
　
　
　　（平成21年7月7日助成決定）

共同募金赤い羽根”安心・安全なまちづくり支援事業助成一覧
（全国共通配分テーマ） 安心・安全　Ｐ．.1

（単位：円）

区分 № 施設・団体名 所在地 施設・団体の種類 事　業　内　容 助成額 説明

安心安全
「防災」

1 ＮＰＯ法人日本沼津災害
救援ボランティアの会

沼津市 防災･福祉･防犯教育支援
事業（ＮＰＯ法人）

①住宅用火災警報器の重要性を、映像や記事等で学習する
②火災警報器「音」と水消火器放水の体験型訓練を実施する
③火災は各自の努力で防げる災害である事を体験認識する
④消化訓練を通して、地域連携防災意識の向上を学ぶ

200,000

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　　　　　　　　　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 (1)防災事業実行委員会の運営
(2)避難所宿泊体験研修会の実施
(3)防災研修会の開催

200,000

安心安全
「防災」

4 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 万一災害が発生したときの対応と、事前の防災、減災への認識
を再確認する支援についての｢出前講座｣

50,000

ショルダーメガホン　２本 45,000

安心安全
「防犯」

5 下田小学校区安全会議 下田市 小地域活動団体 １．生徒児童登下校時の見守り活動
２．青色防犯回転等を装着した車輌による地域防犯パトロール
・防犯マグネット　　　10枚・反射コート　　　　　10着
・防犯キャップ　　　　20個・パトロールベスト　　50着
・防犯キャップメッシュ30個・防犯ブザー　　　　　50個

154,000

安心安全
「防犯」

6 静岡犯罪被害者支援セン
ター

静岡市 相談事業（ＮＰＯ法人） ｢平成21年度犯罪被害者等支援講演会｣開催事業
・平成21年11月28日(土)
・犯罪者及びご遺族の基調講演
・演奏会　等

200,000

安心安全
「安心」

7 ＯＮＥＳ 静岡市 外国人児童支援事業（Ｎ
ＰＯ法人）

　私達は、外国人児童生徒を抱える市内の小中学校から学生ボ
ランティアの要請を受け、会員である学生ボランティアが小中
学校へ週一回出向き外国人児童生徒に日本語･教科指導支援活動
を行います。
　今回の申請において、資金を交通費に充てさせていただき、
より遠方の小中学校にも支援の手を行き届かせ、また、週一回
に留まっている支援も増やすことができればと考えておりま
す。

50,000

安心安全
「安心」

8 静岡家庭教育サポート協
会

藤枝市 青少年支援事業（ＮＰＯ
法人）

ノートパソコン　　　　　２台
セキュリティー対策ソフト２本
導入設定費

248,000

安心安全
「安心」

9 岸町チビッコ広場 島田市 子供の遊び場 スベリ台　　　　１基
設置費　　　　　１式

300,000

安心安全
「安心」

10 南原児童遊園地子供の遊
び場

島田市 子供の遊び場 ブランコ　　　　１基
ゴムマット　　　２枚
工事費　　　　　１式

300,000



　
　
　　（平成21年7月7日助成決定）

共同募金赤い羽根”安心・安全なまちづくり支援事業助成一覧
（全国共通配分テーマ） 安心・安全　Ｐ．.2

（単位：円）

区分 № 施設・団体名 所在地 施設・団体の種類 事　業　内　容 助成額 説明

安心安全
「安心」

11 観音堂チビッコ広場 島田市 子供の遊び場 鉄棒設置　　　　１式 127,000

安心安全
「安心」

12 内野小島神社境内子供の
遊び場

浜松市 子供の遊び場 幼児用遊具
　アニマルキッズカバくん　１基
　搬入･据付･諸経費　　　　１式

292,000

安心安全
「安心」

13 寺北浅間公園子供の遊び
場

浜松市 子供の遊び場 幼児用遊具
　ライオン置物　１基
　ゾウ置物　　　１基
　カバ置物　　　１基
　設置工事費　　１式

294,000

安心安全
「安心」

14 神明宮南公園子供の遊び
場

浜松市 子供の遊び場 幼児用遊具
　ライオン置物　１基
　ゾウ置物　　　１基
　カバ置物　　　１基
　設置工事費　　１式

294,000

合計 15 3,054,000



（平成21年7月7日助成決定）

共同募金助成金一覧
Ｐ．.1

（単位：円）

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

地域福祉
「市町」

2 千代田東地区社会福祉推進協議会 静岡市 高齢者支援（小地域活動団
体）

玄関ポーチ手すり取付工事　１式 94,000

地域福祉
「市町」

3 庵原地区社会福祉協議会 静岡市 高齢者支援（小地域活動団
体）

車椅子（介助用）２台 100,000

地域福祉
「市町」

8 第一小地区福祉協議会 掛川市 高齢者支援（小地域活動団
体）

車椅子　　　　　１台 21,000

地域福祉
「市町」

17 精神障害者生活支援よもぎ会 静岡市 精神障害者生活支援手作食
品販売（ＮＰＯ法人）

ホームベーカリー　　　６台
電子発酵器　　　　　　４台

240,000

地域福祉
「市町」

27 西南郷地区福祉協議会 掛川市 子育て支援（小地域活動団
体）

エアーコンプレッサー
(玩具の空気入れ)
　　　　　　　　１個
エアーダスター　１個
ウレタンホース　１個

19,000

地域福祉
「県域」

12 静岡いのちの電話 静岡市 電話相談事業 印刷機　　　１式 784,000

機器整備 9 グループホーム富士ばらホーム 富士市 障害福祉サービス事業（共
同生活援助）

○ カーテン　　　　12部屋分
タタミ　　　　　10部屋分

1,677,000

機器整備 12 ふれあい喫茶オレンジ 伊東市 障害福祉サービス事業（就
労継続支援Ｂ型）

○
移行

ガスコンロ　　　　１台
ガスコンベック　　１台
工事費一式

240,000

機器整備 15 きさらぎ 沼津市 障害福祉サービス事業（就
労継続支援Ｂ型・就労移行
支援）

○ デッキオーブン(３段)１台
シングルラック　　　１台
天板　　　　　　　１６枚
延長排気筒　　　　　１本
運搬搬入据付費　　　１式

1,850,000

機器整備 16 やまいも工房 御殿場市 障害福祉サービス事業（就
労移行支援・就労継続支援
Ｂ型）

○ 食器消毒保管庫　１台 315,000

機器整備 17 むつみ作業所 御殿場市 障害福祉サービス事業（就
労継続支援Ｂ型）

○
移行

ビニールハウス　１棟
解体・撤去作業　１式

594,000

機器整備 24 就労支援ねっとわーくじゃんぷ 静岡市 障害福祉サービス事業（就
労移行支援・就労継続支援
Ｂ型）

○ 階段・トイレ・洗面台の改修工事 747,000



（平成21年7月7日助成決定）

共同募金助成金一覧
Ｐ．.2

（単位：円）

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

機器整備 37 ハッピーハウス 磐田市 地域生活支援日中一時支援
事業

○ エアコン(５馬力)　１台
エアコン(６馬力)　２台
取付工事費

1,000,000

機器整備 38 財団法人浜松こども園 浜松市 地域生活支援日中一時支援
事業

○ 連結式シューズ棚　　１台
〃　追加用２連　　　１台
ウッドチェアー　　２４脚
ウッドテーブル　　　６台

602,000

機器整備 43 遠江学園 浜松市 重度心身障害児（者）生活
訓練ホーム

室内改修工事
・日常生活動作訓練室
・脱衣洗濯・湯沸室
・利用児用便所
・相談室
・諸経費等

1,700,000

機器整備 48 作業所 せきれい 浜松市 心身障害者小規模授産所 利休箸製造機(仕上機)１台
運賃及び取付指導費　１式

2,504,000

機器整備 49 わかすぎ工房 浜松市 精神障害者共同作業所 電気式陶芸窯　　　１基
据付設置試運転費　１式
現地窯焚き指導　　１式

980,000

機器整備 51 共同住居やまびこ寮 島田市 精神障害者共同住居 アコーディオンカーテン取付工事
　巾1820㎜×2400㎜　２本
　巾1350㎜×2400㎜　２本

180,000

機器整備 69 ひまわり保育園 磐田市 保育所 ○ ハウス遊具
　(ミニバス型)　　　　　　１台
ステンレス
　小型すべり台　　　　　　１台
ステンレス
　小型ジャングルジム　　　１台

1,380,000

機器整備 74 マリア保育園 三島市 無認可保育所 日除け取付工事　　　　１式
門扉フェンス取付工事　１式

810,000



（平成21年7月7日助成決定）

共同募金助成金一覧
Ｐ．.3

（単位：円）

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

機器整備 76 モモちゃん保育園 磐田市 無認可保育所 保育テーブル　　　　４台
保育いす　　　　　２０脚
防災避難用お散歩カー１台
（手押し車）

358,000

機器整備 80 伊左地保育園 浜松市 無認可保育所 北側園舎防火対策リフォーム工事一式 3,150,000

機器整備 84 ぷらどーむ児童クラブ 富士宮市 放課後児童クラブ（放課後
児童健全育成事業）

○
学童

外壁増設工事　　１式 725,000

合計 25件 20,070,000

※「№」は申請受付番号です。



平成２１年度  共同募金助成金一覧 No.1

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 6 ワークあおぞら 下田市 障害福祉サービス事業（生活介
護）

○
移行

移送用自動車10人乗り／車椅子2名
　　　（増車）　１台

1,985,000

機器整備 13 喫茶かめりあ 伊東市 障害福祉サービス事業（就労移行
支援）

○
移行

椅子張替工事　Aﾀｲﾌﾟ ７台
　　〃　　　　Bﾀｲﾌﾟ 36台
椅子フレーム塗装　　43台
　　　　　　脱着　　43台

478,000

機器整備 14 ワークセンターやまもも 伊東市 障害福祉サービス事業（自立訓
練・就労移行・就労継続支援Ｂ
型）

○ 刺繍機能付コンピュータミシン　１台
パソコン用刺繍データ作成ソフト１個

300,000

機器整備 73 乳児共同保育所つくし保育園 伊東市 無認可保育所 加湿空気清浄機(～21畳)１台
　　〃　　　　(～13畳)２台
屋上園庭マット　　　　６枚

383,000

機器整備 83 旭キッズクラブ 伊東市 放課後児童クラブ（放課後児童健
全育成事業）

○
学童

自転車　　　　　　６台 69,000

地域福祉
「市町」

12 音訳ボランティアかじか 伊豆市 視覚障害者支援（音訳ボランティ
アグループ）

デジタル録音機　１台 37,000

地域福祉
「市町」

29 若鮎会 伊豆市 ボランティアグループ（福祉施設
清掃）

発電機　　　　　１台 187,000

機器整備 55 慈恩保育園 伊豆の国市 保育所 ○ 外便所新築工事　１式 ― （財）中央競馬馬主社会福祉財
団で助成

機器整備 58 ひまわり保育園 函南町 保育所 ○ 屋外すべり台設置　　　１式 2,471,000

機器整備 59 仁田マーガレット保育園 函南町 保育所 ○ 新ジャングルジム赤･緑･黄　各４台
いもむしグース　　　　２台

543,000

機器整備 60 しいの木保育園 清水町 保育所 ○ 安心安全床プラチナ・プレミアムコート施工
・保育室６室
・幼児用便所２か所

0 日常の清掃で清潔な保育環境の
確保は可能

地域福祉
「市町」

13 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）

・ボッチャ大会
・ピアカウンセリング事業
・自立生活プログラム事業
・災害体験者講演事業

500,000

地域福祉
「市町」

23 グラウンドワーク三島 三島市 子育て支援（ＮＰＯ法人） ・箱根の里山での間伐作業を行う。(１回)
・「せせらぎシニア元気工房」(３回)
・昆虫の観察会や昆虫標本づくり等(３回)
・「昆虫博物館」展示・運営・管理

200,000

耕うん機　１台 250,000

機器整備 7 指定生活介護事業所みしまさくら 三島市 障害福祉サービス事業（生活介
護）

○
移行

送迎用自動車10人乗　１台
　　　（買替）

2,032,000

地域福祉
「市町」

1 沼津市第五地区社会福祉協議会 沼津市 高齢者支援（小地域活動団体） 　子供から老人、障害のある人が集い、餅つき、凧づ
くり、コーラス、ゲーム、沼津鍋（沼津市戸田特産の
深海魚を使った鍋）を囲んだ食事会等世代、障害の有
無を超えて、相互にふれあい、交流する。

108,000 食糧費を対象外とした。

機器整備 2 かぬき学園 沼津市 肢体不自由者更生施設 ○ 送迎用軽自動車(車椅子仕様)(買替)１台 856,000



平成２１年度  共同募金助成金一覧 No.2

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 5 野菊寮 御殿場市 障害者支援施設（施設入所支援・
生活介護）

○ 衣類乾燥機　　　１台 810,000

機器整備 17 むつみ作業所 御殿場市 障害福祉サービス事業（就労継続
支援Ｂ型）

○
移行

ビニールハウス　１棟
解体・撤去作業　１式

594,000

機器整備 56 高根学園保育所 御殿場市 保育所 ○ 食品庫　２台 269,000

機器整備 57 神山保育園 御殿場市 保育所 ○ 防犯カメラ　　　　　　６台
ドライブユニット９局　１台
レコーダー　　　　　　１台
ＢＮＣプラグ　　　　　２個
液晶モニター20型　　　２台
設置工事費　　　　　　１式

1,140,000

機器整備 10 ケアホームクララ寮 小山町 障害福祉サービス事業（共同生活
介護）

○ 送迎用自動車(新規)　１台 840,000

機器整備 45 ワークホーム・アップル 小山町 心身障害者小規模授産所 作業用軽自動車　　　　１台
　　　（増車）

1,104,000

機器整備 61 あそか保育園 長泉町 保育所 ○ さく井工事　　　１式
ポンプ設置工事　１式

1,295,000

機器整備 18 にこにこサポート（くれぱす） 富士宮市 障害福祉サービス事業（就労継続
支援Ｂ型）

○
移行

印刷機　　　　　　　　１台
　専用テーブル　　　　１台
　原稿カバー　　　　　１台
　カラードラム(赤･青) ２本

744,000

地域福祉
「市町」

14 ＹＯ－ＬＡＢＯ 富士市 障害者支援（就労支援施設商品の
販売活動）

空調設備　１台 148,000

機器整備 19 吉原つくし 富士市 障害福祉サービス事業（就労継続
支援Ｂ型）

○
移行

屋根及び外壁防水工事　１式 0 雨漏りは玄関入口のみで修繕ズ
ミ

機器整備 20 ひめな 富士市 障害福祉サービス事業（就労継続
支援Ｂ型）

○
移行

ステンレス水槽　　　　１台
レバー水栓　　　　　　２個
アングル止水栓　　　　２個
木工事　　　　　　　　１式
排水工事　　　　　　　１式
配管工事費　　　　　　１式

213,000

機器整備 21 障害者就労支援施設市民ふれあい
バンク

富士市 障害福祉サービス事業（就労継続
支援Ｂ型）

○
移行

ミキサー本体　　　　　１台
ステンレスボール　　　１個
ホイッパー　　　　　　１個
動力工事　　　　　　　１式

612,000

機器整備 52 ひまわり園 富士市 児童養護施設 ○ 移送用自動車　　１台
　　　（買替）

877,000

機器整備 85 青葉台児童クラブ 富士市 放課後児童クラブ（放課後児童健
全育成事業）

○
学童

プロジェクター　　　　１台
スクリーン　　　　　　１台

196,000

機器整備 87 岩松北児童クラブ 富士市 放課後児童クラブ（放課後児童健
全育成事業）

○
学童

プロジェクター　　　　１台
スピーカー　　　　　　１台
スクリーン　　　　　　１台

182,000

機器整備 88 ききょうの里子どもクラブＡ 富士市 放課後児童クラブ（放課後児童健
全育成事業）

○
学童

冷蔵庫　　　　　　　　１台 141,000



平成２１年度  共同募金助成金一覧 No.3

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 89 たごうら児童クラブ 富士市 放課後児童クラブ（放課後児童健
全育成事業）

○
学童

一輪車　　　　　　　　　　２０台
自転車置場　　　　　　　　　１基
一輪車置台(20台分)材料費　　１式

481,000

機器整備 90 広見子どもクラブ 富士市 放課後児童クラブ（放課後児童健
全育成事業）

○
学童

カラーブロック(ワミー)１０箱
ブロック(基本セット)　　３箱
ブロック(ひろがりセット)３箱

58,000

機器整備 91 元吉原児童クラブ 富士市 放課後児童クラブ（放課後児童健
全育成事業）

○
学童

セラピーマット(ブルー)１０枚
セラピーマット(ピンク)１０枚
座卓　　　　　　　　　　７台

330,000

機器整備 92 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（放課後児童健
全育成事業）

○
学童

竹馬(小型)　　　　　　　６組
竹馬(中型)　　　　　　　３組
竹馬(大型)　　　　　　　１組
竹馬収納スタンドボックス１台

46,000

地域福祉
「市町」

4 活き生きサロン「寄ってっ亭」 静岡市 高齢者支援（ＮＰＯ法人） 改装工事　　　　１式 2,220,000

地域福祉
「市町」

5 岡地区社会福祉協議会 静岡市 高齢者支援（小地域活動団体） 　月２回のデイサービスの実施
　老人クラブ等の憩いと集いの場所として常時使用で
きる。　地区社協の打合せ等に使用

― 辞退

地域福祉
「市町」

15 静岡市身体障害者団体連合会 静岡市 社会福祉団体 ポータブルアンプ　１台
ワイヤレスマイク　２本

170,000

地域福祉
「市町」

24 ＯＮＥＳ 静岡市 外国人児童支援事業（ＮＰＯ法
人）

　外国人児童生徒に対する日本語･教科指導支援活動事
業

105,000

地域福祉
「市町」

25 なのはな 静岡市 子育て支援（ＮＰＯ法人） １．ピアカウンセリングの場の設置
２．個別カウンセリングの場の設置

360,000

地域福祉
「市町」

30 こころのケアグループ 静岡市 心の健康促進支援（ＮＰＯ法人） ・産前産後の女性の心のケアセミナー開催事業
・ファシリテーター養成講座開催事業
　(全4回参加人数10人)

200,000

　女性または子育て中の女性で何らかのトラウマを抱
え人のためのグループワーク開催事業
　(全5回参加人数10人)

200,000

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 ○ 　自立更生援助事業 200,000

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 活動用自動車（買替）１台 1,168,000

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22回県身体障害者卓球大会
　第3回静岡県身体障害者ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会
　第14回県身体障害者ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会
　第5回県身体障害者ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ大会
　第7回県身体障害者ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ大会
(2)各種文化行事の開催
　第25回県身体障害者うたの広場
　第25回県身体障害者囲碁・将棋大会

2,244,000

地域福祉
「県域」

5 静岡県肢体不自由児(者)父母の会
連合会

静岡市 社会福祉団体 　障害児には機能・療育訓練
　親に対しては訓練の方法及び技術の習得

400,000
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区分 № 施設・団体名
施　設
所在地

施設・団体
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地域福祉
「県域」

6 静岡県聴覚障害者協会 静岡市 社会福祉団体 中高年の手話講習会：全10回 864,000

　夏休みろう子どもクラブ：夏休みの8日間 1,554,000

地域福祉
「県域」

7 特定非営利活動法人静岡県補助犬
支援センター

静岡市 補助犬普及事業（ＮＰＯ法人） 　補助犬ユーザ紙芝居屋さん（出前講座）事業
　　（県内15ケ所の小中学校を廻る。）

751,000

地域福祉
「県域」

10 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開催事業
　（開催地区：賀茂・東部・中部・西部地区）

500,000

　平成22年度に高校3年生で就職を希望する里子で、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。

540,000

地域福祉
「県域」

11 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
ンティア活動体験事業

2,000,000

フォーラム、セミナーの開催事業 300,000

「ボランティア活動の手引き」発行
　A4版　44頁　7,000部

780,000

地域福祉
「県域」

14 静岡犯罪被害者支援センター 静岡市 相談事業（ＮＰＯ法人） 犯罪被害者等支援講演会開催事業 561,000

地域福祉
「県域」

16 静岡難病ケア市民ネットワーク 静岡市 医療福祉団体 在宅難病患者の社会参加（外出支援）事業 850,000

地域福祉
「県域」

17 静岡骨髄バンクを推進する会 静岡市 医療福祉団体 骨髄移植・骨髄バンクの普及啓発活動事業 585,000

①広報ﾁﾗｼ印刷A4ﾍﾟﾗｺｰﾄ  　20,000枚
②-1 ｲﾍﾞﾝﾄﾎﾟｽﾀｰA2版　　　 　500枚
  -2 ｲﾍﾞﾝﾄﾁﾗｼA4ﾍﾟﾗｺｰﾄ 　　2,000枚
③18歳の決断ﾁﾗｼA5ﾍﾟﾗｺｰﾄ  20,000枚
④啓発ﾃｨｯｼｭ　　　　　　　40,000個

774,000

機器整備 22 安倍口作業所 静岡市 障害福祉サービス事業（就労継続
支援Ｂ型・共同生活支援）

○
移行

庇パネル取付工事　　　　１式
ビニールカーテン取付工事１式

850,000

機器整備 25 ハートランド 静岡市 障害福祉サービス事業（就労移行
支援事業）

○ 清掃機材一式 353,000

機器整備 40 ウイン作業所 静岡市 地域活動支援センター ○
移行

送迎用自動車　　　　１台
　　　（増車）

977,000

機器整備 44 ケアハウスシンフォニー 静岡市 生活寮 機織り器　　　　　　1台 169,000

機器整備 62 あゆみ第２保育園 静岡市 保育所 ○ 幼児用トイレ・バス改修工事　１式 ― （財）中央競馬馬主社会福祉財
団で助成

機器整備 63 こすもす保育園 静岡市 保育所 ○ 遊具　すべり台１基 231,000
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機器整備 64 静岡隣人会保育園 静岡市 保育所 ○ 木製いす５歳児用　６５脚
　　〃　３歳児用　３５脚
　　〃　２歳児用　３０脚
パイプ椅子130脚処分費

779,000

機器整備 26 焼津心愛作業所 焼津市 障害福祉サービス事業（就労継続
支援Ｂ型）

○
移行

玄関床張り工事　　１式
靴箱、物入れ施行工事１式
物置棚施工工事　　　１式
相談室床張り工事　　１式
雑工事、残材処分費　１式

818,000

機器整備 65 明星保育園 焼津市 保育所 ○ 物置　２台 436,000

機器整備 93 学童保育なかよし東クラブ 焼津市 放課後児童クラブ（放課後児童健
全育成事業）

○
学童

液晶テレビ26型　　１台
ＤＶＤプレーヤー　１台

78,000

機器整備 94 児童育成たかくさクラブ 焼津市 放課後児童クラブ（放課後児童健
全育成事業）

○
学童

特注学童ロッカー　８台 640,000

機器整備 27 あかね 藤枝市 障害福祉サービス事業（就労継続
支援Ｂ型）

○ 故紙回収用2tトラック１台
　　　（買替）

2,098,000

機器整備 28 げんきむらプリント工房 藤枝市 障害福祉サービス事業（就労継続
支援Ｂ型）

○
移行

ＡＥＤ(自動対外式除細動器）１台 264,000

機器整備 41 藤枝市地域活動支援センター・風 藤枝市 地域活動支援センター ○
移行

耕運機　　　　　　１台 150,000

機器整備 95 みなみっこ児童クラブ 藤枝市 放課後児童クラブ（放課後児童健
全育成事業）

○
学童

一輪車　　　　　　３台
一輪車ラック　　　１台

0 平成19年度配分金の会計処理
が不適切であり対象外とす
る。

地域福祉
「市町」

6 中溝町健康クラブ 島田市 高齢者支援（小地域活動団体） ワイヤレスアンプ　　１台
ワイヤレスチューナー１台
ワイヤレスマイク　　１台
　　(タイピン型)
ワイヤレスマイク　　１台
　　(ハンド型)

220,000

地域福祉
「市町」

7 さわやかいなり 島田市 高齢者支援（小地域活動団体） 物置　１棟 134,000

地域福祉
「市町」

19 島田点訳奉仕会 島田市 視覚障害者支援（点訳ボランティ
アグループ）

ノートパソコン（点字編集ソフト含む。）１台 128,000

地域福祉
「市町」

26 読み聞かせサークルさくらんぼ 島田市 子育て支援（読み聞かせボラン
ティアグループ）

トーンチャイム　　１セット 70,000

地域福祉
「県域」

2 金谷民生寮 島田市 無料宿泊所 ①ホームレスの生活支援事業
②生活困窮者生活支援事業
③福祉相談事業
④福祉啓発事業

700,000

機器整備 29 ワークセンターなのはな 島田市 障害福祉サービス事業（就労継続
支援Ｂ型）

○
移行

エアコン　　　　　１基
ドレンアップメカ　２台
据付工事・既設エアコン撤去及び処理費等１式

810,000

機器整備 66 五和保育園 島田市 保育所 ○ 電気式スチームコンベクションオーブン１台 2,190,000



平成２１年度  共同募金助成金一覧 No.6

区分 № 施設・団体名
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機器整備 46 つばきの家 御前崎市 心身障害者小規模授産所 軽貨物自動車　　　　　１台
　　　（買替）

957,000

機器整備 30 きくがわ作業所 菊川市 障害福祉サービス事業（就労継続
支援Ｂ型）

○
移行

事業用自動車8人乗 １台
　　　（新規）

1,785,000

機器整備 31 まんま亭 掛川市 障害福祉サービス事業（就労継続
支援Ｂ型）

○
移行

販売事業用自動車　１台
　　（増車）

1,344,000

機器整備 96 学童保育所たつのこクラブ 掛川市 放課後児童クラブ（放課後児童健
全育成事業）

○
学童

①冷凍庫　　　　　１台
②積木(カプラ1000)２セット

146,000

地域福祉
「県域」

9 静岡県児童養護施設協議会 袋井市 社会福祉団体 　平成22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。

1,851,000

機器整備 33 ワークショップやくわり 袋井市 障害福祉サービス事業（自立訓
練・生活訓練・就労継続支援Ｂ
型）

○ ①防災倉庫　　　　１棟
②門扉工事　　　　１式

762,000

機器整備 47 あさば授産所 袋井市 心身障害者小規模授産所 あき缶圧縮機　　　　１台 ― 辞退

機器整備 53 児童養護施設まきばの家 袋井市 児童養護施設 ○ 防災倉庫　　　　１棟
輸送設置費等　　１式

489,000

機器整備 97 みなみげんきクラブ 袋井市 放課後児童クラブ（放課後児童健
全育成事業）

○
学童

折りたたみ角型プール　１台
　〃　カバー　　　　　１枚
人工芝(91㎝×20m)　　 １枚

335,000

機器整備 98 みなみすくすくクラブ 袋井市 放課後児童クラブ（放課後児童健
全育成事業）

○
学童

冷凍冷蔵庫　　　１台
食器洗い乾燥機　１台
オーブンレンジ　１台

282,000

機器整備 71 ときわ保育園 森町 保育所 ○ 木製デッキ工事　　　　１式
既設木製デッキ撤去工事１式

1,000,000

地域福祉
「市町」

20 磐田市視覚障害者協会 磐田市 社会福祉団体 ＣＤ／ＤＶＤコピー装置　１台
（プレクスコピア）

89,000

機器整備 37
－1

ハッピーハウス 磐田市 地域生活支援日中一時支援事業 ○ 棚　　　　　　　　２台
棚固定用器具　　　４個
収納庫　　　　　　４台
収納庫固定用マット20枚

0 辞退

機器整備 37
－2

福の家 磐田市 フリースペース エアコン(６馬力)　１台
エアコン(５馬力)　３台

1,800,000

機器整備 67 豊田みなみ保育園 磐田市 保育所 ○ 屋外路面整備一式（衝撃緩和床材42㎡） 1,732,000

機器整備 68 西貝保育園 磐田市 保育所 ○ 避難路改修工、土止め工事、フェンス工事
コンクリート基礎補修工事　１式

― 辞退

機器整備 75 りんご保育園 磐田市 無認可保育所 物置　　　　　　　　１棟
工事費　　　　　　　１式
アンカー工事　　　　４

164,000

機器整備 99 豊田みなみ保育園 磐田市 保育所内放課後児童健全育成事業 ○
学童

折りたたみローテーブル　４台
液晶テレビ　　　　　　　１台
ＤＶＤレコーダー　　　　１台
ケーブル　　　　　　　　１個

134,000
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地域福祉
「市町」

9 石神にぎやかサロン 浜松市 高齢者支援（小地域活動団体） 活動用テーブル　　１０台 105,000

地域福祉
「市町」

21 シーンボイス・浜松 浜松市 視覚障害者支援（ボランティアグ
ループ）

ポータブルラジオ　　２０台 170,000

地域福祉
「市町」

28 浜松カウンセリングセンター 浜松市 学習障害児支援事業（ＮＰＯ法
人）

学習障害児の学習支援事業 1,548,000

地域福祉
「市町」

31 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）

　ＤＶを目撃あるいは直接被害を受けた子どもに対す
る、心理教育プログラム「びーらぶ」を実施できるイ
ンストラクターの養成講座開催事業（全６日間）
　平成22年10月・11月・12月

1,000,000

地域福祉
「県域」

13 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･研修センター等賃借料 1,400,000

機器整備 1 三方原スクエア児童部 浜松市 知的障害児施設 ○ 物置　　　　　　３棟
搬入諸経費

760,000

機器整備 8 青葉の家 浜松市 障害福祉サービス事業（生活介
護）

○
移行

ホロ付トラック　　　１台
　　　（買替）

1,044,000

機器整備 36 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

廃食油のリサイクルせっけん製造機
　　　　　　　　　　　１台

973,000

機器整備 42 地域活動支援センタートマト工房 浜松市 地域活動支援センター ○
移行

地上波デジチューナー　１台
ＤＶＤレコーダー　　　１台
デジタルサポート保証料

76,000

機器整備 70 高丘保育園 浜松市 保育所 ○ 押入れ６箇所改修
引戸１２本、天袋引戸１２本
棚工事　　　　　　　　１式

1,000,000

機器整備 77 ハレルヤ愛児園 浜松市 無認可保育所 液晶テレビ46型　　　　１台
デジタルアンテナ工事　１式
ＢＳ・ＣＳアンテナ工事１式

369,000

機器整備 78 エンゼル保育園 浜松市 無認可保育所 お散歩用ワゴン　　　　１台
専用カバー　　　　　　１枚

124,000

機器整備 79 はまきた保育園 浜松市 無認可保育所 ベランダ屋根取付工事　１式
既設テラス移設工事　　１式

471,000

機器整備 81 かしま保育園 浜松市 無認可保育所 液晶テレビ39型　　1台 124,000

機器整備 82 佐鳴保育園 浜松市 無認可保育所 エアコン・取替工事　１台 200,000

機器整備 100 秋桜クラブ 浜松市 放課後児童クラブ（放課後児童健
全育成事業）

○
学童

オーブンレンジ　　１台
掃除機　　　　　　１台

154,000

機器整備 101 イーグルクラブ 浜松市 放課後児童クラブ（放課後児童健
全育成事業）

○
学童

洗濯乾燥機　　　　１台 73,000

機器整備 102 イルカクラブ 浜松市 放課後児童クラブ（放課後児童健
全育成事業）

○
学童

冷蔵庫　　　　　　１台
空気清浄機　　　　１台

270,000



平成２１年度  共同募金助成金一覧 No.8

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 103 すずらんクラブ 浜松市 放課後児童クラブ（放課後児童健
全育成事業）

○
学童

物置　　　　　　　１棟
既設物置撤去費
設置工事費(基礎ブロック16個)

244,000

機器整備 104 ラッコクラブ 浜松市 放課後児童クラブ（放課後児童健
全育成事業）

○
学童

オープン書棚　　　２台 77,000

地域福祉
「市町」

10 白須賀地区福祉会第５区 湖西市 高齢者支援（小地域活動団体） 活動用テーブル　　２０台
座椅子　　　　　　１０台
石油ファンヒーター　２台

230,000

地域福祉
「市町」

11 岡崎地区福祉会上の原支部 湖西市 高齢者支援（小地域活動団体） 折畳みテーブル　　２０台
座卓　　　　　　　２０台

296,000

機器整備 50 ハートピア・ワーク湖西 湖西市 精神障害者共同作業所 搬入・搬出用軽自動車(増車)１台 810,000

機器整備 72 微笑保育園 湖西市 保育所 ○ 空調設備　１台
撤去取付工事費

620,000

合計 74,908,000
共同募金
108施設団体115件74,908,000円



共同募金 歳末募金 計 助成額 事業内容

下田市 930,611 196,048 1,126,659 ＊

伊東市 3,984,155 0 3,984,155 ＊

熱海市 1,944,186 953,303 2,897,489 ＊

伊豆市 5,645,460 0 5,645,460 1,000,000 在宅支援車両：１台

伊豆の国市 1,969,686 1,104,778 3,074,464 ＊

三島市 4,567,424 92,971 4,660,395 ＊

沼津市 7,738,218 4,530,824 12,269,042 ＊

御殿場市 7,097,772 496,843 7,594,615 123,000 貸出用機器（拡声器5台・トランシーバー4台）

裾野市 2,071,182 391,006 2,462,188 ＊

富士宮市 10,301,882 0 10,301,882 ＊

旧　芝川町 351,589 0 351,589 ＊

富士市 12,740,635 0 12,740,635 ＊

静岡市 23,634,447 0 23,634,447 ＊

焼津市 10,056,441 4,909,258 14,965,699 ＊

藤枝市 7,862,234 881,676 8,743,910 69,000 コンピューター：１台

島田市 7,661,726 1,951,102 9,612,828 ＊

牧之原市 3,642,059 0 3,642,059 ＊

御前崎市 2,088,135 532,410 2,620,545 ＊

菊川市 2,904,192 1,960,656 4,864,848 ＊

掛川市 6,506,586 678,861 7,185,447 ＊

袋井市 4,499,356 170,589 4,669,945 111,000 コンピューター：１台

磐田市 6,115,405 852,926 6,968,331 ＊

浜松市 23,318,148 25,420,693 48,738,841 ＊

湖西市 2,017,951 1,179,373 3,197,324 ＊

旧　新居町 1,541,543 242,230 1,783,773 ＊

東伊豆町 372,961 0 372,961 ＊

河津町 828,848 0 828,848 ＊

南伊豆町 988,308 0 988,308 ＊

松崎町 579,285 265,742 845,027 ＊

西伊豆町 1,536,187 0 1,536,187 ＊

函南町 2,326,658 325,314 2,651,972 ＊

清水町 2,041,035 1,187,775 3,228,810 745,000 在宅支援車両：１台

長泉町 2,698,182 1,450,994 4,149,176 ＊

小山町 2,238,200 922,207 3,160,407 ＊

吉田町 1,255,690 915,165 2,170,855 ＊

川根本町 938,445 787,138 1,725,583 ＊

森町 804,114 260,726 1,064,840 ＊

市町計 177,798,936 52,660,608 230,459,544 2,048,000

静岡県社会
福祉協議会

4,980,000
「社会福祉しずおか」発行事業（毎月10,800部た
だし10月号は10万部増刷・第３種郵便からメール
便に変更）

10,000,000

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

10,000,000

17,900,000
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。

350,295,544
共同募金(一般)　297,634,936円
共同募金(歳末）　52,660,608円

災害等準備金

総　　合　　計

平成22年度在宅援護機器整備事業

安心・安全なまちづくり支援事業

【地域福祉事業：社会福祉協議会の部】　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

平成22年度地域福祉活動事業
社協名

緊急配分資金積立金



（平成22年3月4日現在）

平成２１年度　緊急配分資金助成一覧
(単位：円）

区分 № 施設・団体名 所在地 施設・団体の種類 事業内容 助成額 説明

緊急
助成

1 まつかさ作業所 浜松市
障害福祉サービス事業
（就労継続支援Ｂ型）

トイレ改修工事 4,091,000

緊急
助成

2 作業所 せきれい 浜松市 心身障害者小規模授産所 屋根補修工事及び仮設トイレ設置事業 3,723,000

緊急
助成

3 吉原つくし 富士市
障害福祉サービス事業
（就労継続支援Ｂ型）

空調設備整備 740,000

緊急
助成

4 みなみ 浜松市
障害福祉サービス事業
（就労継続支援Ｂ型）

渡り廊下囲い工事事業 448,000

緊急
助成

5 ワークステップドレミ 島田市
障害福祉サービス事業
（就労継続支援Ｂ型）

冷蔵庫取替整備 140,000

緊急
助成

6 ひまわり工房 掛川市
障害福祉サービス事業
（就労継続支援Ｂ型）

空調設備１台
パソコン１台
電話機　１台

280,000

緊急
助成

7 ぽけっと 静岡市
障害福祉サービス事業
（地域活動支援センター）

冷蔵庫１台 153,000

9,575,000



平成２１年度（第５９回）ＮＨＫ歳末たすけあい義援金助成金一覧 No.1

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

就労継続支援Ｂ型事業所・障害者
小規模作業所等並びに更生保護施
設(150ヶ所)

県内 利用者（2,750人）に対する歳末慰問金

7,900,000

機器整備 ありんこの里 静岡市 地域活動支援センター 手織り機３台
ミシン１台

238,000

機器整備 105 ぬくもりの里 伊豆の国市 特別養護老人ホーム ○ 配食用自動車　　１台
　　　（買替）

824,000

機器整備 11 手づくり工房イルカ 三島市 障害福祉サービス事業（就労継続
支援Ａ型）

○ 業務用空気清浄装置　　　　１台
業務用空気清浄殺菌脱臭装置１台
業務用壁掛空気清浄装置　　１台
設置工事費　　　　　　　　１式

1,799,000

機器整備 3 インマヌエル 小山町 知的障害者更生施設（入所） ○ プロジェクター　１台
スクリーン　　　１台

215,000

機器整備 39 アップルハウス 富士市 地域活動支援センター ○
移行

作業用軽自動車　　　　１台
　　　（増車）

830,000

機器整備 86 いまいずみ児童クラブ 富士市 放課後児童クラブ（放課後児童健
全育成事業）

○
学童

積木(カプラ1000)　　２セット 110,000

地域福祉
「市町」

16 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.地域生活体験用住宅の確保及び維持･管理。
2.体験講座の開催
3.生活体験支援計画提供事業
4.障害者支援ネットワーク作りの交流会、報告会(サ
ロン)開催事業

1,160,000

地域福祉
「県域」

8 静岡県知的障害者就労研究会 静岡市 社会福祉団体 　知的障害者の生涯学習の機会｢大学で学ぼう｣開催事
業

200,000

地域福祉
「県域」

15 静岡県難病団体連絡協議会 静岡市 医療福祉団体 ワイヤレスアンプ　　　１式
ワイヤレスマイク　　　１本
ピン型ワイヤレスマイク１個

215,000

機器整備 23 グループショップぱれっと 静岡市 障害福祉サービス事業（就労継続
支援Ｂ型）

○
移行

内装工事他一式
ソファー　　　２台
テーブル(２種)６台
椅子　　　　　８脚

897,000

地域福祉
「市町」

18 障害者生活支援センターおのころ
島

藤枝市 障害者相談支援事業（ＮＰＯ法
人）

テラス取付工事　　１式 225,000

機器整備 32 なごみかぜ工房 袋井市 障害福祉サービス事業（就労継続
支援Ｂ型）

○ パン発酵機　　　　１台
　(ドウコンディショナー)

1,378,000

地域福祉
「市町」

22 居宅介護事業所あるば 浜松市 居宅介護・行動援護事業 ○ 福祉有償運送用自動車　１台（買替） 1,680,000

機器整備 4 支援センターわかぎ 浜松市 知的障害者更生施設（入所） ○ 液晶テレビ32型　　　４台
液晶テレビ46型　　　２台
ブルーレイレコーダー５台

1,077,000

機器整備 54 清明寮 浜松市 児童養護施設 ○ 液晶テレビ32型(壁掛け)４台
壁掛け金具　　　　　　４個
液晶テレビ26型(据置き)４台
リサイクル・収集運搬費用

691,000

合計 165 19,439,000



受
付

施  設  名 施設所在地 事 業 種 別 要　望　内　容 審査決定額
（円）

備考

822,000

特別養護老人ホーム

平成２１年度　公益信託「小川忠孝老人福祉基金」助成金一覧

ぬくもりの里

伊豆市

牧之原市

伊豆の国市
1．配食サービス用軽車両１台
　 （三菱ミニキャブ）

3 0

149,000

673,0002 1．床走行式リフト×２台相良清風園 特別養護老人ホーム

1
1．テレビ４６型×１台
　　取付金具含む

土肥ホーム 特別養護老人ホーム




