備 46

24 滋賀県
社会福祉法人
かすみ会
つばきはらファクトリー

就労・送迎兼用車輌の更新整備 100

25 滋賀県
特定非営利活動法人
滋賀県社会就労事業振興センター

就労研修受講者送迎用車輌の整備 97

26 京都府 ＳＭＡ（脊髄性筋萎縮症）家族の会 ＳＭＡへの理解を深める映画上映会等の開催 30

27 兵庫県
社会福祉法人
神戸ＹＭＣＡ福祉会
ＹＭＣＡおひさま

児童発達支援に必要な教材、教具の整備 30

28 兵庫県
社会福祉法人
兵庫盲導犬協会

盲導犬使用者への貸与備品の整備 20

29 兵庫県
特定非営利活動法人
障害者地域生活応援団あかね
あかねホーム

グループホームのトイレ増設工事 54



(単位：万円)

№ 都道府県 助　　　成　　　先 助　　成　　案　　件 助成額

30 兵庫県
特定非営利活動法人
ネクスト
ネクスト八千代工場

工場の作業効率を改善する収納機器の整備 74

31 鳥取県
特定非営利活動法人
きらめき
ストーク作業所

農業用ビニールハウスの改修及び設備工事 58

32 岡山県
社会福祉法人
めやす箱
めやすばこ　ひ・よ・り　きっず

療育機会を確保する為の送迎用車輌の整備 90

33 広島県
社会福祉法人
広島市手をつなぐ育成会
グループホームつるみ

グループホーム移転に伴う備品の整備 100

34 徳島県
特定非営利活動法人
きのこハウス
きのこハウス

収穫作物の６次産業化に必要なオーブンの整備 60

35 佐賀県
社会福祉法人
竹の里
多久作業所

伐採した竹の運搬に必要な車輌の更新整備 100

36 大分県
社会福祉法人
希望の森
エバーグリーン

製菓・製パン用冷凍冷蔵庫の更新整備 69

37 宮崎県
特定非営利活動法人
彩工房はまゆう
彩工房はまゆう

利用者受入に必要な送迎用車輌の整備 100

38 宮崎県
特定非営利活動法人
ふぁむ・ふぁーむ
はぐはぐ子ども村西都

発達障がい児の療育に必要な器具の整備 85

(単位：万円)

№ 都道府県 助　　　成　　　先 助　　成　　案　　件 助成額

1 静岡県
特定非営利活動法人
浜松成年後見センター

地域で生活する知的障害者・精神障害者に対する
権利擁護のあり方の研究

80

2 愛知県
障害者の地域移行、地域生活支援のあり方
研究会

障害者差別解消法施行後における地域移行、地域
生活支援のあり方に関する研究　－施設入所支援に
おける青年層入所者の分析を通して－

60

【研究助成】



《 事業報告附属明細書 》 

 
 
 
 

 【贈呈台数：4 台】 
 

所 在 地 法 人 名 「施 設 名」 用 途 贈呈台数 

福岡県 
 特定非営利活動法人 ひまわり 
   「ひまわりねっと」 

送迎用車輌 １台 

佐賀県 
 社会福祉法人 聖母の騎士会 
   「ケアホームかしの木」 

送迎用車輌 １台 

長崎県 
 特定非営利活動法人 かたつむりの家 
   「かたつむりの家」 

就労用車輌 １台 

大分県 
 特定非営利活動法人 P-Spread Japan 
   「子育てサポートステーション 
    オレンジハウス」 

送迎用車輌 １台 

 
 
 
※熊本地震復興支援対応 
 【贈呈台数：1 台】 
 

所 在 地 法 人 名 「施 設 名」 用 途 贈呈台数 

熊本県 
 社会福祉法人 御陽会 
   「第二明星学園」 

送迎用車輌 １台 

 

(公財) みずほ福祉助成財団・平成28年度福祉車輌贈呈先 



《 事業報告附属明細書 》 

 

 
 
 
 

 【贈呈台数：6 台】 
 

所 在 地 
法    人    名 
「施    設    名」 

贈呈台数 

埼玉県 
  社会福祉法人 十善会 
   「さかど療護園」 

１台 

福井県 
  社会福祉法人 金津福祉会 
   「金津サンホーム」 

１台 

兵庫県 
  社会福祉法人 ひょうご障害福祉事業協会 
   「はりま自立の家」 

１台 

広島県 
  社会福祉法人 松友福祉会 
   「障害者支援施設 寿波苑」 

１台 

愛媛県 
  社会福祉法人 親和園 
   「障害者支援施設 アイル」 

１台 

愛媛県 
  社会福祉法人 金亀会 
   「障害者支援施設 スマイル」 

１台 

 

(公財) みずほ福祉助成財団・平成28年度電動車椅子贈呈先 
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