
平成24年度共同募金福祉施設団体助成一覧 No.1
社会福祉法人静岡県共同募金会

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(円) 説明

機器整備 30 乳児共同保育所つくし保育園 伊東市 無認可保育所
石油ファンヒーター　２台
予備カートリッジ　　２台
幼児用ＤＸ身長計　　１台

126,000

機器整備
追加

追1 プラウ 伊東市 就労継続支援Ｂ型

①給食厨房器具一式
②テレビ（40インチ）
　テレビ（32インチ）
　壁面取付金具（40インチ用）
③エアコン機器工事一式
④テーブル、椅子、収納庫等一式

3,704,000

機器整備 13 えーる 伊豆市
障害福祉サービス事業（就
労継続支援Ｂ型）

作業用トラック　１台 765,000

地域福祉
「市町」

7 伊豆こどもミュージアム 伊豆市 子育て支援（ＮＰＯ法人）
木のおもちゃ　　　　１式
木製遊具ウッドハウス１式

300,000

地域福祉
社協機器

1 (福)伊豆市社会福祉協議会 伊豆市 社会福祉協議会
在宅支援車両８人乗り　1台
（買替）

1,161,000

機器整備 14 多比授産所『多比工房』 沼津市
障害福祉サービス事業（就
労継続支援Ｂ型）

作業・送迎用自動車　１台 930,000

機器整備 26 地域活動支援センターきさらぎ 沼津市 地域活動支援センター 送迎用自動車8人乗り　１台 1,160,000

機器整備 40
門池Ｂ放課後児童クラブ（さく
らんぼクラブ）

沼津市
放課後児童クラブ（放課後
児童健全育成事業）

ターゲットゲーム　１セット
ままごと食器ｾｯﾄ　 １セット
　〃　 調理器具ｾｯﾄ１セット
　〃　 野菜ｾｯﾄ　　１セット
ブロック　　　　　２セット

91,000

機器整備 41
第四Ａ放課後児童クラブ（しゃ
ぼんだまクラブ）

沼津市
放課後児童クラブ（放課後
児童健全育成事業）

ボウリングセット　２セット
木製基本つみき　　１セット
ままごとｵｰﾙﾌｰｽﾞｾｯﾄ１セット
　〃　 調理器具ｾｯﾄ１セット

66,000

機器整備 42
香貫放課後児童クラブ（ぞうさ
んクラブ）

沼津市
放課後児童クラブ（放課後
児童健全育成事業）

一輪車　２台 13,000

地域福祉
「市町」

4
精神保健福祉ボランティアほの
ぼの会

沼津市
障がい者サロン（ボラン
ティアグループ）

精神障害者支援サロン活動開催事業 0 辞退

機器整備 15 やまいも工房 御殿場市
障害福祉サービス事業（就
労継続支援Ｂ型・就労移行
支援）

冷凍冷蔵庫　１台
動力コンセント工事含む

442,000



平成24年度共同募金福祉施設団体助成一覧 No.2
社会福祉法人静岡県共同募金会

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(円) 説明

機器整備 27 御殿場十字の園 御殿場市 地域活動支援センター テラス設置工事　１式 1,338,000

機器整備 31 こどもの家はしもと 御殿場市 無認可保育所
①保育室内床、壁、トイレ床
　張替工事　１式
②避難車　　１台

457,000

機器整備 43 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）

卓球台　１台 71,000

機器整備 44 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）

一輪車18号　１１台
一輪車整理台　１台

147,000

機器整備 16 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）

農業用トラクター　１台 1,118,000

機器整備 17 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）

ぼかし干し台　１式 78,000

機器整備 29 ひまわり園 富士市 児童養護施設 防球ネット張替工事　１式 675,000

機器整備 45
岩松北児童クラブ第１、第２、
第３

富士市
放課後児童クラブ（放課後
児童健全育成事業）

ミニ卓球台　　　　    　３台
ワームブロック「ワミー」３セット
ゲーム「ロンポス４Ｄ」　６台

124,000

機器整備 46 岩松かりがね学童クラブ 富士市
放課後児童クラブ（放課後
児童健全育成事業）

積み木（カプラ1000）１セット 52,000

機器整備 5
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
同生活援助・共同生活介
護）

移送用自動車　１台
（車椅子対応）

930,000

機器整備 9 ハートランド 静岡市
障害福祉サービス事業（就
労継続支援Ａ型・就労移行
支援）

清掃機器整備事業
高圧洗浄機　１台
ポリッシャー１台
草刈機　　　１台

178,000

機器整備 18 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）

温水器設備整備事業
給湯配管工事　１式
湯沸し器　　　１台
止水栓　　　　１台
混合水栓　　　１台
電気配線工事　１式

235,000



平成24年度共同募金福祉施設団体助成一覧 No.3
社会福祉法人静岡県共同募金会

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(円) 説明

機器整備 28
地域活動支援センターありんこ
の里

静岡市 地域活動支援センター

盲ろう者用パソコン整備事業
ノートパソコン　１台
画面拡大ソフト　１台
携帯型拡大読書器１台

186,000

機器整備 32 たんぽぽハウス 静岡市 無認可保育所

施設内装改修工事事業
壁クロス張替　　１式
天井クロス張替　１式
床絨毯張替　　　１式
キッチン壁補修工事他
　　　　　　　　１式

557,000

機器整備 55 更生保護施設少年の家 静岡市 更生保護施設
厨房機器　１式
居室備品　１式

3,801,000

機器整備 56 静岡県勧善会 静岡市 更生保護施設
エアコン設置工事　　　　　１式
幹線電灯・屋内電灯設備工事１式

857,000

地域福祉
「市町」

8 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
１．ピアカウンセリングの場の設置（悩み別ママ集まれ）
２．個別カウンセリングの場の設置（子育てよろず相談）

360,000

地域福祉
「市町」

9 こころのケアグループ 静岡市 子育て支援（ＮＰＯ法人）
子どもと心が通いあうコミュニケーション講座（コーチング
と花育）開催事業

0

材料費24万円の内、参加者の材
料費負担は10万円。材料費は参
加者負担が適当で、全額負担さ
せると講座募集がなりたたな
い。見送り。

地域福祉
「市町」

10 ｐｌａｃｅ　ｏｆ　ｐｅａｃｅ 静岡市
子育て支援（ボランティア
グループ）

nobody's　perfect　ファシリテーター養成講座開催事業 0

・一般対象のファシリテーター
資格取得講習会
・他団体においては同様の資格
取得は個人負担で受講。
・資格取得により活動収入が得
られるもので共同募金の主旨に
そぐわない。見送り。

地域福祉
「市町」

11
特定非営利活動法人教育活動支
援の会

静岡市
学習障害児支援（ＮＰＯ法
人）

「学校教育活動支援の活動」 0

21年度市協働パイロット事業
(200千円)で実施。主たる活動は
教育委員会の要請による学習障
害への支援員派遣で、申請はそ
れにかかる旅費等。見送り。

地域福祉
「市町」

14
全国ひきこもりＫＨＪ親の会静
岡県いっぷく会

静岡市
ひきこもり者・家族の会
（当事者団体）

ひきこもり当事者を抱える家族の為の連続学習会開催事業 262,000



平成24年度共同募金福祉施設団体助成一覧 No.4
社会福祉法人静岡県共同募金会

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(円) 説明

地域福祉
「県域」 2 静岡県身体障害者福祉会 静岡市 社会福祉団体

中途視覚障害者への音声読み上げ器貸出しサービス及び普及
事業

75,000

中途視覚障害者への音声読み上げ器貸出しサービス及び普及
事業
プレクストーク　　　10台
（デイジー図書再生機）
スピーチオライフ　　１台
（活字文書読み上げ器）

460,000

地域福祉
「県域」 3 静岡県聴覚障害者協会 静岡市 社会福祉団体 ろう児のための手話による童話ＤＶＤ制作及び貸出し事業 688,000

夏休みろう子どもクラブ 1,952,000

地域福祉
「県域」 4 静岡県里親連合会 静岡市 社会福祉団体 里親里子夏のふれあい交流事業 650,000

平成25年度高校卒業予定自動車学校運転免許取得費用助成 0
ＮＨＫ歳末たすけあい助成
648,000円

地域福祉
「県域」 5 静岡県児童養護施設協議会 静岡県内 社会福祉団体 平成25年度高校卒業予定自動車学校運転免許取得費用助成 0

ＮＨＫ歳末たすけあい助成
2,668,000円

平成24年度大学進学等自立生活支度費助成 0
ＮＨＫ歳末たすけあい助成
2,080,000円

児童養護施設等退所児童のアフターケア事業 0
ＮＨＫ歳末たすけあい助成
2,375,000円

地域福祉
「県域」 6 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

②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」 7 静岡いのちの電話 静岡市 電話相談事業

静岡いのちの電話
電話相談員養成研修事業

981,000

地域福祉
「県域」 9

グリーフワークこころの絆をは
ぐくむ会

静岡市 当事者団体 スタッフ養成事業 378,000
研修事業に対する助成は適当。
団体本来の事業である分かち合
い会に対する助成は見送り。

地域福祉
「県域」 10 ＮＰＯ　ＰＯＰＯＬＯ 静岡市

生活困窮者支援事業（ボラ
ンティアグループ）

フードバンク事業 1,395,000



平成24年度共同募金福祉施設団体助成一覧 No.5
社会福祉法人静岡県共同募金会

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(円) 説明

地域福祉
「県域」 11 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・慢性疾患患者のセルフケア力を高めるための支援
事業

850,000

地域福祉
「県域」 12 静岡県社会福祉協議会 静岡市 社会福祉団体 小学生向け「福祉教育カレンダー」作成事業 1,800,000

居場所づくり推進事業 1,800,000

「生きづらさ」を抱えている人への無理解を解消するための
啓発事業

3,600,000

県や市民活動団体「いっぷく
会」との連携を視野に入れた活
動を検討していただきたい。事
業費総額の見直しを必要とす
る。

福祉・介護分野の離職者調査事業 0

この種の調査事業は共同募金の
主旨にそぐわないため、団体の
自主的取り組みとすべきであ
る。交付は不適当である。

機器整備 19 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）

送迎用自動車10人乗り　１台
　（買替）

1,505,000

機器整備 33 保育所すずらん焼津みなみ園 焼津市 無認可保育所

砂場整理ボックス１台
砂場玩具セット　１式
二人乗り三輪車　３台
ターボ三輪車　　３台
日除けパラソル　１台

413,000

地域福祉
「市町」

1
焼津市港２３自治会第１・１５
町内会にこにこサロンはまゆう

焼津市
高齢者支援（小地域活動団
体）

車椅子対応トイレ工事　１式 965,000

地域福祉
「市町」

5 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）

難聴者・高齢者のための手話講座開催事業 56,000

機器整備 20 ベーカリーカフェ風 藤枝市
障害福祉サービス事業（就
労継続支援Ｂ型）

屋根上散水設備工事　１式
網戸取付工事　　　　１式
LEDランプ取替工事 　１式

833,000

機器整備 34 保育所すずらん高岡園 藤枝市 無認可保育所

砂場整理ボックス１台
砂場玩具セット　１式
二人乗り三輪車　３台
ターボ三輪車　　３台
日除けパラソル　１台

755,000



平成24年度共同募金福祉施設団体助成一覧 No.6
社会福祉法人静岡県共同募金会

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(円) 説明

機器整備 47 ひがしっこ児童クラブ 藤枝市
放課後児童クラブ（放課後
児童健全育成事業）

一輪車　16サイズ　４台
　〃　　18サイズ　５台
　〃　　20サイズ　１台

52,000

地域福祉
「県域」 1 金谷民生寮 島田市 無料宿泊所 ホームレスの生活支援・地域福祉事業 700,000

地域福祉
社協機器

2 (福)島田市社会福祉協議会 島田市 社会福祉協議会
在宅支援車両　1台
（買替）

1,100,000

地域福祉
社協機器

3 (福)牧之原市社会福祉協議会 牧之原市 社会福祉協議会
貸出用在宅支援機器整備事業
テント（名入れ込）　4張

229,000

機器整備
追加

追2 おまえざき作業所 御前崎市 就労継続支援Ｂ型
移送用自動車（9人乗）１台
　（増車）

1,307,000

地域福祉
社協機器

4 (福)御前崎市社会福祉協議会 御前崎市 社会福祉協議会
在宅支援車両10人乗り　1台
（新規）

1,375,000

機器整備 21 メンタルサポートみこち 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）

上水道引込工事　１式 1,633,000

機器整備 48 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）

フロアバスケット　１セット
カラー玉　　　　　５セット

46,000

機器整備 11 ライフサポートやくわり 袋井市
障害福祉サービス事業（自
立訓練・生活訓練）

送迎用自動車10人乗り　１台
（車椅子対応型）

2,856,000

機器整備 12 学び舎あいまいもこ 袋井市
障害福祉サービス事業（自
立訓練・生活訓練・就労移
行支援）

耕運機　　　１台
ガレージ　　１基
簡易トイレ　１台

1,974,000

機器整備 22 ワークショップわくわり 袋井市
障害福祉サービス事業（就
労継続支援Ｂ型）

ソフトクリームサーバー　１台
設置用台　　　　　　　　１台
設置、給排水、電気工事費・運搬費・諸経費等

1,811,000

機器整備 49 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）

ままごとガス台　　　　　１台
ままごとガステーブル　　１台
ままごとおやつサクサク　１台
ままごとクッキングセット１セット

80,000

機器整備 50 やまなっ子ハッピークラブ 袋井市
放課後児童クラブ（放課後
児童健全育成事業）

大型遊具　　　　１台 170,000



平成24年度共同募金福祉施設団体助成一覧 No.7
社会福祉法人静岡県共同募金会

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(円) 説明

機器整備 51 やまなっ子ラッキークラブ 袋井市
放課後児童クラブ（放課後
児童健全育成事業）

カップインゲーム　　　１セット
ボーリングゲーム　　　１セット
木製ままごとセット　　４セット
メガマンブロック　　　１セット
バランス一輪車　　　　４台
キーボード　　　　　　１台

234,000

地域福祉
「市町」

16
特定非営利活動法人国際教育文
化交流会

袋井市 外国人支援（ＮＰＯ法人） 外国人中学卒業・中退者の高校就学支援事業 2,500,000

機器整備 23 ワークスつばさもみの木分場 森町
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
　　（増車）

1,629,000

機器整備 1 児童デイサービスまめの木 磐田市 児童デイサービス事業所

①木製椅子(１歳児用)　２脚
②木製椅子(４歳児用)　８脚
③折畳み式テーブル　　３台
④ハナワベル　　　　１０個
⑤片面太鼓　　　　　　１個
⑥ﾐﾆｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ　　　 ５個
⑦ﾌﾗﾌｰﾌﾟ40,60,80㎝　各１台
⑧乳児用椅子テーブル付１台
⑨砂・水用小型プール　１台

204,000

機器整備 24 サンサンいわた 磐田市
障害福祉サービス事業（就
労継続支援Ｂ型）

作業室・食堂・授産機器の整備事業
①会議テーブル　　　　　１台
②パイプチェアー　　　　４脚
③食堂テーブル(120㎝) １２台
④食堂テーブル(180㎝) 　３台
⑤食堂椅子　　　　　　６６脚
⑥ロッカー　　　　　　１０台
⑦傘立て36本収納　　　　２台
⑧タイムレコーダー　　　１台
⑨ﾀｲﾑｶｰﾄﾞﾗｯｸ(40人用)　　１台
⑩ﾀｲﾑｶｰﾄﾞﾗｯｸ(20人用)　　１台
⑪作業台(高さ調節付)　　２台
⑫作業台　　　　　　　　８台
⑬丸椅子(作業場)　　　４５脚
⑭ミシン　　　　　　　　３台
⑮専用スタンドテーブル　２台
　組立・搬入・諸経費等　１式

2,329,000



平成24年度共同募金福祉施設団体助成一覧 No.8
社会福祉法人静岡県共同募金会

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(円) 説明

機器整備 35 りんご保育園 磐田市 無認可保育所
保育室壁面補修工事　１式
水道蛇口取付等　　　１式
プール（５連）　　　１基

2,229,000

機器整備 2 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

1,403,000

機器整備 3 浜松こども園 浜松市
児童発達支援・放課後等デ
イサービス・日中一時支援

北側門扉改修工事１式
諸経費

1,200,000

機器整備 4 支援センターわかぎ 浜松市
障害福祉サービス事業（入
所・生活介護）

作業及び余暇活動用マイクロバス１台（買替） 3,027,000
※災害等準備金の積立期間満了
に伴う取崩額等1,000,000円含む

機器整備 6 ラポール根洗 浜松市
障害福祉サービス事業（共
同生活介護）

送迎用自動車8人乗り　１台
　　（買替）

1,355,000

機器整備 7 こもれび 浜松市
障害福祉サービス事業（共
同生活介護）

送迎用自動車　１台
628,000

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）

卓上シーラー　１台 149,000

機器整備 10 お好み焼きこなこな 浜松市
障害福祉サービス事業（就
労継続支援Ａ型）

トイレ可動式手摺り取付工事事業
可動式手摺り取付工事　１式
下地造作、取付費、諸経費等

102,000

機器整備 25 ぐっと 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）

野菜の移動販売用自動車整備事業
①軽トラック　１台
②ワゴン車　　１台

2,866,000

機器整備 36 ハレルヤ愛児園 浜松市 無認可保育所
園庭遊具
なかよしドラゴン　１基
運賃設置撤去費等  １式

963,000

機器整備 37 伊左地保育園 浜松市 無認可保育所 南側園舎防火壁改築工事　１式 2,769,000

機器整備 38 佐鳴保育園 浜松市 無認可保育所 クロス張替工事　１式 180,000



平成24年度共同募金福祉施設団体助成一覧 No.9
社会福祉法人静岡県共同募金会

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(円) 説明

機器整備 39 もくば保育園 浜松市 無認可保育所

園内環境整備事業
①スペースパーテーション　１台
　　〃　　ホワイトボード　１台
②おもちゃ殺菌庫　　　　　１台
③保健室用収納ベッド　　　１台
④食器熱風消毒保管庫　　　１台
　　〃　　カゴ　　　　　　３台
⑤食器　丸ランチ皿　　　１５枚
　　〃　汁椀（小）　　　１５枚
⑥ベビースケール　　　　　１台
　メジャーロッド　　　　　１台
⑦マット　　　　　　　　　１枚
⑧ベッド　　　　　　　　　１台
⑨おんぶひも　　　　　　　２本

849,000

機器整備 52 よしん放課後児童会 浜松市
放課後児童クラブ（放課後
児童健全育成事業）

健康吹き矢　１０セット 79,000

機器整備 53 第１ビーバークラブ 浜松市
放課後児童クラブ（放課後
児童健全育成事業）

卓球台　１台 13,000

機器整備 54 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）

木製積み木（カプラ）　　１セット
ブロック（ＬａＱ）　　　１セット
一輪車　　　　　　　　　５台

103,000

機器整備
追加

追3
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

施設屋根再塗装事業
高圧洗浄　一式
再塗装　　一式
諸経費　　一式

0

屋根に雨漏り等の機能的障害も
みられず、「トマト色」のイ
メージ低下を意識。優先度は低
く見送り。

地域福祉
「市町」

2 飯田地区社会福祉協議会 浜松市
高齢者支援（小地域活動団
体）

貸出用車椅子整備事業
車椅子（ノーパンク仕様）１５台

453,000

地域福祉
「市町」

3
浜松市西区民生委員児童委員協
議会食育ボランティアネット

浜松市
高齢者支援（社会福祉団
体）

食育・高齢者にやさしいレシピ集づくり 430,000

地域福祉
「市町」

6 シーンボイス浜松 浜松市
聴覚障害者支援（ボラン
ティアグループ）

副音声ガイド付映画の企画・製作・上映会開催事業 90,000

地域福祉
「市町」

12 浜松カウンセリングセンター 浜松市
学習障害児支援（ＮＰＯ法
人）

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

0

先進的な取り組みであり、重要
性が理解できるが、本来、行政
が関わるべき問題。人件費を除
外すると事業実施が困難。見送
り。



平成24年度共同募金福祉施設団体助成一覧 No.10
社会福祉法人静岡県共同募金会

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(円) 説明

地域福祉
「市町」

13 はままつチャイルドライン 浜松市 子ども電話相談 第３期受け手養成講座開催事業 110,000

地域福祉
「市町」

15 特定非営利活動法人てくてく 浜松市
ひきこもり者・家族の会
（ＮＰＯ法人）

ひきこもり家族への相談会開催事業 336,000

地域福祉
「県域」 8 浜松いのちの電話 浜松市 電話相談事業 電話相談室等賃借料 1,200,000

計 助成施設団体数　84 助成事業数　90 83,063,000

※印は災害等準備金の積立期間満了に伴う取崩額等1,000,000円（1か所1事業）



【地域福祉事業：市町社会福祉協議会の部】 （単位：円）

共同募金 歳末募金 計

下田市 877,841 751,678 1,629,519 1,259,814 2,889,333

伊東市 3,604,014 104,395 3,708,409 3,018,839 6,727,248

熱海市 1,006,528 962,631 1,969,159 1,295,400 3,264,559

伊豆市 4,881,407 0 4,881,407 0 4,881,407

伊豆の国市 1,951,540 906,739 2,858,279 1,500,000 4,358,279

三島市 3,912,220 540,253 4,452,473 2,250,000 6,702,473

沼津市 7,705,780 6,746,080 14,451,860 7,790,128 22,241,988

御殿場市 6,742,266 854,810 7,597,076 4,749,000 12,346,076

裾野市 2,330,247 774,727 3,104,974 1,609,596 4,714,570

富士宮市 10,215,483 210,293 10,425,776 3,672,375 14,098,151

富士市 11,799,599 365,394 12,164,993 9,788,000 21,952,993

静岡市 20,739,305 622,212 21,361,517 23,116,601 44,478,118

焼津市 9,732,537 5,769,277 15,501,814 6,110,680 21,612,494

藤枝市 8,647,550 1,965,336 10,612,886 4,476,450 15,089,336

島田市 7,588,798 1,460,209 9,049,007 4,179,993 13,229,000

牧之原市 3,417,918 0 3,417,918 1,002,984 4,420,902

御前崎市 2,381,804 754,570 3,136,374 1,550,000 4,686,374

菊川市 3,331,144 450,439 3,781,583 1,600,000 5,381,583

掛川市 7,023,760 2,341,036 9,364,796 6,249,800 15,614,596

袋井市 4,851,677 40,160 4,891,837 3,941,500 8,833,337

磐田市 7,335,166 2,463,268 9,798,434 8,285,532 18,083,966

浜松市 20,702,776 15,844,314 36,547,090 44,564,105 81,111,195

湖西市 3,026,004 1,310,266 4,336,270 3,869,246 8,205,516

東伊豆町 447,112 0 447,112 590,537 1,037,649

河津町 819,068 18,528 837,596 1,001,940 1,839,536

南伊豆町 1,043,315 0 1,043,315 1,307,753 2,351,068

松崎町 585,672 361,035 946,707 519,651 1,466,358

西伊豆町 1,343,440 16,000 1,359,440 850,432 2,209,872

函南町 2,386,335 98,306 2,484,641 2,748,285 5,232,926

清水町 2,159,749 1,429,014 3,588,763 590,507 4,179,270

長泉町 2,287,903 1,282,194 3,570,097 1,894,845 5,464,942

小山町 2,224,480 862,773 3,087,253 1,738,108 4,825,361

吉田町 1,239,415 941,532 2,180,947 618,207 2,799,154

川根本町 918,593 860,779 1,779,372 560,895 2,340,267

森町 853,500 314,516 1,168,016 853,249 2,021,265

合計 170,113,946 51,422,764 221,536,710 159,154,452 380,691,162

【その他の部】

15,000,000

共同募金（一般） 268,176,946円

478,754,162 共同募金（歳末） 51,422,764円

共同募金（歳末） 159,154,452円

合計

平成24年度共同募金　市町社会福祉協議会　その他助成一覧

市町社協名
平成25年度地域福祉活動事業 平成24年度

歳末支援事業
市町社協合計

(全国共通助成テーマ）
地域ふれあい支え合い助成事業

平成25年度助成要綱による募集枠



平成24年度(第62回)ＮＨＫ歳末たすけあい助成一覧 No.1
社会福祉法人静岡県共同募金会

区分 № 施設・団体名 所在地 団体の種類 事　業　内　容 助成額(円) 備考

年末年始
支援活動

つみきの会 静岡市
静岡県立こども病院
ボランティアサークル

こども病院入院患児のためのクリスマス会 100,000

年末年始
支援活動

特定非営利活動法人
静岡県東部パレット市民活動ネットワーク

沼津市
静岡県に避難してきた家族
のためのサポートグループ

震災避難者と交流餅つき事業 100,000

年末年始
支援活動

特定非営利活動法人
臨床心理オフィスBeサポート

沼津市 生活困難者支援団体
東日本大震災で静岡県東部地域に避難している子どもたちのク
リスマス交流会

50,000

年末年始
支援活動

NPO　POPOLO（ポポロ） 静岡市 生活困難者支援団体 路上生活者・生活困窮者等支援クリスマ会 50,000

年末年始
支援活動

更生保護法人静岡県勧善会 静岡市 更生保護施設 年越し座談会及び新年祝賀会 50,000

年末年始
支援活動

更生保護法人少年の家 静岡市 更生保護施設 少年の家クリスマス会 30,000

年末年始
支援活動

特定非営利活動法人
静岡県難病団体連絡協議会

静岡市 難病患者団体 難病患者団体新春初顔合わせ会 50,000

年末年始
支援活動

特定非営利活動法人
静岡難病ケア市民ネットワーク

静岡市 難病患者支援団体 筋萎縮性側索硬化症患者によるハンドベルチーム　新年会 50,000

小計 8 480,000

地域福祉
「県域」

4 静岡県里親連合会 静岡県内 社会福祉団体 平成25年度高校卒業予定自動車学校運転免許取得費用助成 648,000

地域福祉
「県域」

5 静岡県児童養護施設協議会 静岡県内 社会福祉団体 平成24年度大学進学等自立生活支度費助成 624,000

平成25年度高校卒業予定自動車学校運転免許取得費用助成 2,668,000

平成25年度大学進学等自立生活支度費助成 2,080,000

児童養護施設等退所児童のアフターケア事業 2,375,000

小計 5 8,395,000

越年支援
児童養護施設12・自立援助ホーム1・母子生
活支援施設1・養護老人ホーム7・救護施設
4・ＤＶシェルター2(27施設）

静岡県内 年末年始に施設で生活を余儀なくされている方への支援 9,690,000

越年支援
児童養護施設・自立援助ホーム・母子生活支
援施設・養護老人ホーム・救護施設・ＤＶ
シェルターなど

静岡県内 平成25年越年を施設で生活を余儀なくされている方への支援 3,729,000

小計 28 13,419,000

合計 41 22,294,000

8

2

28

38



平成２４年度公益信託「小川忠孝老人福祉基金」助成一覧 №1

社会福祉法人静岡県共同募金会

№ 施  設  名  所在地 事 業 種 別 助　成　内　容 助成額（円） 説明

1 小坂の郷デイサービスセンター 静岡市 老人デイサービス事業 1．洗面台増設工事 0
買換等を優先したので新規事業
は見送り

2 富岳ギャザーホーム 御殿場市 老人デイサービス事業
1．テーブル10台
２．椅子40脚

957,000

3 小鹿なでしこ苑 静岡市 特別養護老人ホーム 1．小型ディーゼル発電機２台 711,000

4 ふじトピア 藤枝市 特別養護老人ホーム
1．電動ベッド５台
（ﾏｯﾄﾚｽ･ｻｲﾄﾞﾚｰﾙ)

977,000

5 やまざきデイサービスセンター 浜松市 老人デイサービス事業
1．送迎用自動車１台（リフト）
　（車椅子2名+8名）

1,727,000

6 沼津フジビューホーム 沼津市 特別養護老人ホーム
1．送迎用軽自動車１台
　（ステップタイプ）

0
買換等を優先したので新規事業
は見送り

7 西島寮 浜松市 特別養護老人ホーム 1．送迎用軽自動車１台 0
買換等を優先したので新規事業
は見送り

8 カリタスみわ 静岡市 老人デイサービス事業
1．送迎用自動車１台（10人乗り）
　（ステップタイプ）

0
買換等を優先したので新規事業
は見送り

9 外神陽光園 富士宮市 特別養護老人ホーム
1．事業所及び利用者宅訪問用自動車
　　１台（５人乗り）

0
買換等を優先したので新規事業
は見送り

10 御殿場デイサービスセンター 御殿場市 老人デイサービス事業 1．送迎用軽自動車１台 0
買換等を優先したので新規事業
は見送り

11 グレイス 牧之原市 地域密着型特別養護老人ホーム
1．送迎用軽自動車１台（ｽﾛｰﾌﾟ）
　（車椅子1名+2名）

866,000

12
老人デイサービスセンター
住吉杉の子園

浜松市 老人デイサービス事業 1．特殊浴槽 3,000,000

13 芳川の里 浜松市 特別養護老人ホーム
1．厨房機器
　（急速冷却機・冷蔵庫）

1,072,000

14 板屋町デイサービスセンター 浜松市 老人デイサービス事業 1．機能回復訓練機器 686,000

15 浜石の郷 静岡市 特別養護老人ホーム
1．車椅子４１台・
　　リクライニング車椅子2種2台・6台

1,000,000

16 すどの杜 富士市 特別養護老人ホーム
1．送迎用軽自動車１台（ｽﾛｰﾌﾟ）
　（車椅子1名+2名）

845,000



平成２４年度公益信託「小川忠孝老人福祉基金」助成一覧 №2

№ 施  設  名  所在地 事 業 種 別 助　成　内　容 助成額（円） 説明

17 ケアハウスあんしんの里 浜松市 軽費老人ホーム（ケアハウス） 1．送迎用自動車１台(5名) 0
買換等を優先したので新規事業
は見送り

18 デイサービスセンターたまざわ 三島市 老人デイサービス事業
1．送迎用自動車１台（ﾘﾌﾄ）
　（車椅子4名+5名）

0
買換等を優先したので新規事業
は見送り

19 松崎十字の園 松崎町 特別養護老人ホーム 1．厨房機器（スチームコンベクションオーブン） 1,297,000

20 岡宮グリーンヒルデイサービス 沼津市 老人デイサービス事業
1．送迎用自動車１台（ﾘﾌﾄ）
　（車椅子1名+9名）

1,687,000

21 なごみ 浜松市 地域密着型特別養護老人ホーム 1．防災倉庫１基 260,000

22 御寿園 三島市 特別養護老人ホーム
１．折りたたみテーブル14台
２．椅子４２脚
３．椅子運搬用台車２台

909,000

23 レジデンス花 静岡市
特別養護老人ホーム
短期入所事業

1．ショートステイ浴室改修 0
機能劣化は少なく環境向上で見
送り

24 いなさ愛光園 浜松市 特別養護老人ホーム
1．ひとり暮らし高齢者等食事サービス事業用車
両

0 市委託事業で見送り

25 ケアレジデンス東山 浜松市
軽費老人ホーム（ケアハウス）
特定施設入居者生活介護

1．送迎用自動車１台（ｽﾛｰﾌﾟ）
　（車椅子1名+4名）

0
買換等を優先したので新規事業
は見送り

25 15,994,000 助成数　14  



平成24年度
（平成24年7月9日決定）

平成23年度共同募金による"赤い羽根"安心・安全・地域の支え合い体制づくり支援事業助成一覧 静岡県共同募金会
No.1

区分 № 団体名 所在地
団体

の種類
事業内容 助成額 備考

地域ネットワーク
「要援護者体制づく
り」

1 特定非営利活動法人
静岡市障害者協会

静岡市 社会福祉団体 障害者の災害時支援体制づくり
（1）防災事業実行委員会の運営
（2）避難所宿泊体験研修の実施
（3）静岡市災害時要援護者避難支援プランの個別避難支援計画と要
援護者台帳の活用
　

200,000

地域ネットワーク
「要援護者体制づく
り

2 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

要援護者のための災害ボランティア等の「出前講座」の実施 50,000

地域ネットワーク
「要援護者体制づく
り

3 豊岡地区社会福祉協議会 磐田市 小地域活動団体 高齢者・障害者等見守り活動（救急医療情報キット600・ラベル） 104,000

地域ネットワーク
「要援護者体制づく
り

4 見付地区社会福祉協議会 磐田市 小地域活動団体 要援護者のための見守り事業(救急医療情報キット300） 81,000

地域ネットワーク
「要援護者体制づく
り

5 浜松市北区初生・
三方原地区民生・児童委員協議会

浜松市 社会福祉団体 要援護者のための見守り活動簡易無線設備　５台 269,000

地域ネットワーク
「その他」

6 磐田東新町団地自治会 磐田市 小地域活動団体 共生社会づくりのための日系ブラジル人に対する生活全般のよろず相
談事業
１．毎月一回生活よろず相談会における通訳の配置
２．団地内、日系ブラジル人の会員宅の声かけ事業・戸別訪問・相談
実施

200,000 ＜助成条件＞
相談会への担当民生委員の参
加を要請。

在宅福祉
「食事サービス」

7 二俣地区社会福祉協議会給食部
給食サービスげんき会

浜松市 小地域活動団体 給食サービス調理器具整備事業
①ボール２種　　　８個
②竹製ヘラ　　　　８個
③計量カップ２種　４個
④ザル　　　　　　４個
⑤菜箸３点セット　４セット
⑥お玉　　　　　　８本
⑦天ぷら鍋　　　　２台
⑧野菜調理器　　　４個
⑨収納ケース　　　１台

56,000

在宅福祉
「食事サービス」

8 特定非営利活動法人夢未来くんま 浜松市 高齢者支援（ＮＰ
Ｏ法人）

配食サービス調理器具
　電子レンジ　　１台

60,000

在宅福祉
「子育て支援」

9 やいづおもちゃ図書館 焼津市 おもちゃ図書館
（ボランティアグ
ループ）

やいづおもちゃ図書館遊具
　遊具
　棒人形　　　　　15個
　棒人形劇場　　　１台
　積木(カプラ200) ６セット
　木製サッカー　　１台
　知育玩具　　　　１セット
　木製玩具　　　　２セット

143,000

在宅福祉
「子育て支援」

10 東山地区福祉協議会
子育てサークルきらきら星の会

掛川市 高齢者支援（小地
域活動団体）

子育てサークル
　ワイヤレスアンプ　　１台
　チューナーユニット　２台
　ワイヤレスマイク　　２本
　ワイヤレスピンマイク１個

256,000



平成24年度
（平成24年7月9日決定）

平成23年度共同募金による"赤い羽根"安心・安全・地域の支え合い体制づくり支援事業助成一覧 静岡県共同募金会
No.2

区分 № 団体名 所在地
団体

の種類
事業内容 助成額 備考

在宅福祉
「子育て支援」

11 井通地区社会福祉協議会 磐田市 子育て支援（小地
域活動団体）

子育て支援講座 100,000

在宅福祉
「子育て支援」

12 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「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
②ママともファーストステップ（全４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

190,000

在宅福祉
「子育て支援」

13 三方原地区社会福祉協議会初生なかよし会 浜松市 子育て支援（小地
域活動団体）

子育てサロン用
　ベビーサークル
　ベビーサークル収納庫

100,000

在宅福祉
「子育て支援・高齢
者サロン」

14 桜木地区福祉協議会
さわやかサロン・子育てサークル

掛川市 小地域活動団体 子育て・高齢者サロン用
　ワイヤレスアンプ　　１台
　ダイナミックマイク　１台
　ワイヤレスマイク　　１本
　タイピンマイク　　　１台
　マイクスタンド　　　１台
　マイクホルダー　　　１台
　ワイヤレスチューナー１台

264,000

在宅福祉
「子育て支援・高齢
者サロン」

15 上阿多古地区社会福祉協議会
高齢者ふれあいサロン・
あたご放課後子どもクラブ

浜松市 子育て支援・高齢
者支援（小地域活
動団体）

・高齢者ふれあいサロン遊具
①唱歌カルタ　　　　　　　１セット
②十二支ビンゴ　　　　　　１セット
③ひも通しデザインセット　１セット
④百羽鶴折り紙セット　　　８セット
⑤レクリエーションテキスト８冊
⑥すきやきじゃんけんセット１セット

・あたご放課後子どもクラブ遊具
①スポーツちゃんばら小太刀２個
　　　　〃　　　　　新面　２面
②けん玉　　　　　　　　１０セット
③忍者ランド探検トンネル　１個
④プラズマカー　　　　　　４台

170,000

在宅福祉
「車椅子貸出」

16 押切新町自治会 静岡市 高齢者支援（小地
域活動団体）

車椅子貸出し
　自走用車椅子　３台

70,000

在宅福祉
「車椅子貸出」

17 焼津第３自治会 焼津市 高齢者支援（小地
域活動団体）

車椅子貸出し
　自走式車椅子　１２台

203,000

在宅福祉
「車椅子貸出」

18 焼津市大富第１９自治会 焼津市 高齢者支援（小地
域活動団体）

車椅子貸出し
　自走用車椅子　１２台
　(ソフトタイヤ仕様）

291,000



平成24年度
（平成24年7月9日決定）

平成23年度共同募金による"赤い羽根"安心・安全・地域の支え合い体制づくり支援事業助成一覧 静岡県共同募金会
No.3

区分 № 団体名 所在地
団体

の種類
事業内容 助成額 備考

在宅福祉
「高齢者サロン」

19 函南町塚本区いきいきサロンあしたば 函南町 高齢者支援（小地
域活動団体）

高齢者サロン用
ベルハーモニー
・デスクタイプ(幹音8音)５セット
・ハンドタイプ(幹音8音)５セット

58,000

在宅福祉
「高齢者サロン」

20 裾野市公文名五区自治会ふれあいサロン 裾野市 高齢者支援（小地
域活動団体）

高齢者サロン用
　室内遊具　　８種
　室外遊具　　３種
　電子レンジ　１台
　炊飯器　　　１台
　電気ポット　１台

224,000

在宅福祉
「高齢者サロン」

21 麦塚区高齢者ふれあいサロン 裾野市 高齢者支援（小地
域活動団体）

高齢者サロン用
　体重体組成計　２台
　上腕式血圧計　２台
　プリンタ　　　２台
　ロール紙　　　２個

113,000

在宅福祉
「高齢者サロン」

22 高橋南町自治会Ｓ型デイサービス 静岡市 高齢者支援（小地
域活動団体）

高齢者サロン
　トイレバリアフリー化

286,000

在宅福祉
「高齢者サロン」

23 大内自治会大内さくら会 静岡市 高齢者支援（小地
域活動団体）

高齢者サロン
　トイレバリアフリー化

227,000

在宅福祉
「高齢者サロン」

24 岡地区社会福祉協議会Ｓ型デイサービス 静岡市 高齢者支援（小地
域活動団体）

高齢者サロン用
　点鳥ルーレット　３セット

72,000

在宅福祉
「高齢者サロン」

25 焼津市大村区けやきの会 焼津市 高齢者支援（ボラ
ンティアグルー
プ）

高齢者サロン
　手すり（階段・スロープ）

266,000

在宅福祉
「高齢者サロン」

26 焼津市第７自治会越後島区ふれあいサロン 焼津市 高齢者支援（小地
域活動団体）

高齢者サロン
　トイレバリアフリー化

300,000

在宅福祉
「高齢者サロン」

27 焼津市小川第１３自治会
左口区ミニデイサービス

焼津市 高齢者支援（小地
域活動団体）

高齢者サロン
　トイレバリアフリー化

300,000



平成24年度
（平成24年7月9日決定）

平成23年度共同募金による"赤い羽根"安心・安全・地域の支え合い体制づくり支援事業助成一覧 静岡県共同募金会
No.4

区分 № 団体名 所在地
団体

の種類
事業内容 助成額 備考

在宅福祉
「高齢者サロン」

28 焼津市東益津第１６自治会
中里にこにこ会・
岡当目ミニデイサービス

焼津市 高齢者支援（小地
域活動団体）

高齢者サロン用
　ワイヤレスアンプ　　１台
　チューナーユニット　１台
　ワイヤレスマイク　　２台
　ワイヤレスアンプ用ニカド電池１台
　ハンド型ダイナミックマイク　１台
　外部スピーカー(スタンド付)　１台

300,000

在宅福祉
「高齢者サロン」

29 石脇ミニデイはたかけの会 焼津市 高齢者支援（小地
域活動団体）

高齢者サロン用
　ワイヤレスアンプ　　１台
　ワイヤレスマイクハンド型２個
　　〃　　タイピン型　１個
　ヘッドセットマイク　１台
　チューナーユニット　１台

291,000

在宅福祉
「高齢者サロン」

30 西北ふれあいサロンいかまいか 藤枝市 高齢者支援（小地
域活動団体）

高齢者サロン用
　低椅子　　４０脚

107,000

在宅福祉
「高齢者サロン」

31 お達者クラブ 島田市 高齢者支援（ボラ
ンティアグルー
プ）

高齢者サロン用
　ハンドベル　２セット
　楽譜　　　　１冊
　ＣＤラジカセ１台
　マイク　　　１本

19,000

在宅福祉
「高齢者サロン」

32 ほっと月坂 島田市 高齢者支援（小地
域活動団体）

高齢者サロン用
　ワイヤレスアンプ　１台
　ワイヤレスマイク　１台

103,000

在宅福祉
「高齢者サロン」

33 高砂町すこやか会 島田市 高齢者支援（小地
域活動団体）

高齢者サロン用
　ワイヤレスアンプ１台
　ワイヤレスマイク２本
　増設チューナー　１台
　有線マイク　　　１本

167,000

在宅福祉
「高齢者サロン」

34 東町ふれあいタイム 島田市 小地域活動団体 高齢者サロン用
　トランポビクス　１０台
　自動血圧計　　　　１台
　専用架台　　　　　１台

289,000

在宅福祉
「高齢者サロン」

35 牧之原市静波地区社会福祉協議会楽らく倶
楽部

牧之原市 小地域活動団体 高齢者サロン用
　ワイヤレスアンプ　１台
　ハンド型マイク　　１本
　タイピン型マイク　１個
　チューナーユニット２台

226,000

在宅福祉
「高齢者サロン」

36 千頭東区千頭東元気会 川根本町 高齢者支援（小地
域活動団体）

高齢者サロン用
　グラウンドゴルフ
　伸長ポールホールポスト　　　　１２台
　スタートマット　　　　　　　　１２枚
　三角旗　　　　　　　　　　　　１２枚
　ホールポスト用おもり　　　　　　３台
　ホールポスト・マット収納バッグ　２個

84,000



平成24年度
（平成24年7月9日決定）

平成23年度共同募金による"赤い羽根"安心・安全・地域の支え合い体制づくり支援事業助成一覧 静岡県共同募金会
No.5

区分 № 団体名 所在地
団体

の種類
事業内容 助成額 備考

在宅福祉
「高齢者サロン」

37 沢間区自治会つり橋会 川根本町 高齢者支援（小地
域活動団体）

高齢者サロン用
　座椅子　　２０台

129,000

在宅福祉
「高齢者サロン」

38 岳洋自治会十日会 菊川市 小地域活動団体 高齢者サロン用
　テーブル        ８台
　テーブル用台車　１台

300,000

在宅福祉
「高齢者サロン」

39 大須賀第１地区福祉協議会
汐見会・
川原町わかばの会・
番町ふれあいサロン

掛川市 高齢者支援（小地
域活動団体）

高齢者サロン用
　ワイヤレスアンプ　１台
　ワイヤレスマイク　２本
　タイピンマイク　　１本
　チューナー　　　　２台
　マイクスタンド

260,000

在宅福祉
「高齢者サロン」

40 掛川市野中区わかばの会 掛川市 高齢者支援（小地
域活動団体）

高齢者サロン用
　低椅子　　　３０脚

194,000

在宅福祉
「高齢者サロン」

41 磐田市安久路自治会ふれあいサロンあくろ 磐田市 高齢者支援（小地
域活動団体）

高齢者サロン
　トイレバリアフリー化

300,000

在宅福祉
「高齢者サロン」

42 磐田市気子島自治会なかよしサロン気子島 磐田市 高齢者支援（小地
域活動団体）

高齢者サロン
　トイレバリアフリー化

225,000

在宅福祉
「高齢者サロン」

43 久保町自治会久保サロン 磐田市 高齢者支援（小地
域活動団体）

高齢者サロン用
　テーブル　７台

43,000

在宅福祉
「高齢者サロン」

44 下神増自治会下神増ふれあいサロン 磐田市 高齢者支援（小地
域活動団体）

高齢者サロン用
　ワイヤレスアンプ　　１台
　チューナーユニット　１台
　ワイヤレスマイク　　２本

216,000

在宅福祉
「高齢者サロン」

45 静岡県作業療法士会 浜松市 高齢者支援 高齢者の居場所づくりによる街中にぎわい計画
　―　世代を超えた絆づくり　―

123,000 他の高齢者サロンは、ボラン
ティアにより開催されてい
る。人件費を除き、事業費
137,000円に対し90％助成。

在宅福祉
「高齢者サロン」

46 下堀ふれあい会 浜松市 高齢者支援（小地
域活動団体）

高齢者サロン用
　健康吹き矢用具一式　３セット
　公式輪投げセット　　３セット

90,000

在宅福祉
「高齢者サロン」

47 小松南自治会いきいきサロンひふみ会 浜松市 高齢者支援（小地
域活動団体）

高齢者サロン用
　ビンゴゲーム機　１台

255,000

在宅福祉
「高齢者サロン」

48 東美薗自治会ふれあいいきいきサロン 浜松市 高齢者支援（小地
域活動団体）

高齢者サロン
　スロープ延長舗装工事

200,000 ＜助成条件＞
既設スロープとの接合部分を
広くとること。

在宅福祉
「高齢者サロン」

49 白倉ふれあいサロン 浜松市 高齢者支援（小地
域活動団体）

高齢者サロン用
　低座椅子　　２０脚

71,000



平成24年度
（平成24年7月9日決定）

平成23年度共同募金による"赤い羽根"安心・安全・地域の支え合い体制づくり支援事業助成一覧 静岡県共同募金会
No.6

区分 № 団体名 所在地
団体

の種類
事業内容 助成額 備考

在宅福祉
「高齢者サロン」

50 岩明虹の里サロン 浜松市 高齢者支援（小地
域活動団体）

高齢者サロン用
　座椅子ロータイプ　　５台
　座椅子ミドルタイプ　５台

59,000

在宅福祉
「高齢者サロン」

51 大峯ティーパーティー 浜松市 高齢者支援（小地
域活動団体）

高齢者サロン用
　座椅子　　６台

24,000

在宅福祉
「高齢者サロン」

52 皆原自治会四季を楽しむ会 浜松市 高齢者支援（小地
域活動団体）

「四季を楽しむ会」
　作業用折りたたみテーブル　　２台
　作業用折りたたみ低テーブル　６台

0 組織が脆弱で活動が個人的。
経理帳簿整備がされていない
ので見送り。

在宅福祉
「子どもの遊び場」

53 南町自治会 裾野市 小地域活動団体 子どもの遊び場
　２連式ブランコ設置工事　１式
　既存遊具撤去費用等　　　１式

300,000

在宅福祉
「子どもの遊び場」

54 岡田自治会 島田市 小地域活動団体 子どもの遊び場
　スベリ台　１基
　運搬・設置・基礎工事・諸経費１式

300,000

在宅福祉
「その他」

55 特定非営利活動法人リボングラフィックス 静岡市 （ＮＰＯ法人） 在宅障がい者就労支援のためのイラスト技術ツール作成 200,000

在宅福祉
「その他」

56 静岡県車椅子友の会掛川支部 掛川市 当事者団体 札幌式ユニバーサルトイレ　１台 262,000

在宅福祉
「その他」

57 特定非営利活動法人てくてく 浜松市 ひきこもり者・家
族ケア（ＮＰＯ法
人）

ひきこもり家族への相談会 200,000

在宅福祉
「その他」

58 特定非営利活動法人静岡団塊創業塾 静岡市 （ＮＰＯ法人） 定年退職後のひきこもり予防講座 0 福祉的要素より生涯学習・自
己啓発要素が強く、見送り。

在宅福祉
「その他」

59 傾聴ボランティア「いろり端」 沼津市 ボランティアグ
ループ

傾聴活動 0 個人情報保護の課題が関係
し、社協・民生委員・包括セ
ンター等の連携が必要。包括
や社協に団体運営の専門的な
助言、支援を要し見送り。

在宅福祉
「その他」

60 グリーフワークこころの絆をはぐくむ会 静岡市 当事者団体 「いのち」の大切さを伝える講演会 200,000

在宅福祉
「その他」

61 はままつチャイルドライン 浜松市 電話相談事業 チャイルドライン　電話相談賃借料 110,000

人材養成 62 特定非営利活動法人こころのケアグループ 静岡市 心の健康促進支援
（ＮＰＯ法人）

援助者のための聴くスキルアップ研修「傾聴トレーニング」 0 看護師・介護士等専門職の資
質向上研修で見送り。



平成24年度
（平成24年7月9日決定）

平成23年度共同募金による"赤い羽根"安心・安全・地域の支え合い体制づくり支援事業助成一覧 静岡県共同募金会
No.7

区分 № 団体名 所在地
団体

の種類
事業内容 助成額 備考

人材養成 63 ｐｌａｃｅ　ｏｆ　ｐｅａｃｅ
（プレイス　オブ　ピース）

静岡市 母子支援 ファシリテーター傾聴子育て支援者養成研修（スキルアップ） 0 民間資格保有者の資質向上研
修で見送り。

調査活動 64 富塚・西和まちづくり推進協議会 浜松市 小地域活動団体 高齢者・障害者避難支援マップ化 162,000

59 10,462,000

※　助成率

　助 成 率 ９０％以内（千円未満切捨）

　助成額の上限 ①事 業 費：２０万円 ②機器整備費：３０万円

合　計



平成24年度 平成23年度共同募金による"赤い羽根"安心・安全・地域の支え合い体制づくり支援事業　追加募集　助成一覧 No.1
社会福祉法人静岡県共同募金会

区分 受№ 団体名 所在地 団体の種類 事　業　内　容 助成額(円) 説明

要援護者のための支
援体制づくり

2 大岩３区 富士宮市 小地域活動団体
要援護者、孤立（老齢独身）世帯の移送用車椅子・ベル整備事業
　車椅子　６台
　ベル　６０個

300,000

要援護者のための支
援体制づくり

3 田原地区社会福祉協議会 磐田市 小地域活動団体 要援護者のための見守り事業(救急医療情報キット400） 74,000

要援護者のための支
援体制づくり

4 池田自治連合会 磐田市 小地域活動団体 見守り安否確認事業（タオル作製） 200,000

要援護者のための支
援体制づくり

5 浜松市北地区社会福祉協議会 浜松市 小地域活動団体

１．災害時要援護者支援対策名簿マップ
２．高齢者サロン
　ワイヤレスアンプ一式
　健康吹き矢用具　２セット

198,000

災害時要援護者救済のための無線機
　携帯型デジタル無線機　３台

295,000

在宅福祉「子育て支
援」

6 特定非営利活動法人すけっと・まきのはら 牧之原市 ＮＰＯ法人 Nobody’s　Perfect!子育てママさんの座談会開催事業 198,000

在宅福祉「子育て支
援」

7 西南郷地区福祉協議会子育てサロンのびのび広場 掛川市 小地域活動団体
遊具　　１基（おりたたみキッズパーク）
収納庫　１台

116,000

在宅福祉「子育て支
援」

8 袋井市民生委員児童委員協議会児童福祉部会 袋井市 社会福祉団体 きまりを守る子ども育成事業「紙芝居」 160,000

人材養成
「介護教室」

10 石川自治会 静岡市 小地域活動団体 介護教室開催事業 47,000

外出移動支援
車椅子貸出事業
　多機能タイプ車椅子　２台

206,000

外出移動支援 11 中野戸自治会 磐田市 小地域活動団体
車椅子貸出事業
　車椅子　　　　　３台

94,000

在宅高齢者の活動推
進「高齢者の居場
所」

12
特定非営利活動法人
まごころサービス静岡東部センター

沼津市 ＮＰＯ法人
高齢者の居場所づくり事業“寄り合い処・かぬき「暖だん」”
・リーフレット作成事業

85,000

在宅高齢者の活動推
進「高齢者サロン」

13 パサディナ区いきいきサロン「じゅらく」 函南町 小地域活動団体

高齢者サロン用
　ワイヤレスシステムアンプ１式
　チューナーユニット　　　２台
　ハンド型ワイヤレスマイク３本

286,000

在宅高齢者の活動推
進「高齢者サロン」

1 大岩１区寄り合い処つくしの会 富士宮市 小地域活動団体

高齢者サロン用
　ワイヤレスアンプ　１台
　ワイヤレスマイク　２本
　チューナーユニット１台
　ハンドマイク　　　１本

263,000



平成24年度 平成23年度共同募金による"赤い羽根"安心・安全・地域の支え合い体制づくり支援事業　追加募集　助成一覧 No.2
社会福祉法人静岡県共同募金会

区分 受№ 団体名 所在地 団体の種類 事　業　内　容 助成額(円) 説明

在宅高齢者の活動推
進「高齢者サロン」

14 ふれあい・いきいきサロンたけのこ 富士市 小地域活動団体
高齢者サロン用
　ステレオＣＤカセットラジオレコーダー　　　　　１台
　座椅子　１０脚

29,000

在宅高齢者の活動推
進「高齢者サロン」

15 袖師地区社会福祉協議会Ｓ型デイサービス 静岡市 小地域活動団体
高齢者サロン用
　四脚固定椅子　４０脚

269,000

在宅高齢者の活動推
進「高齢者サロン」

16
小島地区社会福祉協議会
Ｓ型デイサービスきょうの会宍原会場

静岡市 小地域活動団体
高齢者サロン
　男女トイレ洋式化工事一式

262,000

在宅高齢者の活動推
進「高齢者サロン」

17 松井町自治会ナイスクラブすみれ会 静岡市 小地域活動団体
高齢者サロン
　トイレ洋式化手すり工事一式

300,000

在宅高齢者の活動推
進「高齢者サロン」

18
興津地区社会福祉協議会
Ｓ型デイサービス興津中町会場

静岡市 小地域活動団体
高齢者サロン用
　ワイヤレスアンプ　１台
　ワイヤレスマイク　１本

127,000

在宅高齢者の活動推
進「高齢者サロン」

19 両河内地区社会福祉協議会Ｓ型デイサービス 静岡市 小地域活動団体
高齢者サロン用
　ゲームレール　　　　１台
　スカットボールセット１台

79,000

在宅高齢者の活動推
進「高齢者サロン」

20 上原自治会 静岡市 小地域活動団体 座椅子　１０脚 0
Ｓ型デイサービス等の介護
予防サロン未実施のため見
送り。

在宅高齢者の活動推
進「高齢者サロン」

21 ミニデイ坂本 焼津市 社会福祉団体
高齢者サロン用
　輪投げ　　　　　１式
　ボーリングゲーム１式

44,000

在宅高齢者の活動推
進「高齢者サロン」

22 石津ミニデイサービス 焼津市 小地域活動団体
高齢者サロン用
　丸巻じゅうたん　４枚

151,000

在宅高齢者の活動推
進「高齢者サロン」

23 ミニデイサービス「大島たんぽぽの会」 焼津市
ボランティアグルー
プ

高齢者サロン用
　カーペット　　　　８

75,000

在宅高齢者の活動推
進「高齢者サロン」

24
平島第一町内会
ふれあいサロンちょっくらよってみざあ

藤枝市 小地域活動団体
高齢者サロン用
　手摺り設置工事

83,000

在宅高齢者の活動推
進「高齢者サロン」

25 潮町内会潮ふれあいサロン 藤枝市 小地域活動団体
高齢者サロン
　男女トイレ洋式化工事一式

253,000

在宅高齢者の活動推
進「高齢者サロン」

26 鬼島町内会鬼島ふれあいサロンももちゃん 藤枝市 小地域活動団体
高齢者サロン用
　音楽機器整備事業

50,000

在宅高齢者の活動推
進「高齢者サロン」

27 御仮屋町社会福祉協議会健康とふれあいサロン 島田市 小地域活動団体
高齢者サロン用
　自動血圧計・架台セット　一式

203,000

在宅高齢者の活動推
進「高齢者サロン」

28 柳三区自治会いきいきサロン会 川根本町 小地域活動団体
高齢者サロン用
　座椅子　5脚

0 辞退

在宅高齢者の活動推
進「高齢者サロン」

29 富丘下原自治会おきらくサロン 磐田市 小地域活動団体
高齢者サロン用
　低床用テーブル　１０台

62,000



平成24年度 平成23年度共同募金による"赤い羽根"安心・安全・地域の支え合い体制づくり支援事業　追加募集　助成一覧 No.3
社会福祉法人静岡県共同募金会

区分 受№ 団体名 所在地 団体の種類 事　業　内　容 助成額(円) 説明

在宅高齢者の活動推
進「高齢者サロン」

30 川原自治会絆会 磐田市 小地域活動団体
高齢者サロン用
　座椅子　１０脚

80,000

在宅高齢者の活動推
進「高齢者サロン」

31 桜ヶ丘桜助の会 磐田市 小地域活動団体
高齢者サロン用
　椅子　　２５脚

269,000

在宅高齢者の活動推
進「高齢者サロン」

32 上神増自治会上神増ふれあいサロン 磐田市 小地域活動団体
高齢者サロン用
　折りたたみ式座椅子　５０脚

178,000

在宅高齢者の活動推
進「高齢者サロン」

33 田川自治会田川ふれあいサロン 磐田市 小地域活動団体

高齢者サロン用
　ワイヤレスアンプ　１台
　チューナーユニット１台
　ワイヤレスマイク　２本

213,000

在宅高齢者の活動推
進「高齢者サロン」

34 福田南地区自治会ふくでみなみときめきサロン 磐田市 小地域活動団体

高齢者サロン用
　ＣＤ付ワイヤレスアンプ１台
　ワイヤレスマイク　　　１台
　有線マイク　　　　　　１台

124,000

在宅高齢者の活動推
進「高齢者サロン」

35 下大之郷自治会仲良しサロン 磐田市 小地域活動団体

高齢者サロン用
　ポータブルアンプシステム１式
　マイクロフォン　　　　　１本
　マイクスタンド　　　　　１本
　ワイヤレス受信機　　　　１台
　チューナーユニット　　　１台
　アンテナユニット　　　　１台
　ワイヤレスマイク　　　　１本

224,000

在宅高齢者の活動推
進「高齢者サロン」

36 京見塚自治会京見塚いきいきサロン 磐田市 小地域活動団体 まな板・包丁収納庫　１台 0
サロン活動では食事提供し
ていない。行政施設内備品
のため見送り。

在宅高齢者の活動推
進「高齢者サロン」

37 大藤第７区自治会 磐田市 小地域活動団体

高齢者サロン用
ワイヤレスアンプ　１台
チューナーユニット１台
ワイヤレスマイク　２本

230,000

在宅高齢者の活動推
進「高齢者サロン」

38 前野自治会 磐田市 小地域活動団体

高齢者サロン用
　アンプスピーカーセット　１セット
　スピーカースタンド　　　２台
　マイクスタンド　　　　　１台
　マイクスタンドアダプター１台
　スピーカーケーブル　　　２本
　ワイヤレスマイク　　　　１本
　ポータブルＤＶＤ　　　　１台
　コードリール付電工ドラム１台

216,000

在宅高齢者の活動推
進「高齢者サロン」

39 磐田市元倉町自治会 磐田市 小地域活動団体
高齢者サロン用
　テーブル　６台

37,000



平成24年度 平成23年度共同募金による"赤い羽根"安心・安全・地域の支え合い体制づくり支援事業　追加募集　助成一覧 No.4
社会福祉法人静岡県共同募金会

区分 受№ 団体名 所在地 団体の種類 事　業　内　容 助成額(円) 説明

在宅高齢者の活動推
進「高齢者・子育て
支援」

40 芳川地区社会福祉協議会にこにこサロン 浜松市 小地域活動団体

子育てサロン用
　マイク・スピーカー機器一式
　ミキサー内蔵スピーカー１台
　ワイヤレスシステム　　２台
　ピンマイク　　　　　　２台
　ケーブル3ⅿ　　　　　 ２本
　ケーブル5ⅿ　　　　　 １本
　マイクロフォン　　　　１台

220,000

在宅高齢者の活動推
進「高齢者サロン」

41 萩丘中地区社会福祉協議会 浜松市 小地域活動団体

子育て・高齢者サロン用
音響機器整備
　ラック　　　　　　　１台
　パワーアンプ　　　　１台
　ハウリングサプレッサー
　ワイヤレスチューナー１台
　チューナーユニット　１台
　ＣＤプレーヤー　　　１台
　ワイヤレスマイク　　２台
　ワイヤレスアンテナ　２台
　スピーカー　　　　　４台
　卓上マイクスタンド　１台
　小物入れＢＯＸ　　　１台

300,000

在宅高齢者の活動推
進「高齢者サロン」

42 薬新町自治会 浜松市 小地域活動団体

高齢者サロン用
　ポータブルワイヤレスアンプ１台
　ワイヤレスマイク　　　　　２本
　デスクトップスタンド　　　１本

197,000

在宅高齢者の活動推
進「高齢者サロン」

43 高畑自治会ふれあいいきいきサロン 浜松市 小地域活動団体

高齢者サロン用
　輪投げセット　　　３セット
　健康吹き矢セット　３セット
　折りたたみ椅子　１０脚

178,000

在宅高齢者の活動推
進「高齢者サロン」

44 すみれサポーター 浜松市 小地域活動団体

高齢者サロン用
　①ＣＤラジオカセット１台
　②炊飯器(１升炊き） １台
　③オーブンレンジ　　１台

58,000

在宅高齢者の活動推
進「高齢者サロン」

45 味彩会 浜松市 小地域活動団体
高齢者サロン用
　座椅子　８脚

51,000

在宅高齢者の活動推
進「高齢者サロン」

46 入出自治会ふれあい・いきいきサロン 湖西市 小地域活動団体
高齢者サロン
　スロープ工事一式

249,000

在宅高齢者の活動推
進「高齢者サロン」

47
鷲津西地区福祉会古見地域福祉会
ふれあいきいきサロン

湖西市 小地域活動団体
高齢者サロン用
　　チューナーユニット１台
　ワイヤレスマイク　１本

70,000



平成24年度 平成23年度共同募金による"赤い羽根"安心・安全・地域の支え合い体制づくり支援事業　追加募集　助成一覧 No.5
社会福祉法人静岡県共同募金会

区分 受№ 団体名 所在地 団体の種類 事　業　内　容 助成額(円) 説明

子供の外遊び促進 48 市野町南自治会子供の遊び場 浜松市 小地域活動団体
子どもの遊び場幼児用遊具
　スイングメイト(ポニー)１台

270,000

子供の外遊び促進 49 南上の原第１自治会南上の原児童公園 湖西市 小地域活動団体
子どもの遊び場遊具
　鉄棒（３間）　１基
　砂場　　　　　１式

300,000

障害者支援 50 グループほうたる 焼津市
ボランティアグルー
プ

視覚障害者へ情報提供のための録音機器デジタル化
　ＣＤコピー機　　１台
　プレクストーク　１台（録音再生機）

121,000

人材養成「高齢者支
援講演会」

9 竜洋地区社会福祉協議会 磐田市 小地域活動団体 高齢者支援のための講演会開催事業 200,000

人材養成「サロンス
タッフ講習」

51 篠原地区社会福祉協議会 浜松市 小地域活動団体
高齢者サロンスタッフ講習会開催事業
・認知症予防・高齢者福祉サービス・健康トラブル
・居住環境・成年後見制度・食育

200,000

人材養成「相談員」 52 特定非営利活動法人静岡家庭教育サポート協会 焼津市 児童青少年支援団体 子ども専用電話受け手養成講座開催事業 180,000

調査活動マップ 53 長泉町民生委員・児童委員協議会 長泉町 社会福祉団体 災害時要支援者対象名簿・対象者マップ作成事業 113,000

計 53 8,787,000

助成枠    9,538,000円
助成52事業8,787,000円
助成残      751,000円

辞退 1事業   17,000円
見送 2事業  167,000円

取扱要領（抜粋）



平成24年度 （単位：円）

№ 施設団体名 所在地 助成額 助成内容

1
つくしんぼ乳児園
（無認可保育所）

静岡市 524,000
①トイレ改修
②エアコン取替

2
更生保護法人静岡県勧善会
静岡県勧善会

静岡市 1,003,000

①浴室改修
②居室・娯楽室の畳表替・新床入替
③食堂エアコン取替

3
特定非営利活動法人
精神障害者生活支援よもぎ会
（障害者就労支援）

静岡市 179,000
①電子レンジ
②炊飯ジャー

計３件 1,706,000

緊急助成資金　助成一覧
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