
平成２３年度共同募金助成一覧 Ｐ．1

Ｐ．1

助成金額 備考 申請額 事業内容

下 田 市 841,032 1,227,000 在宅支援車両：１台

伊 東 市 4,111,888

熱 海 市 1,312,585 前年度締後寄付金20,000円含む。

伊 豆 市 5,176,078

伊 豆 の 国 市 1,919,989

三 島 市 4,332,756 前年度締後寄付金64,400円含む。

沼 津 市 8,115,760 前年度締後寄付金18,879円含む。

御 殿 場 市 6,982,907 前年度締後寄付金13,996円含む。 1,000,000 在宅支援車両：１台

裾 野 市 2,334,629

富 士 宮 市 10,432,836 前年度締後寄付金24,232円含む。

富 士 市 12,794,374 前年度締後寄付金46,879円含む。

静 岡 市 21,482,235 前年度締後寄付金94,264円含む。

焼 津 市 10,171,273 前年度締後寄付金1,016円含む。

藤 枝 市 8,852,924 前年度締後寄付金13,826円含む。

島 田 市 7,907,879 前年度締後寄付金2,166円含む。

牧 之 原 市 3,594,732 320,000 貸出用機器（催事用機器：４台）

御 前 崎 市 2,198,272

菊 川 市 3,363,856

掛 川 市 6,991,515 前年度締後寄付金34,802円含む。 1,000,000 在宅支援車両：１台

袋 井 市 4,789,042 前年度締後寄付金99,561円含む。

磐 田 市 7,525,994 前年度締後寄付金22,911円含む。

浜 松 市 21,356,749 前年度締後寄付金35,000円含む。

湖 西 市 2,979,050

東 伊 豆 町 626,071 371,000 貸出用機器（発電機：１台）

河 津 町 838,540 697,000 在宅支援車両：１台

南 伊 豆 町 1,052,638

松 崎 町 532,707

西 伊 豆 町 1,362,632

函 南 町 2,605,152

清 水 町 2,197,498

長 泉 町 2,247,025

小 山 町 2,317,065

吉 田 町 1,408,511

川 根 本 町 941,599

森 町 852,425

市町計 176,550,218 4,615,000 (6)

平成24年度地域福祉活動事業

【地域福祉事業：社会福祉協議会の部】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

社協名
平成24年度在宅支援機器整備事業



（平成24年3月13日助成決定）

平成23年度共同募金（一般募金）助成一覧 No.2

P2 

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」

1 塚本区自治会 函南町 高齢者支援（小地域活動団体） 自治区運営自主運行バス導入に向けたバスの試験運行事
業

0 試験運行費用は、未確定事業で見
送り。

機器整備 12 放課後クラブこるり 函南町 障害福祉サービス（日中一時支
援）

耕運機　　　　１台 74,000

地域福祉
「市町」

2 愛鷹地区社会福祉協議会 沼津市 高齢者支援（小地域活動団体） ダーツセット　　　　　　　１式
カラーボーリングゲーム　　１式
室内グランド・ゴルフセット１式

96,000

機器整備 46 第一放課後児童クラブ 沼津市 放課後児童クラブ（放課後児童健
全育成事業）

浄水器　　　　　１台
一輪車　　　　　３台
テント　　　　　２台
ままごとセット　１セット

101,000

機器整備 37 とらのこ保育園 御殿場市 保育所 ステージ設置　　　　　１式 0 辞退

機器整備 47 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）

①炊飯器　　　　　　２台
②座卓　　　　　　　２台
③サッカーボール　　５個
④ドッチボール　　　３個
⑤ミニソフトボール　４個
⑥ボール入れワゴン　１台
⑦ブロック　　　　　２セット

193,000

地域福祉
「市町」

14 一般社団法人エヘガザル 富士宮市 障害児支援事業 障碍児乗馬会ぱからん開催事業 200,000

機器整備 49 青葉台児童クラブＡ（青葉台
小）

富士市 放課後児童クラブ（放課後児童健
全育成事業）

掃除機　　　　　　１台
電子ピアノ　　　　１台

200,000

機器整備 50 富士見台児童クラブ（富士見台
小）

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
紙芝居舞台　　　　１台
紙芝居セット　　　２セット
砂場あそびセット　１セット

67,000

機器整備 51 広見子どもクラブ（広見小） 富士市 放課後児童クラブ（放課後児童健
全育成事業）

ドッヂボール　　　５個
ボールキャリー　　１台

67,000

地域福祉
「市町」

3 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） 送迎用自動車　　　　１台 1,822,000

ミシン　　　　１台 79,000
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平成23年度共同募金（一般募金）助成一覧 No.3

P3 

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」

4 二の丸町自治会 静岡市 高齢者支援（小地域活動団体） １．家庭用菜園用地の一画(5.4ｍ×7.2ｍ)の借用 0

１．菜園用用具一式（鋤、スコップ、フェンスネットな
ど）

0

地域福祉
「市町」

15 なのはな 静岡市 子育て支援 １．同じ悩みをもつ人たちを集めたピアカウンセリング
の場の設置
　①月１回
　②場所･･･わととあおぞら
　③講師･･･臨床発達心理士
２．個別カウンセリングの場の設置
　①月２回（新たに土曜日にも計画）
　②場所･･･わととあおぞら
　③講師･･･臨床発達心理士、学校心理士、子育てアドバ
イザー

360,000

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 　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 　市町老連に対し、健康ウォーキングの啓発普及事業を
委託する。

0 市町老連への助成事業は対象外

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)障害者生活支援事業
(2)各種スポーツ大会の開催

0 助成回数30回以上で見送り。

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 　ろう児を指導した経験があり、全国的にビデオやＤＶ
Ｄの出演経験があるろう者が手話で童話などを話し、そ
の横に手書きの絵をあわせた手話ＤＶＤを制作し、無償
で貸出しを行う。

688,000

　夏休みろう子どもクラブ（中、高生含む）夏休みの8日
間

1,554,000

地域福祉
「県域」

6 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） 視覚障害者のための「初めてのブラインドゴルフ」（４
回）

378,000

「一目でわかるほじょ犬豆辞典」パンフレット増刷（一
部改訂）

225,000

　障害者当事者コーチング講師による「初めてのコーチ
ング　Vol.2」セミナーを開催する。障害者の立場から
「私とコーチング」の講話、デモンストレーション、
ロールプレイ、グループワークを行う。二回開催予定。

310,000

家庭用菜園の一部を借用した高齢
者いきいき活動は、地域福祉の範
疇には入るが、共同募金が対象と
する福祉対象者に対するサービス
活動からは、外れるので見送りと
する。
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平成23年度共同募金（一般募金）助成一覧 No.4
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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」

9 静岡県ボランティア協会 静岡市 社会福祉団体 ①第32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

660,000

③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」

13 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・慢性疾患患者の社会参加（外出支援）事業 850,000

地域福祉
「県域」

16 静岡県更生保護協会 静岡市 社会福祉団体 　静岡県更生保護協会のグラビアパンフレットの作成 0 協会のパンフレットは対象外。

地域福祉
「県域」

17 静岡県社会福祉協議会 静岡市 社会福祉団体 「社会福祉しずおか」発行事業 0 助成回数は30回以上
会費で対応する事業。

福祉教育読本作成事業
日時：平成25年2月
対象：静岡県内の小学校高学年児童（小学校529校に配
布）
内容：福祉教育読本の作成　7,000部
　　　県内小学校高学年教職員に1部ずつ配布データを静
岡県社

1,800,000 ※

災害時要援護者支援セミナー開催事業 0 公の防災計画の中で位置付ける事
業

福祉教育・ボランティア活動推進イベント開催事業
日時：平成24年10月予定
場所：青葉公園
対象：県民全般
テーマ：やさしさでつながる静岡

1,000,000 ※

地域福祉
「市町」

7 焼津市難聴者・中途失聴者の会 焼津市 聴覚障害者支援（ボランティアグ
ループ）

聞こえに不自由を感じている方やご家族のためのサポー
ト講座

105,000

機器整備 39 保育所すずらん焼津みなみ園 焼津市 無認可保育所 親子ぞうさん滑り台　１台 643,000

機器整備 40 いちご保育園西焼津園 焼津市 無認可保育所 人工芝30cm×30cm　 374枚
セフティマット6m　　１枚
遊具ジョイフルクラブハウス　１台

441,000

機器整備 52 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）

下駄箱設置工事　　１式 93,000

機器整備 53 おおとみキッズ 焼津市 放課後児童クラブ（放課後児童健
全育成事業）

①物置設置　　　　１式
②一輪車　　　　　６台

74,000
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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 54 学童保育サザンキッズ 焼津市 放課後児童クラブ（放課後児童健
全育成事業）

①折畳み式トランポリン１台
②竹馬６組セット　　　１セット
③竹馬スタンド　　　　１台
④２人乗三輪車　　　　３台
⑤一輪車16インチ　　　３台

456,000

機器整備 55 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）

プロジェクター　　　　１台 97,000

機器整備 56 第一ゆりかご豊田クラブＡ 焼津市 放課後児童クラブ（放課後児童健
全育成事業）

ワイヤレスアンプカセットＣＤ１式 176,000

機器整備 57 第二ゆりかご豊田クラブ 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 115,000

地域福祉
「市町」

16 子育て応援プログラムスマイ
ル・カフェ

藤枝市 子育て支援（ボランティアグルー
プ）

お父さん・お母さんのための心理教育的子育て応援プロ
グラム開催事業

0 地元社協の助成で実施している事
業で見送り。

機器整備 42 保育所あいキッズランド 藤枝市 無認可保育所 ①フェンス工事　　　　　１式
②物置工事　　　　　　　１式
③エアコン室外機カバー工事２台
④遊具
　ぞうさんジム　　　　　１基
　ダックスフンド型ベンチ１基
　プレイハウス　　　　　１基

885,000

機器整備 58 せとやっ子児童クラブ 藤枝市 放課後児童クラブ（放課後児童健
全育成事業）

液晶テレビ32型　　　　１台
壁掛金具　　　　　　　１個
ＤＶＤレコーダー　　　１台
　　　ケーブル　　　　１本
アンテナ・壁面取付工事１式

163,000

機器整備 59 なかよし児童クラブ 藤枝市 放課後児童クラブ（放課後児童健
全育成事業）

間仕切(パーテーションセット)　１式 207,000

機器整備 60 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）

本棚取付　　　　　　１式
積木　　　　　　　　２セット

167,000

地域福祉
「市町」

8 金谷ブレイル 島田市 視覚障害支援（点訳ボランティア
グループ）

点字プリンター　　　１台 893,000

機器整備 26 第２こづつみ作業所 牧之原市 障害福祉サービス事業（就労継続
支援Ｂ型）

電熱式オーブン　　　１台
ラック架台　　　　　１台
搬入設置費　　　　　１式

655,000
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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 28 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・就労移行支援）

電気スチームコンベクション２台
専用浄軟水機　　　　　　　２台
専用架台　　　　　　　　　１台
段積キット　　　　　　　　１台
冷凍ストッカー　　　　　　１台
搬入・据付工事費

1,575,000

機器整備 32 生活支援センターいつでも 掛川市 地域活動支援センター ①テント　　　　　　１式
②発電機　　　　　　２台
③ホットプレート　　２台
④冷温ショーケース　１台

531,000

機器整備 62 学童保育所ひまわりクラブ 掛川市 放課後児童クラブ（放課後児童健
全育成事業）

大型物置　　　　　　１基
棚セット　　　　　　１式
組立費、基礎工事、既存品解体撤去費等

520,000

地域福祉
「市町」

9 喜楽会 袋井市 障害者・高齢者支援（ボランティ
アグループ）

障がいがあっても老いを豊かに生きるグループづくり事
業

0 自己の新たな能力を開発する事業
は見送り。

地域福祉
「県域」

8 静岡県児童養護施設協議会 袋井市 社会福祉団体 自動車運転免許取得費用の一部助成
　平成24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
にその取得費用を助成する。

2,452,000 108,000円×17人
308,000円×2人(行政補助20万円な
し)

機器整備 35 自立援助ホームこどもの家 袋井市 自立援助ホーム 耕運機　　　　１台 183,000

機器整備 64 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）

ジュニアブロックＢ　１セット
ジュニアブロックＣ　１セット

172,000

地域福祉
「市町」

5 向笠地区自治会連合会 磐田市 高齢者支援（小地域活動団体） 　救急医療情報ケース300個 30,000

地域福祉
「市町」

10 青年のつどい“かりんとう” 磐田市 知的障害児支援（ボランティアグ
ループ）

　知的障がいをもつ小学生～高校生の子どもたちと募集
して集まった青年ボランティアとが年５回のイベント
で、一緒に楽しく休日を過ごす。

100,000 ※

地域福祉
「市町」

17 集いの森 磐田市 子育て支援（ボランティアグルー
プ）

エアコン　　　　　１式 222,000

地域福祉
「市町」

18 ＮＰＯ法人こどもの森 磐田市 食育事業 収納室増築工事　　　１式
　　8.281㎡

1,306,000

機器整備 1 児童デイサービス心愛（ここ
あ）

磐田市 児童デイサービス事業所 半円テーブル　　　　４台
肘付椅子　　　　　１２脚

311,000

機器整備 29 学舎いろいろ 磐田市 障害福祉サービス事業（就労継続
支援Ｂ型・自立訓練・生活訓練）

送迎用自動車　　　１台
　　（増車）

711,000
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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 43 はあとふる保育園 磐田市 無認可保育所 システムプール　　　　１式
組立撤去工事費

891,000

地域福祉
「市町」

11 かたりべの会 浜松市 視覚障害者支援（朗読ボランティ
アグループ）

パソコン　　　　１台
宛名プリントソフト
活字読取変換ソフト
点字編集ソフト
読取データ点字変換ソフト

185,000

地域福祉
「市町」

12 浜松市身体障害者福祉協議会 浜松市 障害者団体 ・誰でも気軽に参加できるスポーツ大会をはじめとする
体育事業。
・レクリエーションなどのイベント事業
・ふれあい事業

0 県身体障害者福祉会に３０回以上
助成した事業で見送り。

地域福祉
「市町」

19 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 学習障がい児の学習支援と、市民への学習障がい理解と
支援のための事業

1,470,000

地域福祉
「県域」

11 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

機器整備 5 支援センターわかぎ 浜松市 障害者支援施設（生活介護） 焼却炉　　　　　１台
運賃及び取付費等

0 産業廃棄物として処理するもので
見送り。

機器整備 9 ひまわり 浜松市 障害福祉サービス事業（共同生活
介護）

太陽光発電及び電化工事１式 1,874,000 ※

機器整備 38 若宮保育園 浜松市 保育所 プール設置工事　　　　　１式 0 定員を超過してるので対象外

機器整備 66 たつのこクラブ（北浜東小の東
隣）

浜松市 放課後児童クラブ（放課後児童健
全育成事業）

テーブル　　　　１台 84,000

機器整備 67 北浜南たんぽぽクラブ（北浜南
小内）

浜松市 放課後児童クラブ（放課後児童健
全育成事業）

洗濯機　　　　　１台
掃除機　　　　　１台

77,000

機器整備 69 スマイルクラブ（新原小内） 浜松市 放課後児童クラブ（放課後児童健
全育成事業）

ロッカー　　　　１式 130,000

機器整備 70 パンサークラブ（中瀬小内） 浜松市 放課後児童クラブ（放課後児童健
全育成事業）

収納庫　　　　　１台
組立設置費
アンカー工事費

92,000

地域福祉
「市町」

13 精神保健福祉会さざなみ会 湖西市 精神障害者支援事業 共生平等社会に関する啓発活動事業 0 Ｈ23まで行政の補助を受け実施さ
れた事業で見送り。



（平成24年3月13日助成決定）

平成23年度共同募金（一般募金）助成一覧 No.8

P8 

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 45 湖西ほしの丘保育園 湖西市 無認可保育所 ①散歩車　　　　　　　　１台
②４人乗りベビーカー　　１台
③バギー　　　　　　　　２台
④三輪車　　　　　　　　５台
⑤ベビーチェアー　　　　４台
⑥パーテイション(仕切り)２セット
　　　　　　(パネルのみ)１セット
⑦クッションチェア　　　３台

552,000

機器整備 71 湖西なろっぷスクール 湖西市 放課後児童クラブ（放課後児童健
全育成事業）

軽自動車（新規）　　　　１台 0 放課後児童クラブの車両は、対象
外。

合計 60事業 33,262,000

内訳
・共同募金28,488,000円
　　　　　　　（51か所56事業）
・※印は災害等準備金の積立期間
満了に伴う取崩額等4,774,000円
　　　　　　　　（3か所4事業）

54ヶ所



平成２３年度共同募金助成一覧 Ｐ．9

Ｐ．9

20,000,000 平成24年度助成要綱による募集枠

17,550,000

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。

20,000,000

271,977,218

安心・安全・地域の支え合い体制づくり支援事業

災害等準備金積立

緊急助成資金積立

合       計



市町
委員会

前年度締後
募金額 Ａ

実績額　Ｂ
歳末支援事業
助成金　Ｃ

平成24年度
市町事務費

Ｄ

剰余金
（Ａ+Ｂ-Ｃ-

Ｄ）

下田市 2,054,373 1,288,280 62,000 704,093

伊東市 3,272,253 2,990,416 100,000 181,837

熱海市 20,000 2,389,068 1,329,000 70,000 1,010,068

伊豆市 0 0 0 0

伊豆の国市 2,384,259 1,550,000 70,000 764,259

三島市 70,000 3,015,713 2,588,908 92,000 404,805

沼津市 5,000 9,607,754 8,063,313 288,000 1,261,441

御殿場市 5,817,313 5,087,000 185,000 545,313

裾野市 2,428,727 2,010,485 75,000 343,242

富士宮市 11,300 4,072,961 3,956,261 128,000 0

富士市 72,000 11,356,367 10,747,000 300,000 381,367

静岡市 65,200 25,675,937 24,018,723 786,000 936,414

焼津市 12,652,949 5,246,700 360,000 7,046,249

藤枝市 6,657,776 5,094,443 203,000 1,360,333

島田市 6,235,776 4,009,219 175,000 2,051,557

牧之原市 989,608 951,608 38,000 0

御前崎市 2,538,652 1,465,000 0 1,073,652

菊川市 2,241,228 1,167,010 84,000 990,218

掛川市 9,476,816 6,332,395 244,000 2,900,421

袋井市 42,000 4,118,744 3,920,000 124,000 116,744

磐田市 10,000 11,326,203 9,063,136 343,000 1,930,067

浜松市 5,805 64,209,610 43,214,721 1,809,000 19,191,694

湖西市 5,656,170 3,779,798 164,000 1,712,372

東伊豆町 547,196 531,196 16,000 0

河津町 1,035,783 983,140 30,000 22,643

南伊豆町 1,382,368 1,342,368 40,000 0

松崎町 885,581 542,466 27,000 316,115

西伊豆町 945,432 935,432 10,000 0

函南町 2,960,938 2,531,546 85,000 344,392

清水町 2,018,020 678,635 20,000 1,319,385

長泉町 3,545,275 2,174,440 104,000 1,266,835

小山町 3,000 2,690,824 1,669,080 89,000 935,744

吉田町 3,200 1,738,901 658,865 50,000 1,033,236

川根本町 1,480,663 1,110,485 45,000 325,178

森町 1,160,616 971,136 37,000 152,480

合計 307,505 218,569,854 162,002,205 6,253,000 50,622,154

平成23年度　歳末たすけあい募金実績額・助成金・剰余金一覧



（平成24年3月13日決定） 平成23年度（第61回）NHK 歳末たすけあい助成一覧 No.1

P1 

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 14 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）

移送用軽自動車　　　１台
　　（買替）

685,000

機器整備 18 フレンドワークかざぐるま 伊豆市 障害福祉サービス事業（就労継続
支援Ｂ型）

アルミ缶プレス機　　１台 700,000 設置場所を変更することを条件
とする。

地域福祉
「市町」

6 自立生活センターアシストＭＩ
Ｌ

三島市 障害者生活支援事業 ・ピアカウンセリング事業・ボッチャ大会
・自立生活プログラム事業・講演会等事業

700,000

機器整備 19 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）

トイレ改修工事　　　　１式
仕切りブース取付工事　１式
解体撤去復旧工事等諸経費

1,417,000

地域福祉
「市町」

20 ＮＰＯ　ＰＯＰＯＬＯ 静岡市 生活困窮者支援事業（ボランティ
アグループ）

　貧困問題をワンストップで解決する為に行政書士や弁
護士などの法律関係者を交えた窓口相談業務を行い相談
に来たホームレスや生活困窮者の生活保護が受給される
までの間にＮＰＯ　ＰＯＰＯＬＯが保証人となることで
住居確保、提供を行う。住居の確保が出来次第、生活保
護申請に付き添い生活の基盤を安定させる。

1,225,000

地域福祉
「県域」

7 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５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・富士・中部・西部の５地区

650,000

自動車運転免許取得費用の一部助成
　里子で高校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その取得費用を助成する。

648,000 108,000円×６人

地域福祉
「県域」

12 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25年度直接支援員初級・継続研修会」開催事業 479,000

地域福祉
「県域」

14 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」の普及啓発及び「骨髄ドナー」拡大のた
めの活動

540,000

骨髄バンク・骨髄移植を必要とする患者、それを支援す
る人達の研修会（講演会）

121,000

地域福祉
「県域」

15 静岡県サルコ友の会 静岡市 医療福祉団体 ・医療講演
・会員アンケート調査　年１回

50,000 対象事業
・医療講演
・会員アンケート調査

機器整備 10 歩・歩ギャラリーココ 静岡市 障害福祉サービス事業（生活介
護）

防災用テント　　　１基（2間×3間）
名入れ代

210,000



（平成24年3月13日決定） 平成23年度（第61回）NHK 歳末たすけあい助成一覧 No.2

P2 

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 24 つぶら作業所 焼津市 障害福祉サービス事業（就労継続
支援Ｂ型）

送迎用自動車10人乗り　１台
　　（買替）

1,468,000

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地域福祉事業

700,000

機器整備 33 生活支援センター袋井いろいろ 袋井市 地域活動支援センター ①軽ワゴン自動車　　１台
②普通自動車　　　　１台

1,693,000

機器整備 2 たいよう 浜松市 児童デイサービス事業所 移送用自動車10人乗り　１台
　　（新規）

1,527,000

機器整備 11 オリーブの樹 浜松市 障害福祉サービス事業（生活介
護・日中一時支援）

プール本体工事　　１基
ろ過機・配管工事　１式
運搬費等

1,714,000

合計 （17事業） 14,527,000（15ヶ所）



（平成23年12月9日交付）

平成23年度第61回ＮＨＫ歳末たすけあい
年末年始支援活動助成一覧

№ 団体名 市町 対象者 事業名 助成額 備考

1
静岡県立こども病院
ボランティアサークル
「つみきの会」

静岡市
入院患児
約200名

こども病院入院患児のためのクリスマス会 100,000

2
アナナス
(静岡県に避難してきた家族のためのサポートグループ）

静岡市
東日本大震災により静岡県に避難してきた
子どもとその家族20名

東日本大震災避難家族へのサポート活動・
相談事業

50,000

3
NPO　POPOLO
（ポポロ）

静岡市 路上生活者・生活困窮者等50名
路上生活者・生活困窮者等支援クリスマス
炊き出し・年末年始食料配布・相談会

100,000

4 更生保護法人　少年の家 静岡市
適切な身元引受人のいない男子青少年10
名

少年の家クリスマス会 30,000

計 4 280,000



（平成24年3月13日決定） 社会福祉法人静岡県共同募金会

 所在
地

施  設  名 事 業 種 別 助　成　内　容 助成額（円） 備考

1 河津町 サンシニア河津 特別養護老人ホーム
1．特殊浴槽１台　（ソファタイプ個
人浴槽）

1,970,000

2 浜松市 グループホーム花みずき 認知症対応型共同生活介護
1．車両１台（７人乗り）　（ステップ
タイプ）

1,030,000

計 3,000,000

平成２３年度公益信託「小川忠孝老人福祉基金」助成金一覧
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