
平成２０年度　共同募金助成金調書
（単位：円）

区分 № 施設・団体名
施　設
所在地

施設・団体の種類 法定 事　業　内　容 助成額 説明

機器整備 13 グループホームコルティーホ 伊東市 障害福祉サービス事業（共同生
活援助）

○ 食器洗い乾燥機　　　1台 41,000

機器整備 49 静岡県川奈臨海学園 伊東市 児童養護施設 ○ 液晶テレビ26型　　　4台 336,000 (メソニック)

機器整備 69 東っ子学童クラブ 伊東市 放課後児童クラブ ○
学童

液晶テレビ32型　　  1台
ＤＶＤレコーダー　　1台

260,000

機器整備 70 風の子児童クラブ 伊東市 放課後児童クラブ ○
学童

カウンター式洗浄機　1台
設置工事費　　　　　1式

585,000

機器整備 71 多賀小学校校区多賀っ子クラブ 熱海市 放課後児童クラブ ○
学童

ユニットプール　　　1台
専用カバー(使用時)　1枚
専用カバー(収納時)　1枚
諸経費、運賃　　　　1式

1,351,000

地域福祉
「市町」

19 音訳ボランティアしじゅうから 伊豆市 ボランティアグループ（音訳） テープカートリッジ　20本
（点字用）

22,000

機器整備 53 修善寺保育園 伊豆市 保育所 ○ 旗ポール　　　　1本
既存旗竿撤去　　1式
搬入･取付･基礎工事費

390,000

機器整備 72 天城放課後児童クラブ 伊豆市 放課後児童クラブ ○
学童

プラズマテレビ42型　1台
テレビ台　　　　　　1台

247,000

機器整備 73 修善寺熊坂小学校放課後児童クラ
ブくまっこくらぶ

伊豆市 放課後児童クラブ ○
学童

液晶テレビ46型　　1台
テレビスタンド台　1台
テレビ台　　　　　1台
配送設置費　　　　1式
物置　　　　　　　1棟

422,000

機器整備 74 修善寺東小学校放課後児童クラブ
ひがしっこクラブ

伊豆市 放課後児童クラブ ○
学童

液晶テレビ46型　　1台
テレビスタンド台　1台
テレビ台　　　　　1台
配送設置費　　　　1式

332,000

機器整備 41 わかくさ共同作業所 函南町 心身障害者小規模授産所 ガスオーブン　　　　1台
オーブン専用台　　　1台
運搬・搬入設置費　　1式
諸経費

288,000

地域福祉
「市町」

11 自立生活支援センターアシストＭ
ＩＬ

三島市 障害者生活支援事業（ＮＰＯ法
人）

･ボッチャの交流大会・・重度の障害を持つ人でもできる
スポーツとして、その普及と日頃の練習の成果を確かめ親
睦を深めます。
・ピアカウンセリング事業・・ピアカウウンセラーが自己
信頼と人間関係の再構築を目標に集中講座等を開催しま
す。
・自立生活プログラム事業・・自立生活力を高める為のプ
ログラムを開催します。(養護学校を卒業した人に対し、
その卒業生の先輩達が自立生活の経験を伝えていく等)

300,000
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ボッチャボールセット　　　2ｾｯﾄ
木製調整式ランプス(勾配具)1ｾｯﾄ
スチール製調整式ランブス台1ｾｯﾄ

150,000

地域福祉
「市町」

24 三島エコマネー実行委員会 三島市 ボランティアグループ(地域コ
ミュニティ)

子ども達が、もう遊ばなくなったおもちゃを持ち寄り、そ
こで、子ども達自身(子どもスタッフ)によるおもちゃの価
格を再設定する。（子どもが値段をつけやすいように、2
段階程度の区分とする）
事務局（子どもスタッフ）は、設定価格に応じた地域通貨
｢エコマネーハート｣を発行する。
｢エコマネーハート｣を受け取った子どもは、持ち寄られた
おもちゃの中から、自分のほしいものを｢エコマネーハー
ト｣で購入する。
（おもちゃの評価、地域通貨の受け渡し、おもちゃの販売
も子ども自身で行う）受け取り手のないおもちゃについて
は、ボランティア団体を通じて社会福祉施設等に寄贈す
る。取得した｢エコマネーハート｣で子供達は会場内に用意
された各ブースにも参加できる。(パン作り、工作、少年
少女発明クラブ、折り紙、三嶋暦印刷、EMゴミの堆肥化
等、専門家による体験学習教室を実施)その他おもちゃド
クターが壊れた玩具の修理も無料で受け付けている。

0 地域通貨の印刷は、対象外
事業。

機器整備 42 さわじ作業所 三島市 心身障害者小規模授産所 飲料缶高速選別圧縮機　1台
運搬費

457,000

機器整備 75 成美小学校放課後児童クラブやま
びこクラブ

小山町 放課後児童クラブ ○
学童

冷蔵庫　　　　　　1台
フロアケース　　　1台

59,000

機器整備 76 足柄小学校放課後児童クラブ 小山町 放課後児童クラブ ○
学童

掃除機　　　　　　1台 52,000

機器整備 77 北郷小学校放課後児童クラブ 小山町 放課後児童クラブ ○
学童

冷蔵庫　　　　　　1台 166,000

機器整備 78 須走小学校放課後児童クラブ 小山町 放課後児童クラブ ○
学童

引き出しロッカー6人用 3台 211,000

地域福祉
「市町」

1 玉穂地域福祉推進委員会川柳支部 御殿場市 小地域活動団体 グラウンドゴルフクラブセット2ｾｯﾄ
3段スライド8ホールセット　　2ｾｯﾄ

138,000

地域福祉
「市町」

2 富士岡地域福祉推進委員会竈支部 御殿場市 小地域活動団体 全自動血圧計　　　1台
専用架台　　　　　1台
ガスバネ椅子　　　1台

327,000

地域福祉
「市町」

3 富士岡地域福祉推進委員会大坂支
部ほのぼの

御殿場市 小地域活動団体 キューブソファ(ｱｲﾎﾞﾘｰ)8個
キューブソファ(ｲｴﾛｰ)　8個

51,000

機器整備 54 みなみ保育園 御殿場市 保育所 ○ 床改修工事費　　1式
(保育室･トイレ入口床)

362,000
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機器整備 59 こどもの家はしもと 御殿場市 無認可保育所 ベビー用シート(椅子)　8台
食器3種類　　　　　　各30個
食育紙芝居5巻組　　　 1ｾｯﾄ
食育指導エプロン　　　3組
絵本                 10巻
大型絵本              1冊

256,000

地域福祉
「市町」

25 特定非営利活動法人メープル 裾野市 子育て支援（ＮＰＯ法人） 子ども達が、もう遊ばなくなったおもちゃを持ち寄り、そ
こで、子ども達自身によるおもちゃの価格を再設定する。
（子どもが値段をつけやすいように、2段階程度の区分と
する）
事務局（子どもスタッフ）は、設定価格に応じた地域通貨
を発行する。
地域通貨を受け取った子どもは、持ち寄られたおもちゃの
中から、自分のほしいものを地域通貨で購入する。
（おもちゃの評価、地域通貨の受け渡し、おもちゃの販売
も子ども自身で行う）受け取り手のないおもちゃについて
は、ボランティア団体を通じて海外の子ども達に渡す。

150,000

地域福祉
「市町」

12 富士宮心理療育訓練会 富士宮市 当事者団体（心身障害児者機能
回復）

年に一度一日を利用し体への訓練、スーパーバイザーの先
生による講義を聞く
学校関係者、ボランティアさんの学習の場とする

80,000

地域福祉
「市町」

26 ＮＰＯ法人ゆめ・まち・ねっと 富士市 子育て支援（ＮＰＯ法人） ○子育て勉強会
少人数によるゼミ形式で問題を抱えた子どもをありのまま
受け入れる子育てについてじっくり勉強します。
会場／富士市公共施設　募集人数／30人　講師:児童精神
科医･佐々木正美先生／非行カウンセラー伊藤幸弘先生
○子育て講演会／思春期に向けて、子育てで一番大切なこ
とを学びます。
会場／静岡市内公共施設　募集人数／100人　講師(2回と
も):児童精神科医･佐々木正美先生／非行カウンセラー･伊
藤幸弘先生

312,000

地域福祉
「県域」

8 静岡県児童養護施設協議会 富士市 社会福祉団体 平成21年度に県内児童養護施設等に在籍する高校3年生で
就職を希望し、自動車運転免許が必要となる者を対象に取
得費用を助成する。
H20.4加入の自立援助ホームにはH22.3に18歳に達する児童
はいない。

5,176,000

機器整備 79 学童保育所吉永第一児童クラブ 富士市 放課後児童クラブ ○
学童

木のおもちゃカプラ1000　2ｾｯﾄ 99,000

機器整備 80 富士見台児童クラブ 富士市 放課後児童クラブ ○
学童

座卓　　　　　　　3台
円座卓クリーム　　1台
円座卓ピンク　　　1台
ままごとサークルランド　1台

253,000

機器整備 81 丘児童クラブ 富士市 放課後児童クラブ ○
学童

液晶テレビ32型　　1台 106,000
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機器整備 82 いまいずみ児童クラブ 富士市 放課後児童クラブ ○
学童

冷凍冷蔵庫455ℓ　　1台 146,000

機器整備 83 須津児童クラブ 富士市 放課後児童クラブ ○
学童

木のおもちゃカプラ1000　2ｾｯﾄ 99,000

機器整備 84 青葉台児童クラブ 富士市 放課後児童クラブ ○
学童

玩具(楽つみ木)1000個入1ｾｯﾄ
掃除機　　　　　　　　1台

140,000

機器整備 85 広見子どもクラブ 富士市 放課後児童クラブ ○
学童

図鑑　　　　　　　　　16冊
ブロック(LaQ)　　　　　2ｾｯﾄ
木製ままごと食器セット 2ｾｯﾄ
　〃　ティーセット 　　2ｾｯﾄ
　〃　電子レンジ　 　　1個
　〃　冷蔵庫　　 　　　1個

104,000

機器整備 86 よしきた児童クラブ 富士市 放課後児童クラブ ○
学童

一輪車　　　　　　10台
一輪車スタンド　　 1台

67,000

地域福祉
「市町」

6 特定非営利活動法人泉の会 静岡市 高齢者支援（ＮＰＯ法人） 2階部分の改修工事　　1式 0
改修後の使用目的が不明確

地域福祉
「市町」

13 静岡市身体障害者団体連合会 静岡市 社会福祉団体 研修内容は以下の内容とし、
・障害者自立支援法の現状と今後の動向
・後期高齢者医療制度(特に障害者の取り扱い)
・障害者の自立意識の高揚と社会参加の促進
質問の時間を多めにとる

240,000

地域福祉
「市町」

14 体験ハウスイルマーレ 静岡市 地域生活移行支援（ＮＰＯ法
人）

1.地域生活を体験できる住宅を確保し、維持･管理をす
る。
2.利用者の目的に合わせた支援計画をつくり、継続した生
活体験を提供する。
3.体験講座の開催
4.自立を目指す障害を持つ人たちの仲間づくりや支援の
ネットワーク作りのための交流会、報告会(サロン)を開催
する。

1,010,000

地域福祉
「市町」

15 精神障害者生活支援グループよも
ぎ会

静岡市 精神障害者生活支援手作食品販
売（ＮＰＯ法人）

レジスター　　　　　1台
ユーザープログラム設定料1式

80,000 三菱電機（株）静岡製作所
より寄付予定

地域福祉
「市町」

17 静岡市要約筆記サークル「のぞ
み」

静岡市 ボランティアグループ（要約筆
記）

ノートパソコン　2台
ＰＣバック　　　2個

－
ＮＨＫ繰上配分

地域福祉
「市町」

31 ＮＰＯ法人せせらぎの会 静岡市 電話相談事業（ＮＰＯ法人） 　4月から3月まで、毎週一回3時間程度の講義、実習。内
容は心理学、電話カウンセリング。

0
事業実績がなく対象外。

地域福祉
「県域」

1 更生保護施設少年の家 静岡市 更生保護施設 ○ 　引受人がいない等の青少年を国(保護観察所、家庭裁判
所)からの委託を受け、一定期間収容し、自立更生の為の
支援、援助と補導などの生活指導をする。

200,000
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地域福祉
「県域」

3 静岡県老人クラブ連合会 静岡市 社会福祉団体 静岡県老人クラブ連合会では健康づくりを重要な課題とし
て位置づけ、「高齢者の健康を支える活動」を展開してき
ましたが、現在急速に進んでいる少子化や、高齢者にかか
る医療や薬等、各種制度の施策のありかたが課題となって
います。
　このような状況の中で、高齢者自らがこれらの課題に関
心を高め、医療の役割や薬の正しい知識を身につける学
習・実践活動、並びに資質の向上を目的とした研修会を開
催するとともに、啓発推進を図り、高齢期の健康維持に役
立てるものであります。
◆研修会及び啓発用冊子
「高齢者のくすりの相談室｣(第9集)
　　　作成部数　5,000部

1,150,000 この継続事業への助成は、
今回で終了する。

地域福祉
「県域」

4 静岡県身体障害者福祉会 静岡市 社会福祉団体 (1)各種スポーツ大会の開催
第21回県身体障害者卓球大会　H21.6　　100名
静岡県身体障害者ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会H21.5　200名　(個人
戦)
第13回県身体障害者ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会 H21.11 240名　(ﾁｰﾑ
戦)
第4回県身体障害者ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ大会 H21.12　175名
第6回県身体障害者ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ大会　H22.2　124名
(2)各種文化行事の開催
第24回県身体障害者うたの広場　H21.12　60名
第24回県身体障害者囲碁・将棋大会H22.2 40名

2,110,000

地域福祉
「県域」

5 静岡県聴覚障害者協会 静岡市 社会福祉団体 全10回×2時間
聴覚障害者や手話に関わる講演、講義、実技指導、交流会
等

864,000

ろうの子どもたちを対象に、ろう者や手話通訳者、学生ボ
ランティアが関わり、夏休みの８日間(9:30～16:00）を用
いて学習や課外活動の指導を行う。
①朝の会（写真や図など目で見て分かりやすい教材を使
い、一日の流れを紹介する。）
②午前：小学生以下は午後のおやつ作り　小学生は学習
③午後はみんなで、市民プールや体育館使った遊びや虫取
り、工作など
④おやつ
⑤帰りの会（一日の感想を話し合うなど）

1,554,000
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地域福祉
「県域」

平成21年10月ころ、静岡市内において身体障害者補助犬の
セミナーを開催する。対象は一般市民および県内小学校の
教師および関係者200名を集める。そして、啓発用紙芝居
をより効果的に利用する為に、身体障害者補助犬について
専門知識家や朗読専門家らによる指導をし、身体障害者補
助犬を正しく理解してもらう。

560,000

絵本作成　　　　1,200冊
県内800ヶ所送料

1,440,000

漫画パンフレット再編集･再デザイン料
漫画パンフレット印刷費　45,000部
　vol1.vol2.vol3

453,000

地域福祉
「県域」

7 ＮＰＯ法人静岡県作業所連合会・
わ

静岡市 社会福祉団体 活動用軽自動車　　1台 894,000

地域福祉
「県域」

9 静岡県里親連合会 静岡市 社会福祉団体 里親里子の林間学校は夏期休暇の行事として里親、里子、
及びショート・ルフラン里親事業による児童福祉施設に暮
らす児童らが参加して県下４地区で開催する。里親が互い
の養育体験を語り合い、互いの不安等を解消することによ
り、実委託里親の促進と里親の精神的ケアを図る。また、
広報活動を通じ地域への里親制度の理解を促進する。
　開催地区：賀茂・東部・中部・西部の４地区

500,000

自動車運転免許取得費用の一部助成 1,848,000

地域福祉
「県域」

10 静岡県ボランティア協会 静岡市 社会福祉団体 県内約300ヶ所の社会福祉施設や社会教育施設でのボラン
ティア活動体験。
4月：ボランティア受入調査・募集要項づくり
5月中旬～6月中旬 ：参加者募集期間
6月下旬：参加者の活動先調整
7月下旬：事前研修会・施設オリエンテー ション
8月：活動期間(8月1日～30日の間に連続4日間以上)
9月～10月：アンケート（参加者・施設・学校）の入力・
分析
11月～12月：施設参加者からの活動記録まとめ
1月～ 3月：活動記録（報告書）の作成

2,000,000

静岡市 補助犬普及事業（ＮＰＯ法人）6 特定非営利活動法人静岡県補助犬
支援センター



平成２０年度　共同募金助成金調書
（単位：円）

5月～6月　　作成・内容の見直し、検討
7月中旬以降　配布
内容　・はじめてのボランティアのために
　　　・ボランティアの心得
　　　・活動先紹介
　　　・障害を持つ方と接するときに
　　　・福祉の仕事について
様式　　A4サイズ　44ページ

780,000

・研修会の実施
・フォーラム、セミナーの開催など

事業の実施にあたり、静岡県経営者協会、静岡県社会福祉
協議会と連携する。

450,000

(内容)活きたボランティア情報の提供
①ボランティア用語講座
活動に取り組む中で聞かれる専門用語などを分かりやすく
紹介
②特集
今話題になっていることを取り上げ、ボランティアや福祉
の活動にとどまらず、活動動機となる生活問題や社会問題
にも焦点をあてていく
③切り抜き畑
ボランティアや福祉、市民活動、環境･生活問題などを
扱った新聞を取り上げ、要約し紹介。
④インフォメーション
ボランティア募集や助成金情報など、活動に役立つ情報の
紹介
(様式)A4ｻｲｽﾞ　12ﾍﾟｰｼﾞ
(発行回数)年間12回(毎月1回発行)
(発行部数)1,300部

0 辞退

地域福祉
「県域」

11 静岡いのちの電話 静岡市 電話相談事業 　名刺大のカード(表は｢静岡いのちの電話｣裏は｢フリーダ
イヤル自殺予防いのちの電話｣)を作成し、各関係機関、公
的施設等に置いてもらうと共に、配布する。(当面10,000
枚を予定)

115,000

地域福祉
「県域」

13 静岡県難病団体連絡協議会 静岡市 医療福祉団体 県内三ヶ所(以下)で、難病合同医療生活相談会を実施す
る。
9月21日(日)静岡県総合社会福祉会館(静岡市)
10月5日(日)静岡県東部保健所(沼津市)
11月16日(日)クリエート浜松(浜松市)

0 ・前年度助成金を対象外費
目に一部充当
・行政からの補助の充実



平成２０年度　共同募金助成金調書
（単位：円）

地域福祉
「県域」

15 静岡骨髄バンクを推進する会 静岡市 医療福祉団体 ・毎月一度運営委員が集まり、活動の予定・反省等を話し
合い、事業に参加する人数割りや、役割の確認をするため
の、定例会を開催。
・各地で開催されるマラソン大会　年間5回、健康福祉祭
り 年間5回程度出向いて啓発活動をする。
・「骨髄移植」に関する情報を会員間で共有するため、定
例会などを利用して勉強会を行う。

585,000

①広報ﾁﾗｼ印刷A4両面ｶﾗｰ 　20,000枚
②-1 ｲﾍﾞﾝﾄﾎﾟｽﾀｰB2版　　　 　500枚
  -2 ｲﾍﾞﾝﾄﾁﾗｼA4両面ｶﾗｰ　　2,000枚
③18歳の決断ﾁﾗｼA5両面ｶﾗｰ 20,000枚
④啓発ﾃｨｯｼｭ　　　　　　　40,000個

797,000

機器整備 15 グループホーム・ケアホームめぶ
き

静岡市 障害福祉サービス事業（共同生
活介護・共同生活援助）

○ 洗濯機　　　　　　　2台
リサイクル料

63,000

機器整備 23 ラポール古庄 静岡市 障害福祉サービス事業（就労継
続支援Ｂ型）

○
移行

作業台
高さ70cm×幅180cm×奥行き90cm　2台
高さ70cm×幅180cm×奥行き75cm　4台
椅子(パイプ使用)　　　　　　　20脚

423,000

機器整備 40 ケアハウスシンフォニー 静岡市 生活寮 機織り器　　　　　　1台 187,000 三菱電機（株）静岡製作所
より寄付予定

機器整備 46 ひこばえ作業所 静岡市 精神障害者共同作業所 ①｢おにぎり型｣等　　23個
②｢製麺機･食器｣等　264個
③フードプロセッサー 1台
④電子レンジ　　　　 2台

400,000 (テック：電子レンジ)

機器整備 51 静岡ホーム 静岡市 児童養護施設 ○ 空調設置工事　　1式
(天井カセット14台)
電気設備工事　　1式
天井張り工事　　1式
仮設工事　　　　1式
設計監理料　　　1式
諸経費

0 要望額が多額で他の補助制
度を薦めた。

機器整備 55 月影保育園 静岡市 保育所 ○ 緞帳　　　　　　1枚
一文字幕　　　　1枚
袖幕　　　　　　1枚
ドラム式昇降装置1式
工事費、諸経費

1,732,000

機器整備 52 春風寮 焼津市 児童養護施設 ○ 卓上型ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ1台 748,000
機器整備 87 かえるクラブ 焼津市 放課後児童クラブ ○

学童
折りたたみプール3m　1台 174,000

機器整備 88 学童保育なかよし東クラブ 焼津市 放課後児童クラブ ○
学童

ロッカー3段(5連)　　2台 258,000

地域福祉
「市町」

7 下当間ふれあいサロン一五の会 藤枝市 小地域活動団体 ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾌﾟ､CDｶｾｯﾄ付　1台
ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ防滴　　　　2本
ﾜｲﾔﾚｽﾁｭｰﾅｰｾｯﾄ　　　 1台

216,000



平成２０年度　共同募金助成金調書
（単位：円）

地域福祉
「市町」

20 サークルふじ 藤枝市 ボランティアグループ（音訳） パソコン  　　3台
マウス　　　　3台
ｵｰﾃﾞｨｵｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ3台
ヘッドフォン　3台

200,000

地域福祉
「市町」

27 子育て応援プログラムスマイル・
カフェ

藤枝市 ボランティアグループ（子育て
支援）

・カウンセラーの専門講師(2名)を招いて、託児付のア
サーティブコミュニケーションの学習会(4回講座)を実
施。
・定員約20名とし、広報誌や市内の幼稚園、公民館等を通
じて受講者を募る。

60,000

機器整備 27 第一すみれ 藤枝市 障害福祉サービス事業（就労継
続支援Ｂ型・生活介護・自立訓
練）

○
移行

システムキッチン1式 774,000

機器整備 60 保育所あいキッズランド 藤枝市 無認可保育所 フェンス工事　　　　　1式
ガラス工事　　　　　　1式

497,000

機器整備 89 葉梨小学校区いくしん児童クラブ 藤枝市 放課後児童クラブ ○
学童

テレビ　　　　　　1台
ＤＶＤレコーダー　1台
ケーブル　　　　　1個

266,000

機器整備 90 中央小学校区なかよし児童クラブ 藤枝市 放課後児童クラブ ○
学童

テレビ　　　　　　1台
(テレビリサイクル料)
ＤＶＤプレーヤー　1台
電気掃除機　　　　1台

208,000

地域福祉
「市町」

8 一本松クラブ 島田市 小地域活動団体 ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ　　　　1台
ﾂｰﾋﾟｰｽ(ﾀｲﾋﾟﾝ)型

39,000

地域福祉
「市町」

9 横井ふれあいサロン 島田市 小地域活動団体 ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾌﾟ一式
ｱﾝﾌﾟ　　　　　　　　1台
ﾁｭｰﾅｰﾕﾆｯﾄ　　　　　 1台
ﾏｲｸ 　　　　　　　 1本

123,000

地域福祉
「県域」

2 金谷民生寮 島田市 無料宿泊所 (1)行路者保護事業
・宿所提供、食事支給、交通費支給、日用品支給
(2)生活支援事業
・生活費貸与、日用品支給
(3)地域福祉事業
・相談事業
・福祉教育事業(ＮＰＯ法人こころとの共済事業)

500,000

機器整備 36 ハートケアセンターこころ 島田市 地域活動支援センター・相談支
援事業

○ 移送用軽自動車　　1台 933,000

機器整備 37 地域活動支援センタードレミ金谷 島田市 地域活動支援センター ○
移行

刺しゅうミシン　　　　 1台 234,000

機器整備 56 大津保育園 島田市 保育所 ○ 据え置き式プール　1台
プールカバー　　　1枚
組立施工･運送･諸経費

1,744,000

機器整備 57 初倉保育園 島田市 保育所 ○ パネルセット　　　1式 138,000



平成２０年度　共同募金助成金調書
（単位：円）

地域福祉
「市町」

28 ほっとステーション 吉田町 ボランティアグループ（子育て
支援）

吉田町社会教育課主催の｢子育て支援ボランティア養成講
座｣県教委社会教育課主催の｢子育てサポーターリーダー養
成講座｣の修了生が｢サロン運営サポーター｣として吉田町
健康福祉センター｢はあとふる｣にて月1回未就園児とその
保護者を対象とした｢子育てサロン｣を開き、ボランティア
による読み聞かせ、手遊び、工作などのイベントを行う。

40,000

機器整備 6 やまばと希望寮 牧之原市 知的障害者更生施設（入所） ○ 防災倉庫設置工事　1式
（土間コンクリート工事含む）

490,000

機器整備 62 レンゲアカデミー 牧之原市 無認可保育所 お出かけ避難兼用ワゴン2台
カバー　　　　　　　　2枚
お昼寝ベッド ミニ　　30台
保育布団柵　　　　　　1台
カバー　　　　　　　　1枚
雲梯(ブレキエーション)1台

747,000

地域福祉
「市町」

18 手話サークル太陽の会掛川昼例会 掛川市 ボランティアグループ（手話） プロジェクター　1台 130,000

機器整備 91 学童保育所ひまわりクラブ 掛川市 放課後児童クラブ ○
学童

一輪車　　　　 20台
食器消毒保管庫  1台
木のおもちゃ　  5ｾｯﾄ

442,000

機器整備 1 ケアハウス紅紫萩 袋井市 軽費老人ホーム（ケアハウス） ○ コイン式洗濯機設置　   3台
廃棄洗濯機リサイクル料 3台
（再商品化･収集運搬）

－ 公益信託「小川忠孝老人福
祉基金」で助成予定

機器整備 44 あさば授産所 袋井市 心身障害者小規模授産所 防犯灯設置工事事業　1式
防犯ガラスの交換事業1式
ＶＨＳ一体型ＤＶＤレコーダー取付事業
　　　　　　　　　　1台

461,000

機器整備 48 すずらん共同作業所 袋井市 精神障害者共同作業所 掃除機　　　　　　　1台 51,000

機器整備 58 たんぽぽ保育園 袋井市 保育所 ○ 組立式大型プール　1台 945,000

機器整備 92 みなみげんきクラブ 袋井市 放課後児童クラブ ○
学童

木枠砂場設置　　1式 285,000

機器整備 93 みなみすくすくクラブ 袋井市 放課後児童クラブ ○
学童

うさぎブロック　1ｾｯﾄ
カラー竹馬　　　5ｾｯﾄ
大きな大きな絵本　第3集(6冊ｾｯﾄ) 1ｾｯﾄ

69,000



平成２０年度　共同募金助成金調書
（単位：円）

地域福祉
「市町」

16 青年のつどい“かりんとう” 磐田市 ボランティアグループ（知的障
害児者支援）

知的障がいをもつ子どもたち(小学生～高校生)と青年を公
募し、年5回程度のイベントを通し、子ども1人に対し、ボ
ランティア1～2名くらいで一緒に遊ぶ中で、交流してい
く。
〈平成20年度の予定〉
　第1回 公園で遊ぼう
　第2回 宿泊体験
　第3回 電車で出かけよう
　　　　(映画･こども館)
　第4回 雪遊び
　第5回 思い出会
　その他:卒業児を対象としたﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ･ふれあい広場出店
を予定

100,000

地域福祉
「市町」

21 音訳ボランティアふきのとう 磐田市 ボランティアグループ（音訳） ノートパソコン1台
ｵｰﾃﾞｨｵﾃﾞﾊﾞｲｽ　1台
マイクロホン　1台

97,000

機器整備 30 たんぽぽ共同作業所 磐田市 障害福祉サービス事業（就労継
続支援Ｂ型・就労移行支援）

○
移行

移送･機材運搬用軽自動車　1台 1,088,000

機器整備 38 地域活動支援センターぼちぼち 磐田市 地域活動支援センター ○
移行

送迎用軽自動車　　　　1台
(リアリフトアップシート)

1,310,000

機器整備 39 生活支援センターいろいろ 磐田市 相談支援事業 ○ 訪問活動用軽自動車　　1台
（カーナビ）

1,227,000

機器整備 63 りんご保育園 磐田市 無認可保育所 壁付け時計　　　　　1台
グラスマット　　　 14枚

477,000

地域福祉
「市町」

22 かたつむりの会 浜松市 ボランティアグループ（朗読） 幼稚園･小学校･中学校･老人施設などにての朗読。
視覚障害者へ希望図書･情報誌などの音訳。
朗読･音訳のための勉強会。
朗読(年間53回)のために施設訪問。
音訳テープ(年1200本)を作成。

60,000

地域福祉
「市町」

23 かたりべの会 浜松市 ボランティアグループ（音訳･
点訳）

ノートパソコン　　1台
USBｵｰﾃﾞｨｵｷｬﾌﾟﾁｬｰ　1台
プレクストーク
　ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾚｺｰﾀﾞｰ 　1台
　ﾚｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞｿﾌﾄ　　1台
CD･DVDコピー機　　1台

330,000

地域福祉
「市町」

30 子育て支援活動てんとうむし 浜松市 主任児童委員部会活動（子育て
支援）

スピーカー　　　　1台
ワイヤレスマイク　1台

146,000

地域福祉
「県域」

12 浜松いのちの電話 浜松市 電話相談事業 事務室･電話相談室･駐車場等賃借料 1,500,000

機器整備 2 ケアハウスアドナイ館 浜松市 軽費老人ホーム（ケアハウス） ○ 液晶テレビ46型　　1台 － 公益信託「小川忠孝老人福
祉基金」で助成予定

機器整備 9 恵松学園 浜松市 知的障害者更生施設（通所） ○ 送迎用自動車9人乗り1台 馬



平成２０年度　共同募金助成金調書
（単位：円）

機器整備 12 工房めい 浜松市 障害福祉サービス事業（生活介
護）

○ ｸｯｼｮﾝﾁｪｱ(ﾍｯﾄﾞﾚｽﾄ付)　3台
ｸｯｼｮﾝﾁｪｱ　　　　　　 1台

207,000

機器整備 32 三ケ日たちばな授産所 浜松市 障害福祉サービス事業（就労継
続支援Ｂ型・生活介護）

○
移行

屋根･外壁塗り替え工事 1式 1,512,000

機器整備 33 ひくまの 浜松市 障害福祉サービス事業（就労継
続支援Ｂ型）

○ 大屋根塗装工事(308㎡) 1式
外壁塗装工事(183㎡)　 1式

700,000

機器整備 34 細江あすなろ作業所 浜松市 障害福祉サービス事業（就労継
続支援Ｂ型）

○
移行

液晶テレビ32型　　　　1台
DVDレコーダー　　　　 1台

172,000

機器整備 45 小規模授産所トマト工房 浜松市 心身障害者小規模授産所 洗濯乾燥機　　　　　　1台 141,000

機器整備 64 アムール保育園 浜松市 無認可保育所 すべり台　　　　　　 1基
ユニット砂場
　直線ユニット　　　 6個
　コーナーユニット　 1個
ネコ除けネット　　　 1枚
砂　　　　　　　　　一式
組立設置･送料･諸経費

300,000

機器整備 67 かしま保育園 浜松市 無認可保育所 ﾋﾞｯｸﾞｻｯｶｰﾎﾞｰﾙ(5色組) 1ｾｯﾄ
ﾘﾄﾙｺｰﾝ(10個組)　　　 1ｾｯﾄ
ﾘﾄﾙｺｰﾝﾊﾞｰ(10本組)　  1ｾｯﾄ
うさぎﾌﾞﾛｯｸ大300個組 1ｾｯﾄ
ｼﾞｬｲｱﾝﾄｿﾛﾊﾞﾝ1台
ﾌﾟﾚｲﾃｰﾌﾞﾙ(楕円形)　　1台
壁掛けﾎﾞｰﾄﾞ　　　　　1台

218,000

機器整備 94 第２ビーバークラブ 浜松市 放課後児童クラブ ○
学童

食器棚      　　　2台
オーブンレンジ　　1台
掃除機　　　　　　1台

164,000

機器整備 96 たつのこクラブ 浜松市 放課後児童クラブ ○
学童

全自動洗濯機　　　1台 33,000

機器整備 97 赤佐タイガークラブ 浜松市 放課後児童クラブ ○
学童

物置(2.01坪)　　　1棟
組立工事費　　　　1式
アンカー工事　　　4ヶ所

188,000

機器整備 98 イーグルクラブ 浜松市 放課後児童クラブ ○
学童

オーブン　　　　　1台 89,000

地域福祉
「市町」

10 鷲津西地区福祉会古見地域福祉会 湖西市 小地域活動団体 音響機器(移動型)　　1式
液晶テレビ　　　　　1台
テレビ台　　　　　　1台

490,000

機器整備 3 ケアハウス燦光 湖西市 軽費老人ホーム（ケアハウス） ○ 防災倉庫　　　　 　1棟
基礎ブロック(25ヶ) 1式
ネーム入れ         1式

－ 公益信託「小川忠孝老人福
祉基金」で助成予定



平成２０年度　共同募金助成金調書
（単位：円）

機器整備 68 湖西ほしの丘保育園 湖西市 無認可保育所 ﾛｯｶｰ3連　　　　　　　2台
ﾛｯｶｰ4連　　　　　　　2台
ｽﾘﾑﾛｯｶｰ8人用　　　　 3台
ｼｭｰｽﾞﾎﾞｯｸｽﾕﾆｯﾄ20人用 4台
4人用机              2台

449,000

合計 １０２ 55,740,000
共同募金：102施設110事業55,740千円
ＮＨＫ：　 16施設 16事業16,020千円



社協名

下 田 市 878,642 *
伊 東 市 3,988,138 *
熱 海 市 1,634,691 前年度繰越金3,158円含む。 *
伊 豆 市 6,178,218 69,000 コンピューター：１台

500,000 貸出用機器（チャイルドシート：20台）

伊豆の国市 2,000,757 *
三 島 市 4,602,352 *
沼 津 市 7,916,669 *
御 殿 場 市 7,335,258 *
裾 野 市 2,235,814 69,000 貸出用機器（綿菓子機：１台）

富 士 宮 市 10,497,818 *
富 士 市 13,188,210 *
静 岡 市 24,657,006 前年度繰越金178,195円含む。 *
焼 津 市 10,096,871 *
藤 枝 市 9,292,123 228,000 コンピューター：２台

島 田 市 7,659,903 *
牧 之 原 市 2,967,501 *
御 前 崎 市 1,973,713 *
菊 川 市 3,005,517 *
掛 川 市 6,377,198 前年度繰越金1,000円含む。 *
袋 井 市 4,615,046 *
磐 田 市 5,990,295 前年度繰越金68,000円含む。 *
浜 松 市 23,547,503 前年度繰越金42,656円含む。 *
湖 西 市 2,015,374 *
東 伊 豆 町 357,853 *
河 津 町 852,467 *
南 伊 豆 町 985,812 *
松 崎 町 571,052 前年度繰越金18,000円含む。 *
西 伊 豆 町 1,406,450 *
函 南 町 2,480,954 前年度繰越金4,000円含む。 *
清 水 町 2,076,189 *
長 泉 町 2,666,296 *
小 山 町 2,273,633 *
芝 川 町 294,121 *
吉 田 町 1,234,484 前年度繰越金4,750円含む。 *
川 根 本 町 917,165 *
森 町 810,005 *
新 居 町 1,612,942 *

市町計 181,194,040 866,000

1.「社会福祉しずおか」発行事業（498万円）
　　（毎月10,800部・第３種郵便）
2.福祉情報センター整備事業（200万円）
　 （福祉図書、ビデオソフト、映画フィルム）

15,000,000

全国共通配分テーマ
(1)　防災や減災活動支援事業
(2)　防犯や安全なまちづくり支援事業
(3)　急激な社会情勢の変化で、一時的かつ
　　 緊急に生活支援を行う事業

20,000,000

18,580,000
社会福祉法に基づく準備金（実績総額の３％額）
災害救助法に定める災害による被害に対応する。

298,360,040

安心・安全なまちづくり支援事業

緊急配分資金積立金

災害等準備金

合　　　　　　　　計

【社会福祉協議会】                                                   　　　　　　　　　
地域福祉活動事業 在宅支援機器整備事業

静岡県社会
福祉協議会

6,980,000



区分 № 施設・団体名
施　設
所在地

施設・団体の種類 法定 事　業　内　容 助成額 説明

障害者小規模作業所・
就労継続支援Ｂ型事業
等並びに更生保護施設
(167ヶ所)

県内 利用者(2,911人)に対する歳末慰問金 7,000,000

平成20年12
月25日銀行
振込により
送金

機器整備 19 おおはら 伊東市 障害福祉サービス事業（就労継
続支援Ｂ型）

○
移行

刺繍ミシン　　　　　1台
刺繍ソフト　　　　　1式
刺繍カード5種　　　 各1枚

699,000

機器整備 18 くれよん 沼津市 障害福祉サービス事業（就労継
続支援Ａ型・就労継続支援Ｂ
型）

○
移行

椅子　　　　　 　　24脚
ｶｳﾝﾀｰ椅子　　　 　　5脚
ﾃｰﾌﾞﾙ1200×750　　　3台
ﾃｰﾌﾞﾙ600×750　 　　7台
子供用椅子　　　　　2脚
ｿﾌｧｰ幅1800　　　　　3台
ｿﾌｧｰ幅1100　　　　　1台

1,082,000

機器整備 14 指定共同生活介護事業
所篠川ホーム

御殿場市 障害福祉サービス事業（共同生
活介護）

○ テレビ      　　　1台
ＤＶＤプレーヤー　1台
ビデオムービー　　1台
ＡＶコード　　　　1個

375,000

機器整備 50 岩倉学園 富士市 児童養護施設 ○ 送迎用自動車10人乗り　1台 1,654,000

地域福祉
「県域」

14 静岡難病ケア市民ネッ
トワーク

静岡市 医療福祉団体 　主治医、催し主催者等と連携し、患者会に参加
したい、美術館に行きたい、サッカーを観戦した
い等々の日頃の患者の夢(希望)を受けて、医療、
福祉の専門職を含めたボランティアでサポート体
制を組んで、安全･安心のある外出に向けて、企
画から事後までをチームケアで行う。(手順　1.
事前調査、折衝、患者訪問での状況把握　2.患者
レベルに合わせたボランティア、車の手配と調整
3.当日のタイムスケジュール作成とメンバー間共
有確認　4.実施　5.事後の患者把握と記録等の事
務処理)

850,000

機器整備 4 つばさ静岡 静岡市 重症心身障害児施設 ○ プール改修工事費　　1式
ストレッチャー用
担架受け台設置工事　1式

1,063,000

平成20年度(第58回)ＮＨＫ歳末たすけあい義援金助成金調書



機器整備 25 富士見作業所 静岡市 障害福祉サービス事業（就労継
続支援Ｂ型）

○
移行

作業用軽自動車(手動運転装置付)1台 1,032,000

機器整備 静岡市要約筆記サーク
ル「のぞみ」

静岡市 ボランティアグループ 要約筆記用パソコン2台 234,000 平成20年12
月10日繰上
助成を実施

機器整備 11 ケアセンター野ばら 島田市 障害福祉サービス事業（生活介
護）

○ 移送用自動車10人乗り1台 1,400,000

機器整備 43 やまばと作業所 牧之原市 心身障害者小規模授産所 送迎用自動車8人乗り　　1台 1,918,000

機器整備 29 ウェルくさぶえ 掛川市 障害福祉サービス事業（就労継
続支援Ｂ型）

○ 深井戸水中ポンプ及び備品 1式
加圧ポンプ　　　　　　　 1基
パネルタンク　　　　　　 1式
鋼管、塩ビパイプ　　　　 1式

2,972,000

地域福祉
「市町」

29 ＮＰＯ法人こどもの森 磐田市 食育事業（ＮＰＯ法人） 駐車場土留め(杭･板)工事　1式 359,000

機器整備 17 すずなり工房事業所 磐田市 障害福祉サービス事業（就労継
続支援Ａ型）

○
移行

エアコン　　　　　　1台 225,000

地域福祉
「市町」

32 Ｓ＆Ｓネットワーク 浜松市 ボランティアグループ（シェル
ター）

①講座形式｢こころのケア講座のファシリテー
ター養成講座｣の開催
全3回　平成21年7月･平成21年11月･平成22年3月
専門知識の学習と共に、支援の心構えやケアの実
際を研修する
②こころのケアオープンセミナー
全12回　毎月1回　19時～21時
サバイバー･サポーターをエンパワメントする為
のオープンセミナー

1,000,000

機器整備 7 光明学園 浜松市 知的障害者更生施設（入所） ○ 半自動除細動器　　1台
壁掛収納ケース他

340,000

機器整備 10 赤石寮 浜松市 障害者支援施設 ○ つみきスロープ
（高さ45㎜角度9°長さ2300㎜）3ヶ所
（高さ45㎜角度9°長さ1900㎜）1ヶ所
　施行代　必要部材　諸経費

114,000

機器整備 31 もくせい会浜松事業所 浜松市 障害福祉サービス事業（就労継
続支援Ｂ型・就労移行支援）

○ 簡易式小型除鉄･マンガン処理装置1式 937,000

23,254,000合計　184件



歳末支援事業 剰余金

下 田 市 2,045,565 1,799,129 246,436 66,000

伊 東 市 3,987,112 3,819,930 167,182 129,000

熱 海 市 2,472,386 1,876,000 596,386 86,000

伊 豆 市 0 0 0 0

伊 豆 の 国 市 2,343,819 1,222,710 1,121,109 79,000

三 島 市 3,305,164 3,112,000 193,164 104,000

沼 津 市 9,868,310 8,586,416 1,281,894 313,000

御 殿 場 市 6,688,583 5,474,000 1,214,583 202,000

裾 野 市 2,457,390 2,005,051 452,339 78,000

富 士 宮 市 3,956,719 3,956,719 0 117,000

富 士 市

富士 11,211,745 11,211,745 0 300,000

富士川 1,587,729 1,240,000 347,729 55,000

静 岡 市

静岡 25,655,939 24,278,208 1,377,731 837,000

由比 1,457,544 1,022,394 435,150 52,000

焼 津 市

焼津 11,339,429 8,808,150 2,531,279 361,000

大井川 1,759,365 1,198,000 561,365 55,000

藤 枝 市

藤枝 8,099,164 8,090,622 8,542 259,000

岡部 692,056 692,056 0 22,000

島 田 市 5,929,114 5,844,593 84,521 213,000

牧 之 原 市 1,675,359 1,444,609 230,750 51,000

御 前 崎 市 2,642,857 1,880,040 762,817 10,000

菊 川 市 2,818,036 940,000 1,878,036 83,000

掛 川 市 8,329,366 7,400,050 929,316 266,000

袋 井 市 4,308,201 4,308,201 0 140,000

磐 田 市 11,997,651 10,286,011 1,711,640 360,000

浜 松 市 61,694,780 45,526,802 16,167,978 1,955,000

湖 西 市 3,217,086 2,274,300 942,786 84,000

東 伊 豆 町 682,700 682,700 0 21,000

河 津 町 1,016,863 1,016,863 0 33,000

南 伊 豆 町 1,346,500 1,346,500 0 44,000

松 崎 町 1,046,350 630,736 415,614 26,000

西 伊 豆 町 1,093,148 1,093,148 0 35,000

函 南 町 2,871,761 2,555,928 315,833 91,000

清 水 町 1,965,880 1,768,560 197,320 50,000

長 泉 町 3,124,025 2,231,622 892,403 79,000

小 山 町 2,701,114 1,629,474 1,071,640 81,000

芝 川 町 945,770 941,000 4,770 29,000

吉 田 町 1,763,104 843,669 919,435 59,000
川 根 本 町 1,571,795 1,050,150 521,645 49,000
森 町 1,269,664 935,535 334,129 44,000
新 居 町 1,498,318 1,161,450 336,868 45,000
合　計（41） 224,437,461 186,185,071 38,252,390 6,963,000

平成20年度　歳末たすけあい募金助成状況一覧
助成内訳 事務費

(21年度分)
支会名 助成総額



平成１９年度共同募金による“赤い羽根”安心・安全なまちづくり支援事業助成金調書
（全国共通配分テーマ）

区分 № 申請施設・団体名 所在地
施設・団体
の　種　類

事　業　内　容 助成額(円)

安心安全
「防災」

1 特定非営利活動法人日本沼津災害救
援ボランティアの会(ＮＶＮ)

沼津市 防災･福祉･防犯教育支援
事業（ＮＰＯ法人）

ＮＶＮウィークエンド宿泊防災訓練 200,000

ガス発電機　　　　1台
レギュレーター　　1本
(ブタン･プロパンガス切替調圧装置)
投光器　　　　　　1機
訓練用消火器　　　8本
水充填用コネクター2本

300,000

安心安全
「防災」

2 沼津市第五地区社会福祉協議会 沼津市 小地域活動団体 発電機(2300W)　　 3台 300,000

安心安全
「防災」

3 静岡市障害者協会 静岡市 社会福祉団体 静岡市障害者協会防災対策事業
(1)防災事業実行委員会の運営
(2)避難所体験研修会の実施
(3)防災研修会の開催

200,000

安心安全
「防災」

4 静岡市身体障害者団体連合会 静岡市 社会福祉団体 身体障害者防災対策事業
・防災訓練

45,000

安心安全
「防災」

5 静岡福祉文化を考える会 静岡市 ボランティアグループ 防災や減災活動支援事業
｢長寿者の生きがい　その意識と実態調査｣の実施

200,000

安心安全
「防災」

6 第五地区地域福祉推進委員会 焼津市 小地域活動団体 屋外用アンプ･スピーカー等整備事業
ワイヤレスパワードスピーカー ２台
スピーカースタンド     　　  ２台
ワイヤレスマイクミキサー     １台
有線マイク　　　　　　　　　 １本

300,000

安心安全
「防災」

7 災害ボランティア・コーディネー
ター藤枝

藤枝市 ボランティアグループ 防災･減災･災害ボランティア等についての｢出前講
座」の実施及び「災害ボランティア本部」立ち上げ
訓練事業

50,000

携帯用発電機　　　1台 170,000



平成１９年度共同募金による“赤い羽根”安心・安全なまちづくり支援事業助成金調書
（全国共通配分テーマ）

安心安全
「防犯」

8 特定非営利活動法人静岡県防犯アド
バイザー協会

静岡市 防犯啓発事業（ＮＰＯ法
人）

防犯紙芝居4話作画事業 170,000

大型紙芝居舞台　２台
紙芝居拍子木　　２セット
紙芝居４セット各１５枚
防犯すごろく　　２セット
（６畳サイズ)

300,000

安心安全
「防犯」

9 小嵐中学校避難所連合協議会 熱海市 小地域活動団体 ウィンドブレーカー　３０枚
メガホン　　　　　　　５台
メガホン(防水タイプ)　５台
腕章　　　　　　　　３０枚
ホイッスル　　　　　３０個

229,000

安心安全
「防犯」

10 稲荷町チビッコ広場 島田市 子供の遊び場 滑り台　　　　　1基
撤去費、諸経費

300,000

安心安全
「防犯」

11 平口遊園地 浜松市 子供の遊び場 滑り台　　　　　1基
運搬費、工事等　1式

300,000

安心安全
「防犯」

12 平口本村児童遊園地 浜松市 子供の遊び場 滑り台　　　　　1基
運賃、基礎･設置工事、諸経費

300,000

合計 12 15 3,364,000



　　

区分 № 施設・団体名 所在地
施設・団体
の　種　類

法定 事　業　内　容 助成額(円)

地域福祉
「市町」

5 駒越地区社会福祉協議会 静岡市 小地域活動団体 テーブル　１０台 124,000

機器整備 5 あせびの家 御殿場市 身体障害者福祉ホーム ○ 給湯器　　８台 1,125,000

機器整備 8 小羊学園青年寮 浜松市 知的障害者更生施設（入所） ○ ユニットケア備品整備事業
食器戸棚　　  　　６台
ソファー3人掛 　　６台
冷蔵庫　　　　　　６台
液晶テレビ　　　　６台
テレビ台　　　　　６台

1,036,000

機器整備 20 ステップ・ワン 御殿場市 障害福祉サービス事業（就労
継続支援Ｂ型）

○
移行

喫茶事業厨房設備整備事業
ガス炊飯器　　　　１台
電子ジャー　　　　１台
冷凍冷蔵庫　　　　１台
炊飯器台　　　　　１台
二槽シンク　　　　１台
吊戸棚　　　　　　２台
製氷機(中古品)　　１台
食器洗浄機　　　　１台
給排水･接続工事･搬入･設置費

991,000

機器整備 21 ふれあいショップあゆみ 富士市 障害福祉サービス事業（就労
継続支援Ｂ型）

○
移行

空調設備　　２台 826,000

機器整備 22 まつぼっくり 富士市 障害福祉サービス事業（就労
継続支援Ｂ型・就労移行支
援）

○
移行

バイオディーゼル燃料精製プラント整備
ＢＤＦ自動精製プラント装置　１台
常温脱水装置　　　　　　　　１台
ポリペール缶　　　　　　　１０本
機器梱包送料　　　　　　　　一式

3,465,011

機器整備 24 ラポール安倍川 静岡市 障害福祉サービス事業（就労
継続支援Ｂ型・自立(生活)訓
練）

○
移行

空調設備　　１台 378,000

機器整備 28 ひまわり共同作業所 掛川市 障害福祉サービス事業（就労
継続支援Ｂ型）

○
移行

ベーカリーオーブン　１台 2,449,000

平成16年度災害等準備金の積立期間満了に伴う取崩金による共同募金助成金調書



　　
機器整備 47 心明会いはら共同作業所 静岡市 精神障害者共同作業所 空調設備　　３台 580,000

機器整備 61 つくしんぼ保育園 藤枝市 無認可保育所 お散歩避難車　　１台
食器消毒保管機　１台

370,000

機器整備 65 エンゼル保育園 浜松市 無認可保育所 床フローリング･トイレ改修工事 855,000

機器整備 66 はままつ保育園 浜松市 無認可保育所 空調設備　　３台 803,000

機器整備 76 足柄小学校放課後児童クラブ 小山町 放課後児童クラブ ○
学童

コンビニクーラー　１台
ホットカーペット　１台

53,000

合計 13 13,055,011


