
（平成２２年７月９日助成決定）
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 法定 事　業　内　容 助成額 備考

安心安全
「防災」

1 熱海市梅花町自主防災会 熱海市 小地域活動団体 自主防災用具整備事業
　スチール棚３本・ナタ(サヤ付)２本・鋸(替刃式)３本
　鋸替刃３本・鎌(直刃)３本

38,000

安心安全
「防災」

2 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（ＮＰ
Ｏ法人）

水消火器消火訓練・火災警報器ＰＲ訓練事業 200,000

安心安全
「防災」

3 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」

4 沼津市災害ボランティアコー
ディネーター協会

沼津市 ボランティアグ
ループ

発電機　　　　　２台 155,000

安心安全
「防災」

5 田代区 函南町 小地域活動団体 防災設備機器整備
　消火栓ホース格納箱　２台
　折りたたみ式救護車　１台

280,000

安心安全
「防災」

6 特定非営利活動法人災害・医
療・町づくり

静岡市 （ＮＰＯ法人） ＡＥＤ(自動体外式除細動器)３台
（リトルアントレーニングシステム）

260,000

安心安全
「防災」

7 由比災害ボランティアコー
ディネーター

静岡市 ボランティアグ
ループ

災害ボランティア地域協力活動用機器整備
　デジタル無線機　　４台・防水型マイク　　　４本
　電池ケース　　　　４個・アンテナ　　　　　４個
　ハンディメガホン　２台・ヘルメット　　　１５個

275,000

安心安全
「防災」

8 第五自治会地域福祉推進委員
会

焼津市 小地域活動団体 ＡＥＤ(自動体外式除細動器)１台
小児切替キー　　　　　　　１台
ＡＥＤ収納ケース　　　　　１台

300,000

安心安全
「防災」

9 焼津市東益津第１６自治会 焼津市 小地域活動団体 ＡＥＤ(自動体外式除細動器)１台
ＡＥＤ収納ケース　　　　　１台
ＡＥＤ表示パネル　　　　　２台
ＡＥＤ設置表示ステッカー　１組
交換キット　　　　　　　　１台

296,000

安心安全
「防災」

10 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」 50,000



（平成２２年７月９日助成決定）
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 法定 事　業　内　容 助成額 備考

安心安全
「防災」

11 西貝地区安心安全まちづくり
ネットワーク会議

磐田市 小地域活動団体 災害時安否確認のための黄色いタオルの整備事業
１．黄色いタオル全戸配布　2200世帯
２．災害時、家の軒先などの目立つ場所に掲げる
３．各家庭では紛失しないよう常備するために統一した
　保管袋を用意
４．袋の中には救助に必要な世帯の情報等を入れる

200,000

安心安全
「防災」

12 田原地区社会福祉協議会 磐田市 小地域活動団体 アルミ製自走式車椅子　６台 135,000

安心安全
「防災」

13 天王町自治会 磐田市 小地域活動団体 防災倉庫設置 300,000

安心安全
「防災」

14 ジェイハイム豊田立野自治会 磐田市 小地域活動団体 スーパーレスキューセット　２セット
専用スタンド(カバー付き)　２台

136,000

安心安全
「防災」

15 特定非営利活動法人骨粗鬆症
民療会

浜松市 高齢者支援事業
（ＮＰＯ法人）

高齢者寝たきり予防意識向上・災害危弱性の改善指導講座開催
　ロコモティブシンドローム(運動器の障害のために要介護と
なる危険性の高い状態)の三大要因の一つであり、高齢者が寝
たきりになった原因の第２位でもある骨粗鬆症について、広く
高齢者の皆様に周知していただくための事業を企画致しまし
た。
　具体的には、浜松市中区の民生委員の皆さん400名を対象
に、専門の先生の講演をとおして最新の知識を習得して頂き地
域の高齢者に対しての適切な指導・助言に活かしていただきま
す。これにより高齢者の予防意識向上、早期発見、精神的なケ
アを実現できることを期待しております。

200,000

安心安全
「防災」

16 浜松市西区民生委員児童委員
協議会

浜松市 社会福祉団体 西区災害時要援護者マップ、支え合いマップづくり事業
①浜松市西区全域にわたって、民生委員一人ひとりの受け持ち
区域の要援護者マップを作製する。
②浜松市から提出された要援護者個人台帳全員を記入する。
③民生委員が日ごろから見守りをしている要援護者を記入す
る。
④避難活動支援者(要援護者１名に支援者３名)を記入する。
⑤安心ネットワークをつくる。

200,000

安心安全
「防犯」

17 静岡犯罪被害者支援センター 静岡市 相談事業（ＮＰＯ
法人）

犯罪被害者等支援意識普及啓発配布資材整備
　１．被害者用パンフレット　　5,000冊
　２．啓発グッズ（反射材）　　5,000個

244,000



（平成２２年７月９日助成決定）
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一覧

（全国共通配分テーマ）
安心・安全　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 備考

安心安全
「防犯」

18 豊田東地区社会福祉協議会 磐田市 小地域活動団体 「防犯で明るく住みよいまちづくり｣表示板
　看板　　　　　　　　　　　30枚
　取り付け脚　　　　　　　　30台
　基礎用コンクリートブロック30個

300,000

安心安全
「防犯」

19 特定非営利活動法人浜松検察
審査協会

浜松市 （ＮＰＯ法人） 検察審査会制度普及・発展に関する事業
①　広報用ポスター・ポケットティッシュ・リーフレットを作
成して、静岡県西部住民に配布・掲示を依頼する。
②　管内の中学校・高等学校[公民]教育時に連携して制度の広
報を実施する。
③　民生委員・人権擁護委員と連携して広報活動を実施する。
④　自治体及び自治会と連携してポスター・リーフレットを配
布・掲示する。
⑤　金融機関・工場・商店等にポスターを配布・掲
⑥　警察署・検察庁・弁護士等に制度広報の協力を依頼する。

0 公の事
業の普
及啓発
事業で
対象
外。

安心安全
「高齢」

20 焼津市第９自治会ミニデイ
サービスひまわり第一サロン

焼津市 高齢者支援・子育
て支援（小地域活
動団体）

ふれあいデー開催
向こう三件両隣りのコミュニティの必要性を感じています。そ
して、近い将来３人に１人は65歳以上の高齢者社会になりま
す。
　高齢者のミニデイサロンを一部の人たちのかかわりではな
く、今後、地域全体のサロン・居場所になり、かつ誰もが安心
して暮らせる町づくりをめざし、子供も大人も皆でかかわり、
支えあっていくための事業と認識しています。

200,000

安心安全
「高齢」

21 鬼島ふれあいサロン（もも
ちゃん）

藤枝市 高齢者支援（小地
域活動団体）

高齢者サロンチェアー　　10台 54,000

安心安全
「高齢」

22 第三小学校区地区社会福祉協
議会

島田市 高齢者支援（小地
域活動団体）

自動血圧計　　　　　１台 144,000

安心安全
「高齢」

23 岸町ふれあい交流会 島田市 高齢者支援（小地
域活動団体）

アコーディオン　　　１台 63,000

安心安全
「高齢」

24 大渕地区福祉委員会 掛川市 高齢者支援・子育
て支援（小地域活
動団体）

ワイヤレスアンプ　　　　　　　１台
ワイヤレスマイク　　　　　　　２本
ワイヤレスピンマイク　　　　　１個
ワイヤレスチューナーユニット　２台

223,000



（平成２２年７月９日助成決定）
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一覧

（全国共通配分テーマ）
安心・安全　Ｐ．.4

（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 備考

安心安全
「高齢」

25 権現町自治会 磐田市 小地域活動団体 手すり設置事業
　手摺棒４m　　 ８本
　・玄関他　　　３ヶ所
　・男女トイレ　２ヶ所
　・階段踊り場　２ヶ所

261,000

安心安全
「高齢」

26 かめの子会 浜松市 高齢者支援（小地
域活動団体）

高齢者サロン調理器具
　オーブンレンジ　１台

39,000

安心安全
「高齢」

27 富塚地区社会福祉協議会 浜松市 高齢者支援（小地
域活動団体）

情報発信機器の更新及びサロン機器整備
　①パソコン　　　１台・②パワーポイント１台
　③液晶テレビ37型１台・④プロジェクタ　１台

265,000

安心安全
「高齢」

28 浜松市中区富塚町北自治会 浜松市 小地域活動団体 介助型車いす　１台 80,000

安心安全
「高齢」

29 鷲津西地区福祉会坊瀬地域福
祉会

湖西市 高齢者支援（小地
域活動団体）

液晶テレビ37型　　　１台
ＤＶＤプレーヤー　　１台

150,000

安心安全
「子供」

30 原谷地区福祉協議会 掛川市 子育て支援・高齢
者支援（小地域活
動団体）

子育てサロン・高齢者サロン物置設置
　物置　　　　　１棟

175,000

安心安全
「子供」

31 長上地区社会福祉協議会 浜松市 子育て支援（小地
域活動団体）

子育て講座実施事業
親支援プログラム
　①ペアレントトレーニング（全５回×１）
　　注意欠陥多動性障害（ＡＤ/ＨＤ）の子を持つ親用の訓練
　プログラムだが、通常の子育てにも有効
　②ママともファーストステップ（全３回×２）
　　０歳児の子を持つ親対象、出会いの場とサポートネット
　ワーク作り

185,000

安心安全
「子供」

32 平口自治会児童遊園地 浜松市 子供の遊び場 シーソー設置工事
　４人用シーソー　１基

238,000

安心安全
「子供」

33 平口新田町内会山の神子供の
遊び場

浜松市 子供の遊び場 すべり台　　　　１基
マット設置　　　１式

300,000

合計 32件 6,246,000



(平成２２年７月９日助成決定)
共同募金助成金一覧  災害取崩　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」

1 駒越地区社会福祉協議会 静岡市 高齢者支援（小地域活動団
体）

高齢者サロン備品
　手織り機　　　　３台
　手織り機備品　　１式
　囲碁・将棋　　各３セット
　麻雀卓・牌　　　２セット
　会議テーブル　　５台
　椅子　　　　　２０脚

380,000

地域福祉
「市町」

2 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）

送迎用自動車8人乗り　１台 1,667,000

地域福祉
「市町」

3 東町高齢者ふれあいタイム 島田市 高齢者支援（小地域活動団
体）

業務用ＣＤレコーダー１台
ＡＥＤ　　　　　　　１台
(自動体外式除細動器)

368,000

地域福祉
「市町」

7 栄町意気意気サロン 浜松市 高齢者支援（小地域活動団
体）

トイレ床上げ・入口階段手すり改修工事 978,000

地域福祉
「市町」

10 朗読奉仕グループくろつぐみの会 御殿場市 視覚障害者支援（朗読ボラ
ンティアグループ）

高速オーディオカセット
　マスター機　　　１台
　スレーブ機　　　１台

769,000

地域福祉
「市町」

18 声の広報やまびこグループ 掛川市 視覚障害者支援（音訳ボラ
ンティアグループ）

録音用品一式
　ラジカセ　　　　１台
　オーディオテープ２本
　ボーカルマイク　１本

8,000

地域福祉
「市町」

25 特定非営利活動法人日本インターネット
スクール協会静岡事務局

藤枝市 児童・青少年支援（ＮＰＯ
法人）

送迎及び活動用自動車10人乗り１台 3,150,000

地域福祉
「市町」

28 浜松市東区民生委員児童委員協議会 浜松市 社会福祉団体 横断幕整備
　横断幕(東区民児協用)１枚
　　(90㎝×400㎝)
　横断幕(６地区分)　　６枚
　　(60㎝×300㎝)

95,000

地域福祉
「県域」

13 静岡いのちの電話 静岡市 電話相談事業 隣接相談電話の減音パネル設置
　吸音間仕切り製作　１台

142,000

機器整備 27 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

手洗い場改修工事・トイレ棚設置
　トイレ棚設置
　手洗い給排水工事

548,000



(平成２２年７月９日助成決定)
共同募金助成金一覧  災害取崩　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 30 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

エアコン設置
　エアコン　　１台

307,000

機器整備 35 ふじひろみ 富士市 障害福祉サービス事業（就
労継続支援Ｂ型）

○
移行

トイレブース設置補修工事 157,000

機器整備 36 ふじばら作業所 富士市 障害福祉サービス事業（就
労継続支援Ｂ型）

○
移行

トイレ床排水修理工事 130,000

機器整備 37 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

エアコン設備取替
　エアコン　　１台

648,000

機器整備 40 ネットワークひこばえ 静岡市 障害福祉サービス事業（就
労継続支援Ｂ型・生活介
護）

○
移行

折板屋根塗装工事 567,000

機器整備 45 テラス・きらっと 静岡市 障害福祉サービス事業（就
労継続支援Ｂ型・生活介
護）

○
移行

施設入口スロープ及び手すり工事
　スロープ　　１ヶ所
　手すり　　　２ヶ所

258,000

機器整備 48 空と大地と 焼津市 障害福祉サービス事業（就
労継続支援Ｂ型・生活介
護・就労移行支援事業）

○
移行

送迎用自動車10人乗り　１台
　　（買替）

1,602,000

機器整備 51 吉田町さくら作業所 吉田町 障害福祉サービス事業（就
労継続支援Ｂ型・生活介
護）

○
移行

製パン厨房機器整備　１式 4,023,000

機器整備 63 春風寮 焼津市 児童養護施設 ○ 入浴用ガス給湯器取替工事
　幼児用・女児用給湯器　２台
　男子用給湯器　　　　　１台
　リモコン　　　　　　　３台
　配管カバー　　　　　　２枚

480,000

機器整備 68 有度十七夜山保育園 静岡市 保育所 ○ プール設備
　ユニットプール　　　１式

1,263,000

機器整備 71 葛ヶ丘保育園 掛川市 保育所 ○ プール設備
　ユニットプール　　　１基
　手すり付きステップ　１台
　足洗い場　　　　　　１台

1,614,000



(平成２２年７月９日助成決定)
共同募金助成金一覧  災害取崩　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 78 いちご保育園 焼津市 無認可保育所 避難車(乳母車)整備
　消防ひなん車　１台

175,000

機器整備 104 イーグルクラブ（麁玉小学校） 浜松市 放課後児童クラブ（放課後
児童健全育成事業）

○
学童

座卓・掃除機・ポット整備
　座卓　　　　　　　　　　６台
　コーナーパット　　　　　３個
　電気ポット　　　　　　　１台
　掃除機　　　　　　　　　１台

146,000

機器整備 105 イーグルクラブ（新原小学校） 浜松市 放課後児童クラブ（放課後
児童健全育成事業）

○
学童

座卓・洗濯乾燥機・電子レンジ・掃除機・
ポット整備
　座卓　　　　　　　　　　６台
　コーナーパット　　　　　３個
　洗濯乾燥機　　　　　　　１台
　電子レンジ　　　　　　　１台
　電気ポット　　　　　　　１台
　掃除機　　　　　　　　　１台

253,000

機器整備 106 フリースペースかげんどら 静岡市 日中一時支援 ２階窓手すり整備
　手すり５ヶ所

102,000

合計 25件 19,830,000

注：「№」は申請受付番号です。



（平成２３年３月１１日助成決定）
平成２２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

事　業　内　容 助成額 説明

機器整備 20 すぎのこ作業所 下田市 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型） 移送用自動車5人乗り　１台
　　（増車）

1,455,000

機器整備 8 さしだ希望の里 南伊豆町 障害者支援施設（施設入所支援・生活介護・自
立訓練・就労継続支援Ｂ型）

マイクロバス29人乗り　　１台
　　（買替）

3,168,000

機器整備 7 碧の園 伊東市 障害者支援施設（生活介護・施設入所支援） 送迎用自動車6人乗り　１台
　　（車椅子仕様）

0 申請取下げ

機器整備 21 健康茶と甘味処スゥ 伊東市 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型） 製氷機　　　　　　１台
冷蔵庫　　　　　　１台

215,000

機器整備 22 熱海ふれあい作業所 熱海市 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型） 廃棄物積込み用3tトラック１台 4,488,000

機器整備 85 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（放課後児童健全育成事業） 組立式プール追加ユニット　２台
使用時カバー　　　　　　　１枚

690,000

機器整備 23 のびる作業所 三島市 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型） 送迎用自動車8人乗り　１台
　　（買替）

2,088,000

機器整備 64 中郷南保育園 三島市 保育所 倉庫新築工事　　１式
鳥小屋解体工事
産廃処分費

1,490,000

機器整備 66 しいの木保育園 清水町 保育所 プラチナコート施工
・１階各保育室、各トイレ、調理室
・２階各保育室、各トイレ
・２階子育て支援センター室兼ホール

0 日常の清掃で清潔な保育環境の確
保は可能なので対象外

機器整備 24 わかくさ共同作業所 函南町 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型） 液晶テレビ42型　　　１台 137,000

機器整備 1 沼津グリーンヒル 沼津市 軽費老人ホーム（ケアハウス） 送迎用軽自動車(車椅子仕様)１台
　　（増車）

906,000

機器整備 2 古宇養護老人ホーム遊法苑 沼津市 養護老人ホーム 送迎用自動車(車椅子仕様)１台 996,000

機器整備 6 あまぎ学園 沼津市 知的障害者更生施設（入所） 生ごみ分解放流型処理装置　１台 2,833,000

機器整備 19 すずらん 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）

エアコン　　　　　　２台
工事費・配管延長・取外し・特殊搬入・リサイクル料

374,000

機器整備 25 プラサーザ大泉 沼津市 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型） ①包装用シーラー　　５台
②シュレッダー　　　１台
③電子ミシン　　　　２台
④掃除機　　　　　　２台

339,000

機器整備 27 のぞみ作業所 御殿場市 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型） テラス屋根設置　　　２セット
土留壁10.5m　　　　 １式
土入・砕石敷き　　　１式
階段手すり、テラス舗装

973,000

機器整備 56 御殿場十字の園 御殿場市 地域活動支援センター プラズマテレビ50型　　　１台
テレビ台(ラックシアター)１台

303,000

機器整備 65 すみれ保育園 御殿場市 保育所 アルミ避難車(メッシュ)　２台 297,000

機器整備 77 こどもの家はしもと 御殿場市 無認可保育所 ①掃除機　　　　１台
②冷蔵庫　　　　１台

248,000



（平成２３年３月１１日助成決定）
平成２２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

事　業　内　容 助成額 説明

地域福祉
「市町」

11 要約筆記サークルさくらんぼ 御殿場市 聴覚障害者支援（ボランティアグループ） プロジェクターテーブル　１台 80,000

機器整備 87 須走小学校放課後児童クラブ 小山町 放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業） 洗濯乾燥機　　　　１台 189,000

機器整備 28 インディ・ワークス 富士宮市 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型） 農業用倉庫解体工事　　　　　20坪
中古ユニットハウス設置工事　２棟

1,099,000

機器整備 30 鷹身工芸社 富士市 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型） 屋外流し新設工事
　衛生器具設備　　　　１式
　給水・排水設備　　　１式

350,000

機器整備 31 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） ①エアコン２台設置工事１式
②網戸取付修繕　　　　１式
③ブラインド取替　　　１式
④硝子入替　　　　　　１式
⑤シャッター鍵取替修繕１式
⑥カウンター　　　　　６台
　会議テーブル　　　　２台

2,158,000

機器整備 32 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） 外壁塗り替え塗装工事　１式 0 緊急性が低い

機器整備 33 竹の子 富士市 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型） 物置　　　　　　　　１棟
追加棚　　　　　　　１組
ブロック　　　　　　７個
組立費　　　　　　　１式

120,000

機器整備 67 伝法保育園 富士市 保育所 厨房トイレ改修工事　　１式
自動手洗器取付　　　　１式

602,000

機器整備 60 ユイマールの樹 富士市 心身障害者生活寮 ①食器棚　　　　１台 155,000

機器整備 88 富士見台児童クラブ 富士市 放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業） ①傘立て　　　　　１台
②竹馬整理台　　　１台
③ＭＤラジカセ　　１台

83,000

機器整備 89 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） ①加湿空気清浄機　２台
②一輪車　　　　１０台

124,000

機器整備 90 ききょうの里子どもクラブＢ 富士市 放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業） 全自動洗濯機　　　１台
冷蔵庫　　　　　　１台

115,000

機器整備 91 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） ①ブロック　　　　１セット
　(レゴ特別基本セット)
②防滴メガホン　　１台
③体育遊具　　　　１セット
　(マルチキャタピラー赤･青セット)

57,000

機器整備 93 青葉台児童クラブＢ 富士市 放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業） 玩具
楽つみ木(1000p) 　　　２セット

147,000

地域福祉
「県域」

4 静岡県中途失聴・難聴者協会 富士市 聴覚障害者支援（ＮＰＯ法人） 新補聴電波帯対応型　ＦＭ難聴補助システム機器
送信機・マイク　　２台
受信機・レシーバー６台

456,000

機器整備 3 つばさ静岡 静岡市 重症心身障害児施設 オーニングテント取付工事　４式
諸経費

1,051,000

機器整備 12 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）

液晶テレビ32型　　１台 57,000



（平成２３年３月１１日助成決定）
平成２２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

事　業　内　容 助成額 説明

機器整備 13 日本平ホーム 静岡市 障害福祉サービス事業（共同生活介護） 送迎用自動車5人乗り　１台
　　（増車）

859,000

機器整備 14 ケアハウスシンフォニー 静岡市 障害福祉サービス事業（共同生活介護） 機織り器　　　　　　２台
専用長椅子　　　　　２台

319,000

機器整備 16 どりぃむ 静岡市 障害福祉サービス事業（生活介護・自立訓練） １．防災用倉庫　　１基
２．防災用テント　１台

317,000

機器整備 38 ラポールたけみ 静岡市 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型・生
活介護）

作業用軽自動車　　　１台
　　（増車）

846,000

機器整備 40 ワーク薬師 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）

業務用冷凍冷蔵庫　　１台 318,000

機器整備 41 アスカ 静岡市 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型） 送迎用軽自動車(車椅子仕様)１台
　　（買替）

0 法人の運営方針に不透明なところ
がある。他の助成団体を薦める。

機器整備 43 心明会いはら共同作業所 静岡市 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型） 計量はかり　　　　　　２台 114,000 １台は三菱電機（株）静岡製作所
が助成

機器整備 45 みすず 静岡市 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型） 作業用自動車9人乗り　 １台
　　（買替）

1,798,000

機器整備 46 ワークステーションどんぐり 静岡市 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型） ①簡易トイレ　　　　　１式
②ガスコンロ　　　　　１台

165,000

①１階２階耐震補強工事　１式
②建物内部防災対策　　　１式
　(家具転倒防止・飛散防止フィルム含)

0 借家の耐震補強工事は対象外

機器整備 57 ワークホーム結 静岡市 地域活動支援センター 送迎用自動車8人乗り　１台
　　（増車）

2,000,000

機器整備 59 生活寮サウス 静岡市 生活寮 液晶テレビ32型　　１台 57,000

機器整備 61 共同住居トトロ 静岡市 障害者共同住居 液晶テレビ32型　　１台 57,000

機器整備 106 フリースペースかげんどら 静岡市 日中一時支援 ソファベッド　　１台 30,000

送迎用自動車7人乗り１台（増車） 　－ 愛の都市訪問が助成

地域福祉
「市町」

12 ありんこの里 静岡市 聴覚障害者支援 夏休み小・中学生手話体験講座開催事業：全５回 225,000

地域福祉
「市町」

13 体験ハウスイルマーレ 静岡市 地域生活移行支援（ＮＰＯ法人） 液晶テレビ32型　　１台
リサイクル料

57,000

地域福祉
「市町」

15 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）

精神障害者のための料理教室開催事業 75,000

地域福祉
「市町」

22 静岡市母子寡婦福祉連合会 静岡市 社会福祉団体 　毎年、小学校、中学校に入学する児童に図書カードを
贈り、あわせてクリスマス会を実施することで、ひとり
親家庭の方々の情報交換、児童の健全育成を目的にゲー
ムや軽い運動などを行います。

　－ 地域歳末たすけあい募金で対応す
る事業で対象外

地域福祉
「市町」

23 蒲原母子寡婦福祉会 静岡市 社会福祉団体 　日頃外出の機会の少ない母と子によるつどいの開催
　まかいの牧場での交流

　－ 地域歳末たすけあい募金で対応す
る事業で対象外

地域福祉
「市町」

24 なのはな 静岡市 子育て支援（ＮＰＯ法人） 育児不安に悩む親の相談支援事業
・ピアカウンセリングの場の設置
・個別カウンセリングの場の設置

360,000



（平成２３年３月１１日助成決定）
平成２２年度共同募金助成金一覧

No.4

区分 № 施設・団体名
施　設
所在地

施設・団体
の　種　類

事　業　内　容 助成額 説明

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 更生保護事業（自立更生援助）
　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、援助や生活指導を行なう。

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 高齢者の健康づくり活動事業
「健康ウォーキング」普及事業

476,000 【助成条件】
この事業の成果について、明確な
方針を設定すること。

地域福祉
「県域」

6 静岡県知的障害者福祉協会 静岡市 社会福祉団体 静岡県内における在宅重症心身障害児(者)支援ネット
ワークづくり事業

1,000,000

地域福祉
「県域」

7 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×2時間 864,000

夏休みろう子どもクラブ　夏休みの8日間(9:30～16:00） 1,554,000

地域福祉
「県域」

8 静岡県障害者就労研究会 静岡市 社会福祉団体 「大学で学ぼう」開催事業 200,000

地域福祉
「県域」

13 静岡県ボランティア協会 静岡市 社会福祉団体 第30回サマーショートボランティア活動計画 2,000,000

「ボランティア活動の手引き」発行
　A4版　44頁　5,000部

661,000

勤労者のボランティア活動参加促進事業 300,000

地域福祉
「県域」

16 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１．講演会日時(予
定)

738,000

地域福祉
「県域」

17 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

機器整備 69 焼津南保育園 焼津市 保育所 駐輪場本体工事　　　１式
駐車場整理用花壇撤去１式

0 保育に直接必要な設備ではないの
で対象外

機器整備 78 いちご保育園 焼津市 無認可保育所 屋外遊具
たのしいぞう　１基

288,000

機器整備 94 あそび塾 焼津市 放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業） ①テーブル　　　　　　　６台
②いす　　　　　　　　３０脚
③スチール物置　　　　　１基
④ロッカー　　　　　　　１台
⑤座卓　　　　　　　　　１台

913,000

機器整備 95 かえるクラブ 焼津市 放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業） 座卓　　　　　　　　　１０台 106,000

機器整備 96 南っ子クラブ 焼津市 放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業） 液晶テレビ40型　　　　　１台
壁掛金具・工事　　　　　１式
跳ね上げ多目的テーブル　６台

680,000

地域福祉
「県域」

9 静岡福祉大学障害学生支援室 焼津市 障害のある学生を対象とする情報コミュニケーション支
援事業

0 学校法人が実施する事業であり対
象外

機器整備 5 あかしや学園 藤枝市 知的障害児通園施設 送迎用自動車8人乗り　１台
　　（増車）

1,316,000

機器整備 97 ゆたかっこ児童クラブ 藤枝市 放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業） プラズマテレビ42型　　　１台
ディスクレコーダー　　　１台
リサイクル料

250,000



（平成２３年３月１１日助成決定）
平成２２年度共同募金助成金一覧

No.5

区分 № 施設・団体名
施　設
所在地

施設・団体
の　種　類

事　業　内　容 助成額 説明

機器整備 49 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） 防火カーテン　　　３ヶ所
カーテンレール　　２組
ブラインド　　　　３台

179,000

機器整備 62 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（２本）取付工事 151,000

機器整備 70 大津保育園 島田市 保育所 テント　　　　　　　２張 375,000

地域福祉
「市町」

16 島田市要約筆記サークル「うさ
ぎ」

島田市 ボランティアグループ(要約筆記) オーバーヘッドカメラ１台
プロジェクター　　　１台
スクリーン　　　　　１台

324,000

機器整備 51 おまえざき作業所 御前崎市 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型） 作業用自動車9人乗り　１台
　　（増車）

1,966,000

機器整備 52 フレッシュベーカリーさら 掛川市 障害福祉サービス事業（就労移行支援・就労継
続支援Ｂ型）

冷凍ストッカー500ℓ　１台
冷凍ストッカー690ℓ　１台

699,000

地域福祉
「市町」

17 みなみくらぶ 掛川市 障害児支援（ボランティアグループ） (掛川市内での活動)
・競技大会用トランポリン、レクリエーショントランポ
リン、リラクゼーショントランポリン活動
・他団体(障がい児トランポリン)との交流会
・市民参加型・交流・体験会の企画

　－ 団体解散

機器整備 9 学び舎あいまいもこ 袋井市 学び舎レストラン新築工事　１式 0 要望額が多額で他の助成団体を薦
めた。

送迎用自動車10人乗り　１台
　　（増車）

2,194,000

機器整備 72 ルンビニ第二保育園 袋井市 保育所 　プールサイド滑止工事(コーティング工事)
１．現場養生仮囲い現場清掃費　１式
２．プールサイドクッション・コーティング・下地研
磨・調整・下塗処理　　１式
３．発生廃材処分費　　　　１式
４．資材搬入・運搬・交通費１式
５．諸経費

1,496,000 【助成条件】
入札の実施を条件とする。

機器整備 98 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） ステンレス製
シューズボックス　２台

283,000

機器整備 99 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） 電子ピアノ　　　　１台
ブックキャビネット２台

173,000

地域福祉
「県域」

12 静岡県児童養護施設協議会 袋井市 社会福祉団体 　平成23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。

2,916,000 ２７名分

機器整備 73 いずみ保育園 磐田市 保育所 ＡＥＤ設備（付属部品・壁掛けケース）１式 275,000

機器整備 74 西貝保育園 磐田市 保育所 調乳ユニット　　　　１台 401,000

機器整備 79 はあとふる保育園 磐田市 無認可保育所 遊具
すべり台（アンパンマン号）１基

866,000

機器整備 80 りんご保育園 磐田市 無認可保育所 ①ブルーレイ内蔵液晶テレビ26型１台
②アルミテラス　　　１基
③マット（カバー付）１枚、　跳び箱・踏切板　各１台

256,000

障害者支援施設（自立訓練・生活訓練・就労移
行支援）



（平成２３年３月１１日助成決定）
平成２２年度共同募金助成金一覧

No.6

区分 № 施設・団体名
施　設
所在地

施設・団体
の　種　類

事　業　内　容 助成額 説明

機器整備 4 在宅支援センターぱぴるす 浜松市 児童デイサービス事業所 送迎用自動車10人乗り　１台
　　（買替）

1,389,000

機器整備 11 三方原スクエア成人部 浜松市 障害者支援施設（施設入所支援・生活介護） 浴室介護リフト　　　　１台
天井裏補強工事　　　　１式

507,000

機器整備 15 温心寮（ひだまり） 浜松市 障害福祉サービス事業（共同生活介護） 玄関・ホール・便所改修工事 551,000

機器整備 17 根洗作業所 浜松市 障害福祉サービス事業（生活介護） 作業用自動車6人乗り　１台
　　（買替）

1,448,000

機器整備 18 マルカート 浜松市 障害福祉サービス事業（生活介護） 送迎及び活動用自動車10人乗り１台
　　（買替）

1,389,000

機器整備 55 多機能事業所ループ 浜松市 障害福祉サービス事業（就労移行支援・就労継
続支援Ｂ型・生活介護）

作業用印刷機（A3対応2色印刷）１台
架台　　　　　　　１台

946,000

機器整備 53 あぐり 浜松市 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型） 田植機(除草剤散布機付)１台 1,094,000

機器整備 54 ワークショップくるみ 浜松市 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型） 送迎用自動車8人乗り　１台
　　（買替）

2,026,000

機器整備 58 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 ロビーチェアー３人掛け　　　１台
ロビーチェアー２人掛け　　　１台
ロビーチェアーソファーベッド１台

410,000

機器整備 75 なのはな保育園 浜松市 保育所 テーブル(大)　　７台
テーブル　　　　３台
脚切り代　　　　５台分
乳幼児椅子　　４９脚

762,000

機器整備 76 市野与進保育園 浜松市 保育所 複合木製遊具　　１基 3,431,000

機器整備 81 はままつ保育園 浜松市 無認可保育所 液晶テレビ26型　　　２台
ＤＶＤレコーダー　　２台
アンテナ工事　　　　１式

472,000

機器整備 82 さくら保育園 浜松市 無認可保育所 防炎カーテン・防炎マット　各１式
壁掛液晶テレビ40型１台

963,000

機器整備 83 はまきた保育園 浜松市 無認可保育所 ウッドデッキ・フェンス改修事業 958,000

機器整備 84 佐鳴保育園 浜松市 無認可保育所 液晶テレビ40型　　１台
液晶テレビ32型　　１台

206,000

機器整備 100 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） 炊飯ジャー　　　１台
オーブンレンジ　１台

94,000

機器整備 101 北浜南たんぽぽクラブ 浜松市 放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業） 電子レンジ　　　１台 31,000

機器整備 102 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） 食器洗い乾燥機　１台 67,000

地域福祉
「市町」

4 葵・高丘地区社会福祉協議会 浜松市 高齢者支援（小地域活動団体） 「健康づくり、介護予防」事業
・健康講話、食育講和、介護予防講話
・ストレッチ、健康リハビリ体操、脳力アップレク
リェーション・やさしい介護技術・高齢者施設研修・介
護食調理実習等を組み合わせて参加しやすい公民館等で
行なう。（6月～12月、月2回）

380,000



（平成２３年３月１１日助成決定）
平成２２年度共同募金助成金一覧

No.7

区分 № 施設・団体名
施　設
所在地

施設・団体
の　種　類

事　業　内　容 助成額 説明

地域福祉
「市町」

5 浜松市中区富塚町北自治会 浜松市 高齢者支援・子育て支援（小地域活動団体） トイレ改修工事　１式 1,081,000

地域福祉
「市町」

6 中ノ町地区社会福祉協議会 浜松市 高齢者支援（小地域活動団体） ワイヤレスマイク整備事業
ミキサー１台・ワイヤレスレシーバー１台・ワイヤレス
マイク２本・スピーカー２台・ケーブル1.5M２本20M２本

261,000

地域福祉
「市町」

8 三方原地区社会福祉協議会 浜松市 高齢者支援（小地域活動団体） ふれあい会「福祉講演会」開催事業
開催予定時期：平成23年7月頃
会場：三方原公民館ホール予定
広報：ポスター・チラシを作成して住民に開催を知らせ
る

262,000

浜松市 高齢者支援（小地域活動団体） 自立体力向上事業
①自立体力テスト基本セット　１セット
②自力体力トレーニングスタートセット10セット
③『ノルディックウォーキング』用フリーポール２セッ
ト
④ストップウォッチ３個

120,000

地域福祉
「市町」

19 浜松市視覚障害者福祉協会 浜松市 社会福祉団体 ノートパソコン　２台
音声基本ソフト　２個

341,000

地域福祉
「市町」

20 かたつむりの会 浜松市 ボランティアグループ（朗読） ノートパソコン　１台 87,000

地域福祉
「市町」

26 〈少女和太鼓〉魁鼓／ＫＡＩＫ
Ｏ・５００

浜松市 子育て支援（ボランティアグループ） 事業実施計画
日程　事業内容　　　参加人数
 4月　指導者講習会　7名
 5月　和太鼓入門　　13名
 7月　基礎打ち練習　13名
 8月　曲打ち(雄踏音頭､ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ)13名
 8月　雄踏納涼祭参加
　　　(音頭打ちと舞踊)　13名
 9月　練習曲･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ　13名
10月　12月の発表会練習　13名
11月　発表会(1人ずつ)ﾘﾊｰｻﾙ　13名
12月　指導者講習会と発表会　9名
 1月　練習曲復習(雄踏音頭)　13名
 2月　指導者講習会と練習　13名
 3月　発表会(保護者参観)　25名

　－ 社会教育分野の事業で対象外

和太鼓
　長胴太鼓1.4尺楡(角台座付) ３台
　桶胴太鼓1.6尺(三角台座付) ２台
　締太鼓２丁掛ﾎﾞﾙﾄ締(台座付)２台

－ 社会教育分野の事業で対象外

地域福祉
「県域」

15 浜松いのちの電話 浜松市 電話相談事業 事務室･相談室･研修室等賃借料 1,400,000

地域福祉
「市町」

21 こさい要約筆記サークル 湖西市 聴覚障害者支援（ボランティアグループ） モバイルスクリーン　　　１台 50,000

108事業 81,116,000施設団体合計　104施設



（平成23年3月11日助成決定）

共同募金 歳末募金 計 助成額 事業内容

下田市 1,016,939 447,647 1,464,586 ＊

伊東市 3,925,420 0 3,925,420 ＊

熱海市 1,541,192 1,044,340 2,585,532 ＊

伊豆市 5,334,343 0 5,334,343 390,000 貸出用機器（炊出し用機材一式）

伊豆の国市 1,983,250 1,035,881 3,019,131 ＊

三島市 4,564,476 243,743 4,808,219 ＊

沼津市 8,205,657 1,275,849 9,481,506 ＊

御殿場市 7,003,890 490,586 7,494,476 ＊

裾野市 2,301,373 519,441 2,820,814 ＊

富士宮市 10,861,066 0 10,861,066 ＊

富士市 12,099,015 0 12,099,015 ＊

静岡市 22,694,730 377,018 23,071,748 ＊

焼津市 10,152,534 5,861,672 16,014,206 ＊

藤枝市 8,771,372 1,733,777 10,505,149 601,000 在宅支援車両：１台

島田市 7,725,036 2,364,304 10,089,340 ＊

牧之原市 3,520,958 0 3,520,958 ＊

御前崎市 2,432,864 498,649 2,931,513 ＊

菊川市 2,956,807 1,673,517 4,630,324 ＊

掛川市 6,577,997 697,553 7,275,550 ＊

袋井市 4,647,042 0 4,647,042 110,000 コンピューター：１台

磐田市 7,608,103 1,343,367 8,951,470 ＊

浜松市 22,590,708 18,260,338 40,851,046 ＊

湖西市 2,901,453 1,485,180 4,386,633 ＊

東伊豆町 532,925 0 532,925 ＊

河津町 821,900 0 821,900 ＊

南伊豆町 1,001,431 0 1,001,431 ＊

松崎町 522,047 323,634 845,681 ＊

西伊豆町 1,481,948 0 1,481,948 ＊

函南町 2,561,470 268,955 2,830,425 ＊

清水町 2,142,530 1,272,268 3,414,798 ＊

長泉町 2,783,585 1,306,467 4,090,052 ＊

小山町 2,172,119 1,022,172 3,194,291 ＊

吉田町 1,291,831 943,210 2,235,041 ＊

川根本町 943,519 498,893 1,442,412 ＊

森町 843,800 352,206 1,196,006 ＊

市町計 178,515,330 45,340,667 223,855,997 1,101,000

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11万部増刷）

20,000,000

～地域の安心・安全の暮らしを住民と共につくる
活動への支援～
・地域のネットワークづくり活動支援
・在宅福祉活動　・人材養成
・調査活動　　　・啓発活動
・子どもの遊び場の整備(遊具設備）

17,480,000
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。

348,532,997
共同募金(一般)　303,192,330円
共同募金(歳末）　45,340,667円

災害等準備金

総　　合　　計

平成２３年度在宅援護機器整備事業

安心・安全・地域の支え合い体制づくり支援事業

【地域福祉事業：社会福祉協議会の部】　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

平成２３年度地域福祉活動事業
社協名



（平成23年3月11日現在）

平成２２年度　緊急配分資金助成一覧

（単位：円）

№ 施設名 施設の種類 所在地 申請内容 助成額

1 ライラックの園　生活介護事業所
障害福祉サービス事業
（生活介護）

静岡市
駿河区 居室エアコン2台 1,275,000

2 精神障害者生活支援よもぎ会「ゆくり亭」 障害者の働く場の提供
静岡市
清水区 冷蔵庫1台 187,000

3 ラポール古庄
障害福祉サービス事業
（就労継続支援Ｂ型）

静岡市
葵区

作業棟屋根の補修事業
屋根カバールーフ

1,190,000

4 精神障害者共同作業所なごみ
障害福祉サービス事業
（就労継続支援Ｂ型）

静岡市
駿河区

建物の雨漏り修繕・エアコン２台 1,734,000

5
（福）小山町社会福祉協議会 社会福祉協議会 小山町

平成22年９月８日に台風第９号に伴う
大雨で発生した小山町の水害被災者を
支援する活動拠点事務所（災害ボラン
ティア本部）支援資金

1,178,292

4件 5,564,292



平成２２年度（第６０回）ＮＨＫ歳末たすけあい義援金助成金一覧　案
No.1

区分 № 施設・団体名
施　設
所在地

施設・団体
の　種　類

事　業　内　容 助成額 説明

地域福祉
「市町」

9 自立生活センターアシストＭＩＬ 三島市 障害者生活支援事業（ＮＰＯ法人） 自立生活支援事業
・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・学習会等

500,000

機器整備 86 足柄小学校放課後児童クラブ 小山町 放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事
業）

液晶テレビ26型　　　１台 99,000

機器整備 92 いまいずみ第二児童クラブ 富士市 放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事
業）

一輪車14インチ青　　　４台
一輪車16インチ青　　　４台
一輪車18インチ青　　　２台

124,000

地域福祉
「市町」

27 こころのケアグループ 静岡市 心の健康促進支援（ＮＰＯ法人） 「アサーティブトレーニング」開催事業（コミュニケーション技術の
習得）
対象:一般市民、働く女性、子育ての母親、医療・福祉の分野でケア
をする人。(５回シリーズ)

225,000

「機能不全の家族で育つ苦しさ(ＡＣ)」講演会開催事業 150,000

地域福祉
「県域」

5 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23回県身体障害者卓球大会　H23.6　　100名
第4回静岡県身体障害者ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会H23.5 200名(個人戦)
第15回県身体障害者ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会H23.11 240名(団体戦)
第6回県身体障害者ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ大会H23.12　 175名
第8回県身体障害者ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ大会H24.2　124名
(2)各種文化行事の開催
第26回県身体障害者うたの広場H23.12　60名
第26回県身体障害者囲碁・将棋・オセロ大会　H24.2 60名

2,244,000

地域福祉
「県域」

10 静岡県里親連合会 静岡市 社会福祉団体 里親里子林間学校事業
開催地区
賀茂・東部・富士・中部・西部の５地区

650,000

平成23年度に高校3年生で就職を希望し里子で、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。

432,000 ４名分

地域福祉
「県域」

18 静岡骨髄バンクを推進する会 静岡市 医療福祉団体 骨髄バンク・骨髄移植を必要とする患者のための医療講演会 192,000

「骨髄バンク」の普及啓発
「骨髄ドナー」拡大のための活動

540,000

機器整備 48 ワークセンターあさがお 島田市 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ
型）

作業用自動車5人乗り（買替）　１ 1,301,000

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生活困窮者支援事業
③福祉相談事業
④福祉啓発事業

700,000

機器整備 10 聖隷厚生園信生寮 浜松市 障害者支援施設（施設入所支援・生活介
護）

送迎用リフト付自動車（買替）　１台
（車椅子4名＋5名）

2,184,000

機器整備 103 ひまわりクラブ 浜松市 放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事
業）

掃除機　　　　　１台 39,000

14事業 9,380,000施設団体合計　11施設



（平成２３年２月２２日助成決定）

受
付

施  設  名
施 　　設
 所 在 地

施設の種類 要　望　内　容 審査決定額
（円）

1 喜　久　の　園 菊川市 特別養護老人ホーム 1．テレビ19型×１0台 295,000

2 山崎ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 掛川市 老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 1．訓練用階段１台 357,000

3 古宇養護老人ホーム遊法苑 沼津市 養護老人ホーム 1．窓ガラス飛散防止フィルム 348,000

合計 1,000,000

平成２２年度　公益信託「小川忠孝老人福祉基金」助成一覧
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