
平成25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Ⅰ
施設・団体
の　種　類

事　業　内　容 助成額（円） 説明

機器整備 32 碧の園ホームヘルプ 伊東市
障害福祉サービス事業（居宅介
護）

送迎用自動車　１台　（増車） 976,000

機器整備
46 乳児共同保育所つくし保育園 伊東市 認可外保育所

乳児用防災頭巾１５個
避難車　　　　　１台
タオル蒸し器　　１台
箱イス　　　　１０台

207,000

地域福祉
市町社協
機器整備

1 伊豆市社会福祉協議会 伊豆市 社会福祉団体

大判インクジェットプリンター１台
ポスター等ＰＣソフト　　　　１式
長尺用ＰＣソフト　　　　　　１式
搬入設置費　　　　　　　　　１式

315,000

機器整備
52 中伊豆放課後児童クラブ 伊豆市

放課後児童クラブ（放課後児童
健全育成事業）

ホッピング緑(～45kg)３台
　〃　　　黄(～35kg)３台
　〃　　　赤(～30kg)３台
ノーパンク一輪車　　８台
バイキングスクーター２台

133,000

機器整備
53 天城放課後児童クラブ 伊豆市

放課後児童クラブ（放課後児童
健全育成事業）

ホッピング緑(～45kg)３台
　〃　　　黄(～35kg)３台
　〃　　　赤(～30kg)３台
ノーパンク一輪車　　７台
バイキングスクーター２台
竹馬　　　　　　　３０組

187,000

機器整備
14 さをりひろば伊豆函南楽糸（いと） 函南町

障害福祉サービス事業（就労継
続支援Ｂ型）

手織り機　　２台
綜絖枠　　　４台
筬４羽５羽　各２
織機部品　　１式

202,000

機器整備 4 クリエート太陽 沼津市
障害福祉サービス事業（生活介
護・就労継続支援Ｂ型）

送迎作業用自動車8人乗整備事業（買替） 1,120,000

機器整備 13 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）

作業用自動車5人乗り　１台　（増車） 844,000

機器整備 47 保育所ちびっこ園 御殿場市 認可外保育所
保育所　壁紙貼り替え工事　１式
避難車　１台

743,000

機器整備 48 あおぞらキッズハウス 御殿場市 認可外保育所
人工芝(W183㎝×L15m=27.5㎡)×2(55㎡)
両面テープ(15m)×2

323,000

機器整備
54 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）

木製ままごとセット　１セット
フーズセット５種　各１セット
アルミ竹馬　　　　１２組

134,000

地域福祉
市町社協
機器整備

5 松崎町社会福祉協議会 松崎町 社会福祉団体 在宅支援用8人乗り普通自動車　１台　（増車）（車いす対応車） 1,338,000

地域福祉
市町社協
機器整備

6 清水町社会福祉協議会 清水町 社会福祉団体 在宅支援用軽自動車　１台　（増車） 657,000

機器整備 2 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）

エアコン取替工事　　７台
照明器具取替工事　　７台
物干し金物取替工事１０台

1,280,000

機器整備 15 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）

空調機器整備工事　１式 1,481,000

機器整備 16 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）

物置　　　　　１基
組立施工料金　１式
解体廃棄料金　１式

118,000



平成25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Ⅰ
施設・団体
の　種　類

事　業　内　容 助成額（円） 説明

機器整備 55
ききょうの里子どもクラブＡ・Ｂ・
Ｃ

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　 ５台
　〃　16ｲﾝﾁ　 ５台
　〃　18ｲﾝﾁ　 ５台
　〃　20ｲﾝﾁ　 ３台
ラキュー　　  ３セット（ブロック2400ピース）

116,000

機器整備 56 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．ままごと　お料理ｾｯﾄ　  １ｾｯﾄ
2．ままごと　ｷｯﾁﾝ　　　   １ｾｯﾄ
3．ﾄﾞﾐﾉ　ﾄﾞﾐﾉﾚｰｽｾｯﾄ　     ２ｾｯﾄ
　 ﾄﾞﾐﾉ　ｱﾆﾏﾙﾄﾞﾐﾉﾚｰｽ　    １ｾｯﾄ
4．ままごと炊飯器ﾃﾞﾗｯｸｽｾｯﾄ１ｾｯﾄ
　 ままごと　ﾌﾟﾚｲﾌｰﾄﾞｾｯﾄ  １ｾｯﾄ
5．ﾌﾞﾛｯｸLaQｴｷｽﾊﾟｰﾄL　　　 １ｾｯﾄ
　 ﾌﾞﾛｯｸLaQｴｷｽﾊﾟｰﾄSﾊﾟｽﾃﾙ  １ｾｯﾄ
6．LaQﾗﾝﾄﾞ地下迷宮の謎    １ｾｯﾄ
　 LaQｴﾝﾄﾘｰﾌﾞｯｸ　　　　　 １ｾｯﾄ
　 LaQ超ｽｰﾊﾟｰﾃｸﾆｯｸ　　　　１ｾｯﾄ

137,000

機器整備 5 わたぐも 静岡市
障害福祉サービス事業（生活介
護）

ストレッチャー型体重計　１台 468,000

機器整備 6
清水障害者サポートセンターそら生
活介護事業所

静岡市
障害福祉サービス事業（生活介
護）

送迎用自動車　１台
車椅子仕様4人+5人乗

2,589,000

機器整備 7 ネットワークひこばえ 静岡市
障害福祉サービス事業（生活介
護・就労継続支援Ｂ型）

作業棚
・ﾎﾞｰﾄﾞ付ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ１台
・軽中量棚　　　１台
・シェルフ　　　１台

439,000

機器整備 17 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）

作業用軽自動車　１台（買替） 559,000

機器整備 18 ゆうゆう舎 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１台（増車） 720,000

機器整備 39
サポートプレイス「三保の杜」壱番
館

静岡市 生活弱者自立支援施設
・外部階段手摺取付　　　１式
・トイレバリアフリー工事１式
・トイレ内装、排水工事　１式

0 【審査結果】見送り

機器整備 41 障害児の児童クラブわかたけ 静岡市 放課後等デイサービス 送迎用自動車8人乗り　１台（増車） 1,356,000

地域福祉
「県域」

2 静岡県聴覚障害者協会 静岡市 社会福祉団体 夏休みろう子どもクラブ 1,952,000

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

地域福祉
「県域」

3 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） 触ってみよう、聞いてみよう開かれた美術展開催事業 540,000

地域福祉
「県域」

4 静岡県障害者スポーツ協会 静岡市 社会福祉団体
重度障害者のひきこもり防止と健康維持増進・機能回復のための「出張スポーツレ
クリエーション教室」開催事業 1,080,000

地域福祉
「県域」

6 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

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33回サマーショートボランティア活動計画 2,000,000

②勤労者のボランティア活動参加促進事業 300,000

③ボランティア活動の手引き発行　A4版　44頁　5,000部 660,000

地域福祉
「県域」

13 特定非営利活動法人ＰＯＰＯＬＯ 静岡市
生活困窮者支援事業（ＮＰＯ法
人）

フードバンク事業 1,264,000

地域福祉
「県域」

15
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 分かち合い（グリーフワーク）を毎月１回開催。 40,000

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・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」

17 静岡県社会福祉協議会 静岡市 社会福祉団体 居場所づくり推進事業 1,170,000



平成25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Ⅰ
施設・団体
の　種　類

事　業　内　容 助成額（円） 説明

民生委員・児童委員のＰＲ用ＤＶＤの作成 0

権利擁護の普及、啓発事業 0

小学生向け「福祉教育カレンダー」作成事業 900,000

生活困難者支援事業 3,600,000

福祉教育副読本作成事業 900,000

機器整備 8 緑遥作業所 焼津市
障害福祉サービス事業（生活介
護・就労継続支援Ｂ型）

送迎用自動車2人+8人乗り　１台（車椅子リフト式）（買替） 1,928,000

機器整備 19 野いちご 焼津市
障害福祉サービス事業（就労継
続支援Ｂ型）

作業台(180㎝)　 ３台
作業台(120㎝)　 ２台
丸椅子　　　　１０脚
肘付椅子　　　　５脚
丸テーブル　　　１台
ＡＶテーブル　　１台

339,000

機器整備 20 暁 焼津市
障害福祉サービス事業（就労移
行支援・就労継続支援Ｂ型）

送迎作業用自動車7人乗り　１台　（買替） 1,454,000

機器整備 44 児童養護施設春風寮 焼津市 児童養護施設
ブルーレイレコーダー１台
ポータブルブルーレイプレイヤー３台

158,000

機器整備 49
家庭的保育施設きっずらんどすまい
る

焼津市 認可外保育所
園庭ゴムチップ舗装工事１式
玄関ドア取替工事　　　１式

0 【審査結果】見送り

機器整備 21 エンゼルハート 藤枝市
障害福祉サービス事業（生活介
護）

送迎兼移動用自動車　１台（車いす対応型）（買替） 2,329,000

地域福祉
「県域」

14
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　２台 4,907,000 【審査結果】助成率60%

機器整備 9 空と大地と島田事業所 島田市
障害福祉サービス事業（生活介
護・就労移行支援）

物置　　　　　　　１基
コーナー部品　　１６個
組立・転倒防止工事１式

177,000

機器整備 22 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）

作業用自動車9人乗り　１台　（買替） 1,283,000

機器整備 37 相談室こころ 島田市 相談支援事業 相談支援用軽自動車　１台（買替） 481,000

機器整備 42 おれんじ初倉 島田市 放課後等デイサービス

物置　　　　１棟
組立設置費　１式
ブロック　１６個
転倒防止工事１式
諸経費　　　１式

374,000

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

機器整備 24 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）

作業用自動車9人乗り　１台（買替） 1,269,000

地域福祉
市町社協
機器整備

2 牧之原市社会福祉協議会 牧之原市 社会福祉団体 在宅支援用普通自動車　１台（増車） 753,000

機器整備 34
生活支援センターいつでもおまえざ
き

御前崎市

相談支援・地域活動支援セン
ター・指定特定相談支援・指定
一般相談支援・指定障害児相談
支援）

訪問・送迎用自動車5人乗り　１台（増車） 1,095,000

機器整備 25 工房オアシス 菊川市
障害福祉サービス事業（就労継
続支援Ｂ型）

パン発酵器　１台
（ﾄﾞｩｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰﾎｲﾛ）
搬入・据付・給排水工事費・諸経費１式

1,259,000

機器整備 26 ひまわり工房 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）

風除け等設置(南側)　１式
入口屋根設置(東側)　１式
屋根設置(西側)　　　１式

810,000

【審査結果】
ＤＶＤ作成は見送り。
除外して90％。各事業間の流用を認める。



平成25年度共同募金福祉施設団体助成一覧 No.4
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区分 № 施設・団体名
施　設

所在地Ⅰ
施設・団体
の　種　類

事　業　内　容 助成額（円） 説明

機器整備 27 ベース・キャンプ 掛川市
障害福祉サービス事業（就労継
続支援Ｂ型）

ＬＥＤ照明器具１１台
消耗品雑財　　　１式
電工費　　　　　１式
撤去処分費　　　１式
諸経費　　　　　１式

170,000

機器整備 35 生活支援センターいつでも 掛川市
相談支援・地域活動支援セン
ター

訪問用5人乗り自動車　１台（増車） 795,000

機器整備 50 大浜愛育園 掛川市 認可外保育所 大型遊具　　１基 1,174,000

機器整備 51 きよさき保育園 掛川市 認可外保育所

壁紙貼り替え　　　　　１式
窓用ブラインド　　　　１台
出入口ロールスクリーン１台
避難車                １台

333,000

機器整備 57
城北小学校第２学童保育所わくわく
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）

竹馬　　　　６組
竹馬ラック　１台
一輪車　　　６台
一輪車ラック１台

119,000

機器整備 28 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）

送迎用自動車10人乗り　１台　（買替） 1,352,000

機器整備 36 生活支援センター袋井いろいろ 袋井市
相談支援・地域活動支援セン
ター・指定特定相談支援・指定
一般相談支援・指定障害児相談

訪問・送迎用自動車8人乗り　１台（増車） 1,519,000

機器整備 58 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）

はだし保育足洗い場　１式
（回転式水道蛇口４個付、排水ホース付）

173,000

地域福祉
市町社協
機器整備

3 袋井市社会福祉協議会 袋井市 社会福祉団体 在宅支援用軽自動車　　１台　（買替）（車いす対応車） 917,000

機器整備 10 おおふじ学園 磐田市
障害福祉サービス事業（生活介
護）

車椅子用体重計　　　１台
デジタル自動血圧計　１台
ジョイントマット　４０枚
ペグボートセット　　２セット
作業台　　　　　　　１台
福祉用椅子　　　　　２台

638,000

機器整備 29 たんぽぽ共同作業所 磐田市
障害福祉サービス事業（就労移
行支援・就労継続支援Ｂ型）

送迎用自動車8人乗り　１台（買替） 1,270,000

機器整備 1 浜松協働学舎根洗寮 浜松市
障害福祉サービス事業（障害者
支援施設・施設入所支援・生活
介護・短期入所）

急速冷却機器１台　（ブラストチラー）
設置工事費　１式

975,000

機器整備 3 あかね 浜松市
障害福祉サービス事業（共同生
活介護）

・相談室
エアコン１台、衝立１台、
応接セット　１台
・台所
冷蔵庫１台、食器戸棚１台
配膳棚１台、レンジ１台
エアコン１台
・食堂
テーブル・イスセット　１セット
テレビ１台、応接セット　１セット
サイドボード１台、エアコン１台
・洗濯室
洗濯機　３台、エアコン　１台

1,295,000

機器整備 11 工房めい 浜松市
障害福祉サービス事業（生活介
護）

移送用自動車14人乗り　１台（増車） 1,862,000

機器整備 30 みなみ 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10人乗り　１台（買替） 1,467,000

機器整備 38 相談支援事業所まど 浜松市 相談支援事業 送迎用自動車1人＋5人乗り　１台（車椅子対応）（増車） 1,224,000



平成25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Ⅰ
施設・団体
の　種　類

事　業　内　容 助成額（円） 説明

機器整備 43 わかな 浜松市 放課後等デイサービス 日除け設置工事　１式 1,425,000

機器整備 59 らっこクラブ 浜松市
放課後児童クラブ（放課後児童
健全育成事業）

一輪車　１１台 113,000

機器整備 60 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）

積み木（カプラ1000）３セット
カプラデザインブック９冊
（初級・中級・上級各３冊）

123,000

機器整備 61 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）

積み木（カプラ1000）３セット
カプラデザインブック９冊
（初級・中級・上級各３冊）

123,000

機器整備 62 中瀬パンサークラブ 浜松市
放課後児童クラブ（放課後児童
健全育成事業）

積み木（カプラ1000）３セット
カプラデザインブック９冊
（初級・中級・上級各３冊）

123,000

機器整備 63 赤佐タイガークラブ 浜松市
放課後児童クラブ（放課後児童
健全育成事業）

積み木（カプラ1000）３セット
カプラデザインブック９冊
（初級・中級・上級各３冊）

123,000

地域福祉
「県域」

5 ふじのくにチーム★輝き 浜松市 任意団体 ようこそ　ふじのくに　チーム★輝きワールド開催事業 400,000

地域福祉
「県域」

7 子ども育ちレスキューネット 浜松市 不登校や高校中退者に対する相談事業＆学習支援事業 200,000

地域福祉
「県域」

10 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
「県域」

11 はままつチャイルドライン 浜松市 子ども電話相談 ボランティア受け手養成講座とチャイルドラインカード配布事業 200,000

地域福祉
「県域」

12 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）

トラウマからの回復支援講座、こころのケアオープンセミナー開催事業 1,000,000

地域福祉
市町社協
機器整備

4 湖西市社会福祉協議会 湖西市 社会福祉団体 在宅支援用普通自動車　１台（買替） 786,000

機器整備 31 ハートピア・ワーク湖西 湖西市
障害福祉サービス事業（就労継
続支援Ｂ型）

作業用軽トラック　１台（増車） 471,000

機器整備 45 真愛保育園 湖西市 保育所 プール設置工事　１式 1,496,000

小計 助成施設団体数　79 助成事業数　85 75,618,000



【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 924,105 738,940 1,663,045 1,262,379 2,925,424

伊東市 3,469,761 0 3,469,761 2,875,240 6,345,001

熱海市 971,879 787,889 1,759,768 1,483,000 3,242,768

伊豆市 4,920,546 ― 4,920,546 ― 4,920,546

伊豆の国市 1,709,990 777,517 2,487,507 1,500,000 3,987,507

三島市 3,860,178 576,537 4,436,715 2,116,370 6,553,085

沼津市 7,286,695 1,222,150 8,508,845 7,528,020 16,036,865

御殿場市 6,566,698 996,500 7,563,198 4,749,000 12,312,198

裾野市 2,189,243 916,994 3,106,237 1,580,000 4,686,237

富士宮市 9,828,381 1,129,077 10,957,458 2,970,860 13,928,318

富士市 11,616,689 411,598 12,028,287 9,609,000 21,637,287

静岡市 18,209,767 5,714,682 23,924,449 18,195,709 42,120,158

焼津市 9,468,489 5,369,252 14,837,741 6,154,975 20,992,716

藤枝市 8,331,311 1,997,732 10,329,043 4,449,337 14,778,380

島田市 7,154,881 1,487,228 8,642,109 4,283,670 12,925,779

牧之原市 3,407,658 0 3,407,658 983,898 4,391,556

御前崎市 2,399,031 738,359 3,137,390 1,455,000 4,592,390

菊川市 3,204,423 862,396 4,066,819 1,270,000 5,336,819

掛川市 6,799,154 2,269,656 9,068,810 6,136,074 15,204,884

袋井市 4,941,033 8,329 4,949,362 3,591,000 8,540,362

磐田市 6,805,317 3,587,751 10,393,068 6,762,392 17,155,460

浜松市 20,498,585 27,934,387 48,432,972 31,836,996 80,269,968

湖西市 2,907,077 1,156,858 4,063,935 3,955,030 8,018,965

東伊豆町 484,894 0 484,894 580,615 1,065,509

河津町 779,504 29,452 808,956 976,740 1,785,696

南伊豆町 986,684 0 986,684 1,269,033 2,255,717

松崎町 588,579 269,649 858,228 696,834 1,555,062

西伊豆町 1,187,153 0 1,187,153 871,716 2,058,869

函南町 2,481,882 315,968 2,797,850 2,609,300 5,407,150

清水町 2,135,511 1,471,676 3,607,187 529,124 4,136,311

長泉町 2,123,561 1,143,424 3,266,985 1,900,166 5,167,151

小山町 2,195,359 1,077,172 3,272,531 1,515,744 4,788,275

吉田町 1,338,813 914,742 2,253,555 576,708 2,830,263

川根本町 949,233 600,973 1,550,206 629,590 2,179,796

森町 847,255 410,250 1,257,505 675,856 1,933,361

合計 163,569,319 64,917,138 228,486,457 137,579,376 366,065,833

【その他の部】

15,000,000

17,300,000

共同募金（一般） 271,487,319 円

473,983,833 共同募金（歳末） 64,917,138 円

共同募金（歳末） 137,579,376 円

災害等準備金積立
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。

合計

平成２５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26年度地域福祉活動事業 平成25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26年度助成要綱による募集枠



                              平成２５年度（第６３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

№ 団体名 市町 団体の種類 事業名 助成額 備考

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
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

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・新年祝賀会 50,000

（特非）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

独立型社会福祉士事務所　子どもと家族の相談室
寺子屋お～ぷん・どあ

静岡市 生活困難者支援団体
「子どもの貧困」対策のための子ども・家庭支
援事業

50,000

（特非）POPOLO 富士市 生活困難者支援団体 生活困窮者と地域を結ぶクリスマス会 50,000

（特非）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

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 20,000

小計 7 7 370,000

6 静岡県里親連合会 静岡市 社会福祉団体
平成26年度高校卒業予定自動車学校運転免許取
得費用助成（8名分）

864,000

平成26年度高校卒業予定自動車学校運転免許取
得費用助成（35名分）

3,780,000

平成26年度児童養護施設等入所児童の大学等進
学応援事業（10名分）

2,080,000

平成26年度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 2 4 9,099,000
児童養護施設13、母子生活支援施設2、養護老人ホー
ム16、救護施設7、ＤＶシェルター2（40施設）

静岡県内 平成25年度越年を施設で生活される方への支援 14,290,000

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26年度越年を施設で生活される方への支援 2,472,000

小計 41 41 16,762,000
合計 50 26,231,000

静岡県児童養護施設協議会 社会福祉団体袋井市8



平成２５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 つばさ 焼津市 特別養護老人
送迎用福祉車両（車椅子仕様）の更新　１台
・リフト式

2,160,000

2 陽光園 沼津市 特別養護老人ホーム
訪問用自動車　１台
・５名

0
優先事業に該当しないので見送
り

3 ディアコニア 袋井市 特別養護老人ホーム
急速冷却調理・加工機ブラストチラー　１台
真空包装機　　１台

2,100,000

4 アドナイ館 浜松市 軽費老人ホーム（ケアハウス） 自動体外式除細動器　１台 0 前年助成法人で見送り

5 やすらぎの里 浜松市 特別養護老人ホーム
食事用テーブル　１０台
（跳ね上げガス昇降脚）

1,274,000

6 はまひるがお 御前崎市 特別養護老人ホーム リクライニング車椅子　５台 0 買替等を優先したので見送り

7 みはるの丘浮島 沼津市 老人デイサービス事業
送迎用福祉車両（車椅子仕様）の更新　１台
・スロープ式・軽自動車

0 過去助成法人で見送り

8 中伊豆 伊豆市 特別養護老人ホーム
送迎用福祉車両（車椅子仕様）の更新　１台
・スロープ式・軽自動車

889,000

9 和みの郷 沼津市 特別養護老人ホーム
低床電動ベッド　１２台
・マットレス・サイドレール・介助バー

0 過去助成法人で見送り

10 土肥ホーム 伊豆市 特別養護老人ホーム 床走行式電動介護リフト　１台 0 過去助成法人で見送り

11 あおい荘 焼津市 特別養護老人ホーム
送迎用福祉車両（車椅子仕様）の更新　１台
・リフト式

0 過去助成法人で見送り

12 柿田川ﾎｰﾑ　ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 清水町 老人デイサービス事業
送迎用福祉車両（車椅子仕様）の更新　１台
・リフト式

2,273,000

13 内田デイサービスセンター 菊川市 老人デイサービス事業
防災倉庫   １棟
発電機      １台

370,000

14 長上苑 浜松市 老人デイサービス事業
送迎用福祉車両（車椅子仕様）の更新　１台
・リフト式

2,086,000

15 中泉の里 磐田市 特別養護老人ホーム
車椅子           ２０台
ベッドセンサー １０台

0 買替等を優先したので見送り

16 燦光 湖西市 特別養護老人ホーム 自動食器洗浄機　１台 0 過去助成法人で見送り



平成２５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 デイサービスセンター砂丘荘 浜松市 老人デイサービス事業 送迎用自動車　１台 0
優先事業に該当しないので見送
り

18 大井川睦園 焼津市 特別養護老人ホーム
送迎用福祉車両（車椅子仕様）の更新　１台
・スロープ式・軽自動車

832,000

19 グリーンヒルズ東山 浜松市 特別養護老人ホーム
浴室暖房設備
・遠赤外線輻射パネルヒーター取付　３ヶ所

0 過去助成法人で見送り

20 高麓 焼津市 特別養護老人ホーム
送迎用福祉車両（車椅子仕様）の更新　１台
・リフト式

2,040,000

21 りんどう 静岡市 特別養護老人ホーム

包丁まな板殺菌庫　１台
ティルティングパン　１台
冷凍冷蔵庫（6枚扉）１台
コールドワゴン　１台
ホットフードワゴン　１台

0 過去助成法人で見送り

22 三幸の園 浜松市 特別養護老人ホーム

車椅子　５台
リクライニング車椅子３台
体位保持用クッション２種5個
車椅子クッション　５枚

0 前年助成法人で見送り

23 なごみ 浜松市 特別養護老人ホーム 防災倉庫　１棟 0 前年助成法人で見送り

24 吉津園 静岡市 特別養護老人ホーム スチームコンベクションオーブン　　　　１台 0 過去助成法人で見送り

25 デイサービスセンター羽衣の園 静岡市 老人デイサービス事業
トイレ洋便器増設改修
・脱衣室トイレ増設１
・男子トイレ増設１

1,811,000

26 にしき 富士宮市 特別養護老人ホーム 防災備蓄倉庫　１棟 0 開所後経過年数が浅く見送り

27 海山荘 牧之原市 特別養護老人ホーム

入浴リフト
・個浴用リフト　２台
・シャワーチェア　２台
・据付諸費用等

0 買替等を優先したので見送り

27 15,835,000 助成数　10  



平成25年度 平成24年度共同募金による"赤い羽根"地域ふれあい支え合い助成事業　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(円) 備考
小地域ネットワークづく
り

1 沼津市民生委員児童委員協議会 沼津市 社会福祉団体 災害時要援護者マップ作成
　地図システム　　　　　１式
　住宅地図データ　　　　１式

154,000

小地域ネットワークづく
り

2 浜松市浜北区北浜第二地区民生委員児童委員協議会 浜松市 社会福祉団体 災害時要援護者マップ作成
　地域安心ネットワークづくり
  対象者マップ
　 地図システム　　　　　１式
　 住宅地図データ　　　　１式

269,000

要援護者のための支援体
制づくり

3 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)防災委員会の運営
(2)自宅避難訓練の実施
(3)実態調査(家庭訪問)
(4)シンポジウム

200,000

在宅福祉「配食サービス
事業」

4 ボランティアグループひまわり会 松崎町 ボランティアグループ
（配食）

配食サービス調理器具整備
　ガス炊飯器(２升炊き)１台
　ガス炊飯器(３升炊き)１台
　食器棚　　　　　　　２台

239,000

在宅福祉活動「子育て支
援」

5 特定非営利活動法人清水ネット 静岡市 ＮＰＯ法人 子どもの居場所づくり事業
１．けん玉交流会
２．けん玉検定
３．指導者による指導
４．本の読み聞かせ・硬筆練習
５．自然体験芋掘り交流会

153,000

在宅福祉「子育て支援」 6 しまだおもちゃ図書館でんでん虫 島田市 おもちゃ図書館（ボラン
ティアグループ）

おもちゃ図書館遊具整備
　ボールプール　１式

151,000

在宅福祉「子育て支援」 7 まいせるふ 島田市 ボランティアグループ
（子育て支援）

パパのチャレンジ教室開催
―お父さんだって子育て講座―

200,000

在宅福祉活動「子育て支
援・高齢者介護予防サロ
ン事業」

8 しろやま読み聞かせクラブ 島田市 ボランティアグループ
(読み聞かせ)

読み聞かせサロン開催 192,000

在宅福祉「子育て支援」 9 浜松市北区初生・三方原地区民生委員児童委員協議会 浜松市 社会福祉団体 託児支援遊具保管物置整備
　物置　　　　　１棟

155,000

在宅福祉「障害者情報提
供事業」

10 沼津木星会拡大図書グループささぶね 沼津市 ボランティアグループ
（視覚障害者支援）

拡大図書制作用パソコン整備
　パソコン　　　　　　　　　１台
　入力ソフト    　　　　　　１式
　画像処理ソフト　　 　　　 １式

158,000

在宅福祉「障害者情報提
供事業」

11 朗読奉仕グループくろつぐみの会 御殿場市 ボランティアグループ
（朗読）

音訳用パソコン整備
　パソコン              １式
　デイジー製作ソフト　　１式

177,000



平成25年度 平成24年度共同募金による"赤い羽根"地域ふれあい支え合い助成事業　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(円) 備考
在宅福祉「障害者情報提
供事業」

12 特定非営利活動法人音楽の架け橋メセナ静岡 静岡市 ＮＰＯ法人 難聴者支援音響機器
　音響拡張装置ＰＡシステム １式
　スピーカー            　 ２台

168,000

在宅福祉「障害者情報提
供事業」

13 かたつむりの会 浜松市 ボランティアグループ
（視覚障害者支援）

視覚障害者への音声情報提供
朗読訪問活動・朗読活動

100,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

14 サロンさつき 伊豆市 小地域活動団体 高齢者サロン用
　トイレバリアフリー化

217,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

15 サロン大堀山 伊豆市 小地域活動団体 高齢者サロン用
　ワイヤレスアンプ　１台
　増設ユニット　　　１台
　ワイヤレスマイク　２本

143,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

16 山木区生きいきサロン 伊豆の国市 小地域活動団体 高齢者サロン用
　トイレバリアフリー化
　折り畳みスロープ　１式
　車椅子　　　　　　２台

300,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

17 田原野高齢者のつどい 伊豆の国市 小地域活動団体 高齢者サロン用
　血圧計　　　　　　１台
　架台、ﾌﾟﾘﾝﾀｰﾍﾟｰﾊﾟｰ１式

141,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

18 麦塚区老人会サロン 裾野市 小地域活動団体 高齢者サロン用
　コーヒーメーカー　１台
　オーブンレンジ　　１台
　炊飯器　　　　　　１台
　ジューサー　　　　１台
　フードプロセッサー１台
　電気ポット　　　　１台
　ホットプレート　　２台

256,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

19 裾野市青葉台自治会青葉台区サロン 裾野市 小地域活動団体 高齢者サロン用
　ＣＤレコーダー　１台
　マイク　　　　　１本
　レンジ　　　　　１台
　花札　　　　　　２個
　将棋盤・駒　　　３台
　輪投げ　　　　　１式
　折りたたみ椅子２０台

166,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

20 ふれあいいきいきサロン松風 富士市 小地域活動団体 高齢者サロン用
　トイレバリアフリー化

270,000



平成25年度 平成24年度共同募金による"赤い羽根"地域ふれあい支え合い助成事業　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(円) 備考
在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

21 ふれあい・いきいきサロン水仙ふれあい・いきいきサ
ロンあじさい

富士市 小地域活動団体 高齢者サロン用
　トイレバリアフリー化

248,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

22 押切新町自治会みなみ会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
　トイレバリアフリー化

151,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

23 石川自治会Ｓ型デイサービス石川会場 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
　ハンド型マイク　１本
　自動血圧計　　　１台
　身長・体重計　　１台

244,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

24 焼津第４自治会塩津さくら会 焼津市 小地域活動団体 高齢者サロン用
　トイレバリアフリー化

246,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

25 ふれあいサロンはなみずき 焼津市 小地域活動団体 高齢者サロン用
　スピーカー　　　　１台
　マイク　　　　　　２本
　ハンズフリーマイク１台
　トランスミッター　１台

138,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

26 ミニデイサービスふれあいサロン越後島 焼津市 小地域活動団体 高齢者サロン用
　低座椅子　２５台
　玉入れセット１式
　輪投げ　　　１式

150,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

27 ミニデイサービスひまわり第一サロン 焼津市 小地域活動団体 高齢者サロン用
　ワイヤレスアンプ　　　　　１台
　ワイヤレスマイクハンド型　２台
　ワイヤレスマイクタイピン型１台
　ヘッドセットマイク　　　　１台
　チューナーユニット　　　　２台
　スピーカー　　　　　　　　１台
　スピーカースタンド　　　　１台

300,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

28 ミニデイサービスもくゆう会 焼津市 小地域活動団体 高齢者サロン用
　ワイヤレスアンプ　　　　　　１台
　ワイヤレスマイクハンド型　　１台
　ワイヤレスマイクピン型　　　２台
　ワイヤレスチューナーユニット２台
　卓上マイクスタンド　　　　　１台
　有線マイク　　　　　　　　　１台
　機器接続コード　　　　　　　１本

244,000



平成25年度 平成24年度共同募金による"赤い羽根"地域ふれあい支え合い助成事業　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(円) 備考
在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

29 東益津第１５自治会石脇区はたかけの会 焼津市 小地域活動団体 高齢者サロン用
　トイレバリアフリー化

300,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

30 岡当目ミニデイサービス 焼津市 小地域活動団体 高齢者サロン用
　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
　アンプ用ニカド電池　　　１台
　ハンド型マイク　　　　　１本
　スタンド付外部スピーカー１台

300,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

31 ミニデイ大富おひさまの会 焼津市 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

202,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

32 下小田ミニデイサービス 焼津市 小地域活動団体 高齢者サロン用
　低座椅子　　　　３０台
　じゅうたん１畳　１０枚
　物置　　　　　　　１台

200,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

33 Ｆサロン 藤枝市 小地域活動団体 高齢者サロン用
　運動用ふまねっと　２セット
　椅子　　　　　　２０脚

140,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

34 道悦島地区社会福祉協議会 島田市 小地域活動団体 高齢者サロン用
　トランポビクス２０台
　物置　　　　　　１基

300,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

35 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
　輪投げセット　　        １ｾｯﾄ
　ビーンボーリングセット  １ｾｯﾄ
　ターゲットゲーム　　    １ｾｯﾄ

157,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

36 牧之原市牧之原地区社会福祉協議会 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
　チューナーユニット　１台
　ワイヤレスマイク　　１本
　ワイヤレスピンマイク１本

234,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

37 掛川市浜区川東サロンわかば会・カフェサロンはまか
ぜ

掛川市 小地域活動団体 高齢者サロン用
　低椅子　２５台

162,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

38 気賀西自治会藤の会 磐田市 小地域活動団体 高齢者サロン用
　折りたたみテーブル６台

140,000



平成25年度 平成24年度共同募金による"赤い羽根"地域ふれあい支え合い助成事業　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(円) 備考
在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

39 本村自治会本村いきいきサロン 磐田市 小地域活動団体 高齢者サロン用
　低座椅子　２０台

174,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

40 磐田市民生委員児童委員協議会豊岡地区 磐田市 社会福祉団体 高齢者サロン講習会・貸出事業
　コミュニケーション麻雀講習・貸出

177,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

42 浜松市飯田地区社会福祉協議会 浜松市 小地域活動団体 高齢者サロン用貸出
　ブルーレイプレーヤー　　　　１台
　ジャンボサイコロ（大・小）各１個
　スカットボールセット　 　　 １ｾｯﾄ
　木製ジグソーパズル４種　　各１ｾｯﾄ
　室内ボールゲームセット 　　 １ｾｯﾄ
　輪投げ&陣取りマット     　　１ｾｯﾄ
　ビーンボーリングセット　　　１ｾｯﾄ
　サークルバスケット　　　　　１ｾｯﾄ

223,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

43 浜松市南区飯田町上組ふれあいサロンあすなろ会 浜松市 小地域活動団体 高齢者サロン用
　健康吹き矢ｾｯﾄ　５ｾｯﾄ
　低床型玉入れｾｯﾄ１ｾｯﾄ
　物置設置　　　 １式

198,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

44 横須賀自治会いきいきサロン花 浜松市 小地域活動団体 高齢者サロン用
　トイレバリアフリー化

300,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

45 只来脳トレクラブ 浜松市 小地域活動団体 高齢者サロン用
　トイレバリアフリー化

300,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

46 青谷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
　座椅子　　　５０台

184,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

47 意気意気サロン 浜松市 小地域活動団体 高齢者サロン用
　折りたたみテーブル１０台
　折りたたみ椅子　　１２台
　椅子台車　　　　　　１台

175,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

48 下平山お話しクラブ 浜松市 小地域活動団体 高齢者サロン用
　籐座椅子　１７台

136,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

49 車座サロン中日向 浜松市 小地域活動団体 高齢者サロン用
　座椅子　１２台
　炊飯器　　１台

142,000



平成25年度 平成24年度共同募金による"赤い羽根"地域ふれあい支え合い助成事業　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(円) 備考
在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

50 寺尾お楽しみサロン 浜松市 小地域活動団体 高齢者サロン用
　座椅子　　　　　１０台
　電子レンジ　　　　１台
　吹き矢
　　公式プレーセット１セット
　　対面プレーセット１セット
  　マウスピース　　２６個

269,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

51 春野地区社会福祉協議会たすけあい春野 浜松市 小地域活動団体 高齢者サロン用貸出
　自立体力テスト基本セット　　２ｾｯﾄ
　自立体力トレーニングセット４０ｾｯﾄ

300,000

在宅福祉活動「ひきこも
り孤立を防ぐ相談事業」

52 特定非営利活動法人ｐｌａｃｅ　ｏｆ　ｐｅａｃｅ 静岡市 ＮＰＯ法人 不登校の家庭の孤立化防止プログラム
　講演会
　グループプログラム

200,000

在宅福祉「子どもの遊び
場」

53 岩波区自治会岩波区民広場 裾野市 小地域活動団体 子どもの遊び場
　ブランコ１台

298,000

在宅福祉「子どもの遊び
場」

54 本郷東区自治会子供の遊び場 掛川市 小地域活動団体 子どもの遊び場
　低鉄棒　１基

288,000

在宅福祉「子どもの遊び
場」

55 南上の原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
　幼児用２連ブランコ　１基
　２連ブランコ境界柵　１式

300,000

計 54 11,329,000
助成枠15,000,000円
助成額11,329,000円
助成残 3,671,000円

区分 № 申請団体名 所在地
団　　体
の　種　類

事　業　内　容 助成額 備考

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

41 長上地区社会福祉協議会 浜松市 小地域活動団体 高齢者サロン用
　ポップコーン機　１台
　綿菓子機　　　　１台

0



緊急助成資金

（平成２５年７月） （単位：円）

№ 施設団体名 所在地 助成内容 助成額

1
社会福祉法人みどりの樹
ループ歩さつき

浜松市 送迎用自動車10人乗（事故買替） 1,550,000

2
特定非営利活動法人 きらり
ワークセンターきらり

島田市 空調設備2台（故障買替） 452,000

3 特定非営利活動法人 精神障害者生活支援よもぎ会 静岡市
①せいろ（6・蓋3）
②空調設備1台（故障買替）

285,000

4 特定非営利活動法人 知的障害者支援の会やまっこの家 静岡市 給水受水槽6t・淨活水器 1,170,000

5 社会福祉法人西伊豆町社会福祉協議会 西伊豆町
平成25年7月18日豪雨で発生した水害被災者を支援する活動拠点事務所支援
資金

1,541,169

6
社会福祉法人静岡県社会福祉協議会
１９市町社会福祉協議会

静岡県
平成25年7月19日豪雨で発生した水害被災者を支援する活動拠点事務所支援
資金

1,580,269

7 社会福祉法人小山町社会福祉協議会 小山町
平成２６年２月１４日からの大雪による小山町の雪害被害世帯を支援する
活動拠点事務所（災害ボランティア本部）支援資金

1,150,000

8 社会福祉法人静岡県社会福祉協議会 静岡県
平成２６年２月１４日からの大雪による小山町の雪害被害世帯を支援する
活動拠点事務所（災害ボランティア本部）支援資金

454,528

計８件 8,182,966

緊急助成資金　助成一覧
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