
平成26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

福祉施設
機器整備

13 すぎのこ作業所 下田市 障害福祉サービス（就労継続支
援Ｂ型）

送迎用自動車　１台
（買替）

1,615,000

市町社協
機器整備

7 河津町社会福祉協議会 河津町 社会福祉 在宅支援用軽自動車　　１台 665,000

市町社協
機器整備

1 伊東市社会福祉協議会 伊東市 社会福祉 在宅支援用普通自動車　　１台
　（買替）（8人乗り）

1,300,000

福祉施設
機器整備

4 おおはら 伊東市 障害福祉サービス（生活介護） 刺しゅうミシン　１台 542,000

福祉施設
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（就労継続支
援Ｂ型・就労移行支援・自立訓

送迎用自動車10人乗り　１台
（買替）

1,460,000

福祉施設
機器整備

15 ふれあい喫茶オレンジ・クープのお
店クーピーズ

伊東市 障害福祉サービス（就労継続支
援Ｂ型）

ミキサー　　　　１台
オーブンレンジ　１台
手動卓上型シーラ１台

143,000

福祉施設
機器整備

29 グループホームコルティ―ホ 伊東市 障害福祉サービス（共同生活援
助）

冷蔵庫　１台
ＡＥＤ　１台（自動体外式除細動器）

359,000

市町社協
機器整備

2 伊豆市社会福祉協議会 伊豆市 社会福祉 在宅支援用普通自動車　　１台
　（買替）（8人乗り）

1,321,000

福祉施設
機器整備

16 えーる 伊豆市 障害福祉サービス（就労継続支
援Ｂ型）

アルミ缶プレス機　１台 652,000

福祉施設
機器整備

17 中豆授産所 伊豆市 障害福祉サービス（就労継続支
援Ｂ型）

アルミ缶プレス機　１台 652,000

福祉施設
機器整備

30 すばる 伊豆市 障害福祉サービス（共同生活援
助）

送迎用自動車　１台 696,000

福祉施設
機器整備

18 函南町わかくさ共同作業所 函南町 障害福祉サービス（就労継続支
援Ｂ型）

ガスオーブン　　　　１台
ゴムホース及びバンド１式
既存品処分費　　　　１式

221,000

福祉施設
機器整備

33 放課後くらぶこるり 函南町 地域生活支援事業（日中一時支
援）

電気野菜乾燥機　１台 180,000

福祉施設
機器整備

12 手づくり工房イルカ 三島市 障害福祉サービス（就労継続支
援Ａ型）

ダイニングテーブル大　３台
ダイニングテーブル小　２台
ダイニングチェア　　１３脚
アームチェア　　　　　２脚
センターテーブル　　　１台
ソファベッド　　　　　１台

661,000

福祉施設
機器整備

42 マリア保育園 三島市 認可外保育所 乳母車４～６人乗り　　２台
乳母車ｼｰﾄﾀｲﾌﾟ４人乗り １台
乳母車用メッシュ日除け２セット
乳母車用保護カバー　　３枚
電子ピアノ　　　　　　１台

459,000

福祉施設
機器整備

53 門池Ａ放課後児童クラブ（つくしん
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）

ブロック４種    　　  各１セット
木製積み木（カプラ1000）１セット
木製積み木（カプラ100） １セット
ドミノゲーム（500） 　　１セット
一輪車12インチ　　　　　３台
一輪車14インチ　　　　　２台
一輪車16インチ　　　　　１台
サッカーボール　　　　　３個
ドッジボール　　　　　　５個

118,000

福祉施設
機器整備

31 あせびの家 御殿場市 障害福祉サービス（共同生活援
助・介護サービス包括型）

エアコン８帖　　６台
エアコン１４帖　１台
エアコン天井型　１台
コンセント交換　一式
リサイクル料　　一式
既設産廃処理費　一式

1,157,000



平成26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

福祉施設
機器整備

43 こどもの家はしもと 御殿場市 認可外保育所 ①ホームシアター
プロジェクター(スクリーン付)１台
デジタルビデオカメラ　　　　１台
オーディオアンプ　　　　　　１台
スピーカー　　　　　　　　　１台
ブルー・レイレコーダー　　　１台
ケーブル　　　　　　　　　　２本
②保育室耐震工事　一式
　出入口建具新設　一式
　壁クロス貼工事　一式
　襖張替工事　　　一式

725,000

福祉施設
機器整備

44 スマイルキッズナーサリー 御殿場市 認可外保育所 フェンス工事一式 754,000

市町社協
機器整備

3 富士宮市社会福祉協議会 富士宮市 社会福祉 在宅支援用軽自動車　　１台
　（増車）

728,000

福祉施設
機器整備

19 ふじさん 富士宮市 障害福祉サービス（就労継続支
援Ｂ型）

移動販売・作業用自動車　１台 1,255,000

福祉施設
機器整備

3 多機能型事業所ごうでぃんぐ原田 富士市 障害福祉サービス（生活介護）
障害児通所支援（放課後等デイ
サービス）

自動火災報知設備設置工事　一式 972,000

福祉施設
機器整備

20 まつぼっくり 富士市 障害福祉サービス（就労継続支
援Ｂ型・就労移行支援）

食器消毒保管庫　一式
搬入据付工事費　一式
電源引込工事　　一式

607,000

福祉施設
機器整備

21 ふれあいショップあゆみ 富士市 障害福祉サービス（就労継続支
援Ｂ型）

南側及び北側テラス設置工事　一式 749,000

福祉施設
機器整備

22 きさらぎ富士 富士市 障害福祉サービス（就労継続支
援Ｂ型）

資材物置　１基 429,000

福祉施設
機器整備

54 富士本児童クラブ 富士市 放課後児童クラブ（放課後児童
健全育成事業）

木製積み木（カプラ1000）１セット
一輪車　　　　　　　　　５台
知育パズル　　　　　　　１セット
組立プール　　　　　　　１式
プールシート　　　　　　１式
一輪車整理台　　　　　　１台

256,000

福祉施設
機器整備

5 歩・歩　ギャラリーココ 静岡市 障害福祉サービス（生活介護） 発電機　１台 180,000

福祉施設
機器整備

24 ウイン作業所 静岡市 障害福祉サービス（就労継続支
援Ｂ型）

職業用ミシン　２台
ミシン用押さえ１個

162,000

福祉施設
機器整備

25 心明会いはら共同作業所 静岡市 障害福祉サービス（就労継続支
援Ｂ型）

エアコン　２台
配管据付工事、諸経費一式

195,000

福祉施設
機器整備

32 アグネス静岡 静岡市 相談支援事業 相談支援用自動車　１台 1,065,000

福祉施設
機器整備

34 ゆくり亭 静岡市 精神障害者の働く場 真空包装機　　　　　１台
ホームベーカリー　　２台

476,000

福祉施設
機器整備

37 たんぽぽ 静岡市 障害児通所支援（児童発達支
援・放課後等デイサービス）

酸素濃縮器　１台 342,000

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
ろう高齢者交流支援事業 1,264,000
「一目でわかるほじょ犬豆辞典」パンフレット増刷（改訂） 286,000
世界とつながるＩＴ講習会 270,000

地域福祉
「県域」

4 静岡県障害者スポーツ協会 静岡市 障害者支援（障害者全般） 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

2,000,000

地域福祉
「県域」

5 全国ひきこもりＫＨＪ親の会静岡県
いっぷく会

静岡市 障害者支援（ひきこもり者・家
族の会）

ひきこもり家族を持つ親のための学習会開催事業 330,000

地域福祉
「県域」

8 静岡県里親連合会 静岡市 児童支援（社会的養護） 里親里子夏のふれあい交流事業 650,000

①第34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」

12 静岡いのちの電話 静岡市 住民支援（電話相談事業） 電話相談員養成研修事業 696,000

地域福祉
「県域」

14 グリーフワークこころの絆をはぐく
む会

静岡市 住民支援（自死遺族支援事業） 生活相談事業 40,000

障害者支援（聴覚障害児者）

障害者支援　補助犬普及事業
（視覚障害者支援）

静岡市静岡県補助犬支援センター

住民支援（社会福祉団体）静岡市静岡県ボランティア協会

静岡市静岡県聴覚障害者協会2地域福祉
「県域」

地域福祉
「県域」

3

11地域福祉
「県域」



平成26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

地域福祉
「県域」

15 特定非営利活動法人ＰＯＰＯＬＯ 静岡市 住民支援（生活困窮者支援事
業）

生活困窮者へのフードバンク事業 1,301,000

地域福祉
「県域」

16 静岡福祉文化を考える会 静岡市 住民支援（地域づくり） 「ご近所福祉かるた」の創作と地域学習における活用 445,000

地域福祉
「県域」

19 静岡犯罪被害者支援センター 静岡市 住民支援（犯罪被害者支援事
業）

「犯罪被害者週間」広報用チラシ製作事業 66,000

地域福祉
「県域」

20 静岡難病ケア市民ネットワーク 静岡市 医療福祉支援（難病患者） 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

住民参加型「助け合い」活動推進セミナー開催事業 578,000
住民参加型「助け合い」活動者養成講座の開催事業 501,000
小学生向け「福祉教育カレンダー」作成事業 1,080,000 配布効果の検証報告を要する。
社会的孤立防止に関わる意識啓発事業 1,192,000
子どもの貧困に係る意識啓発及びモデル事業の立上事業 1,327,000
障がい者社会参加促進ネットワーク（仮称）の立上げ事業 908,000
障害者雇用促進事業 891,000
訪問相談用軽自動車　１台 751,000
箱庭セット　一式 196,000
ボールプール　　１式 194,000
ブロックマット　１式 95,000

福祉施設
機器整備

46 保育所すずらん焼津みなみ園 焼津市 認可外保育所 椅子（３歳児）　　１２脚
椅子（４～５歳児）１２脚
テーブル90×60×51cm２台
テーブル90×60×43cm２台

164,000

福祉施設
機器整備

36 ガゼルの森 藤枝市 障害児通所支援 移送用マイクロバス29人乗　１台
　（買替）

3,389,000

福祉施設
機器整備

47 保育所すずらん高岡園 藤枝市 認可外保育所 椅子　一式
机　　一式
ベビーカー１台
体重計　　１台

498,000

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

市町社協
機器整備

4 牧之原市社会福祉協議会 牧之原市 社会福祉 発電機　２台 388,000

市町社協
機器整備

5 掛川市社会福祉協議会 掛川市 社会福祉 在宅支援用軽自動車　１台
（車いす対応車）（増車）

889,000

福祉施設
機器整備

26 メンタルサポートみこち 掛川市 障害福祉サービス（就労移行支
援・就労継続支援Ｂ型）

作業用自動車　１台 1,153,000

福祉施設
機器整備

55 第一小学校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）

木製積み木（カプラ1000）２セット
ブロック(ワミー300）　　２セット
アニマルドミノレース　　２セット
竹馬(赤･青･緑各２)　　　６セット
竹馬整理台　　　　　　　１台
ゲーム仕切りネット　　　１式

147,000

市町社協
機器整備

6 袋井市社会福祉協議会 袋井市 社会福祉 在宅支援用普通自動車　　１台
　（買替）（8人乗り）

1,358,000

福祉施設
機器整備

6 風の森 袋井市 障害福祉サービス（生活介護） 送迎用自動車8人乗り　１台
（車椅子リフト式）(車椅子4＋4）

2,346,000

福祉施設
機器整備

7 ライフサポートやくわり 袋井市 障害福祉サービス（自立訓練・
生活訓練・生活介護）

冷蔵オープンショーケース　１台
搬入据付諸費用一式

970,000

福祉施設
機器整備

11 学び舎あいまいもこ 袋井市 障害福祉サービス（自立訓練・
生活訓練・就労移行支援）

送迎用自動車8人乗り　１台 1,589,000

福祉施設
機器整備

27 ワークショップやくわり 袋井市 障害福祉サービス（就労継続支
援Ｂ型）

自動充填機　　１台
搬入据付費　　１式
電源工事費　　１式

1,700,000

児童家庭支援センターはるかぜ 児童家庭支援センター焼津市

社会福祉静岡市

福祉施設
機器整備

40

開催地は地区別を検討し、実施前の計画を事
前に示すこと。

実施前の計画（資金計画含む）を事前に示す
こと。
開催地は地区別を検討し、実施前の計画を事
前に示すこと。

地域福祉
「県域」

21 静岡県社会福祉協議会



平成26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Ⅰ
施設・団体
の　種　類

事　業　内　容 助成額（円） 説明

福祉施設
機器整備

39 自立援助ホームこどもの家 袋井市 自立援助ホーム 防災カーテン　一式
冷蔵庫(608ℓ)　１台
冷蔵庫(168ℓ)　１台
洗濯乾燥機　　３台
掃除機　　　　４台
ファンヒーター８台
オーブンレンジ１台
ノートパソコン２台
投光器　　　　１台
居室机･イス･ベッド各８台
イス　　　　　５脚

2,107,000

福祉施設
機器整備

56 やまなっ子ドリームクラブ 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 棚・調理器具・磁石（洋食・ﾌﾙｰﾂ） ４セット
ゲーム 木製ゲーム６点 ３セット
ボーリング セット 　　１セット
ゲーム ドミノゲーム 　１セット
ブロック すいつくブロック １セット
ブロック 基本・人形・冒険セット ４セット
人形ハウス・回転すし　２セット
ミニキーボード ２台
ボール サッカーボール ３個
ボール カラフルボール ３個
ボール ドッジボール 　３個
なわとび　　　　　　１５本
おりがみ　　　　　　５０セット
長なわとび　　　　　　２本
人形ハウス　　　　　　２セット
着せ替え人形　　　　　３セット
人形の洋服　　　　　　４セット
着せ替え人形　　　　　５セット
人形の洋服　　　　　　１セット
オセロゲーム　　　　　３セット

315,000

地域福祉
「県域」

17 特定非営利活動法人国際教育文化協
会

袋井市 住民支援（外国人支援） 外国人中学卒業・中退者の高校就学・進路支援事業 1,439,000

福祉施設
機器整備

35 児童発達支援センター心愛つう 磐田市 障害児通所支援（児童発達支援
センター）

ライフジャケット大人用　１８枚
ライフジャケット小人用　４５枚

367,000

福祉施設
機器整備

48 はなえ保育園 磐田市 認可外保育所 入口舗装工事　一式 0 職員6名の内、有資格者1名で運営体制に問題
あり。
借地の駐車場舗装で資産価値が上がるため見
送り。

福祉施設
機器整備

1 四季の郷 浜松市 障害福祉サービス（障害者支援
施設・生活介護・短期入所）

木製スタッキングチェア　70脚
テーブル　　　　　　　　17台
搬入・廃棄処分費用　　　一式

1,334,000

福祉施設
機器整備

2 ぴあねっと浜松 浜松市 障害福祉サービス（居宅介護・
重度訪問介護・同行援護・移動
支援）

天井走行リフト　１台
バッテリー充電器１台
リモコン　　　　１台

298,000

送迎用マイクロバス26人乗り１台 3,499,000
オーブン(ホイロ付)１台
ミキサー　　　　　１台
ラック(片トンボ型)１台
天板(テフロン)　１０枚
設置等諸費用　　　一式

2,390,000

１．空調機器設備工事　一式
２．トイレ工事　　　　一式
３．床工事　　　　　　一式（見送り）

9,087,000
床工事は見送り。

マイクロバス29人乗り　１台
（下取り充当）

0 施設の後援会の支援による整備が可能である
ため、見送り。

福祉施設
機器整備

28 ウイズ半田 浜松市 障害福祉サービス（就労継続支
援Ｂ型）

作業・送迎用自動車10人乗り　１台
　（買替）

1,470,000

障害福祉サービス（生活介護・
就労継続支援Ｂ型）

浜松市たちばな授産所

障害福祉サービス（生活介護）浜松市まぐねっと

10福祉施設
機器整備

9福祉施設
機器整備



平成26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

福祉施設
機器整備

38 放課後等デイサービス事業浜松こど
も園（トムソーヤの家）

浜松市 障害児通所支援（放課後等デイ
サービス）

ブラインド　　　２台
ドレープ　　　　４組
レール　　　　　４セット
房掛、防災ラベル４個
撤去及び設置工事費一式

222,000

福祉施設
機器整備

49 エンゼル保育園 浜松市 認可外保育所 フェンス工事一式
門扉工事　　一式
解体工事　　一式

377,000

福祉施設
機器整備

50 ハレルヤ愛児園 浜松市 認可外保育所 ひなん車　　　　２台
避難時防災シート２枚
引き出しロッカー３台

482,000

福祉施設
機器整備

51 さくら保育園 浜松市 認可外保育所 保育室クロス張替工事一式
水道取付工事　　　　一式
園庭拡張工事　　　　一式

1,500,000

福祉施設
機器整備

52 佐鳴保育園 浜松市 認可外保育所 木製玩具
　森のままごと　　　　　１セット
　みんなでカレーセット　１セット
　くだものセット　　　　１セット
　おやさいセット　　　　１セット
　ままごといっぱいセット２セット
木育チェア19cm　　　　　８脚
木育チェア21cm　　　　　８脚

181,000

地域福祉
「県域」

6 特定非営利活動法人てくてく 浜松市 障害者支援（ひきこもり者・家
族の会）

ひきこもり当事者とその家族を対象とした学習研修講演事業 720,000

地域福祉
「県域」

7 遠州精神保健福祉をすすめる市民の
会

浜松市 障害者支援（精神障害者支援） 市民とつくる浜松リカバリー啓発事業 62,000

地域福祉
「県域」

13 浜松いのちの電話 浜松市 住民支援（電話相談事業） 電話相談室等賃借料 1,400,000

免疫機能障害者の居場所作り事業 1,250,000
地域社会の中で子どもの母国語教室運営事業 1,700,000
静岡県内に在住する外国籍の生活困窮者への生活支援事業 1,250,000

地域福祉
「県域」

10 特定非営利活動法人シャイン・オ
ン・キッズ

東京都 児童支援（病児） 静岡県立こども病院におけるファシリティドッグ（ホスピタルドッグ）「ヨギ」の
活動

512,000

小計 助成施設団体数　78 助成事業数　95 89,860,000

浜松市 住民支援（外国人支援）
実施状況の情報開示を要する。

ブリッジハートセンター東海地域福祉
「県域」

18



【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 966,670 812,346 1,779,016 1,178,605 2,957,621

伊東市 3,264,639 148,269 3,412,908 2,941,709 6,354,617

熱海市 864,390 655,234 1,519,624 1,398,320 2,917,944

伊豆市 4,980,759 ― 4,980,759 ― 4,980,759

伊豆の国市 1,778,967 1,000,213 2,779,180 1,268,000 4,047,180

三島市 3,546,330 927,266 4,473,596 1,599,612 6,073,208

沼津市 7,288,397 816,449 8,104,846 7,557,332 15,662,178

御殿場市 6,314,744 1,034,240 7,348,984 4,603,000 11,951,984

裾野市 2,026,125 850,229 2,876,354 1,419,000 4,295,354

富士宮市 9,589,230 1,001,195 10,590,425 3,038,200 13,628,625

富士市 11,676,627 485,593 12,162,220 8,958,000 21,120,220

静岡市 17,585,084 6,662,441 24,247,525 16,869,696 41,117,221

焼津市 9,120,867 3,768,058 12,888,925 7,546,450 20,435,375

藤枝市 8,269,286 2,259,660 10,528,946 4,046,140 14,575,086

島田市 6,999,944 2,491,142 9,491,086 4,879,573 14,370,659

牧之原市 3,360,756 0 3,360,756 947,500 4,308,256

御前崎市 2,353,556 551,099 2,904,655 1,465,000 4,369,655

菊川市 3,363,836 488,582 3,852,418 1,520,000 5,372,418

掛川市 5,996,593 2,573,641 8,570,234 5,737,600 14,307,834

袋井市 4,841,340 43,750 4,885,090 3,564,000 8,449,090

磐田市 6,777,416 2,927,238 9,704,654 7,159,812 16,864,466

浜松市 19,281,866 18,592,640 37,874,506 39,490,139 77,364,645

湖西市 2,850,024 708,987 3,559,011 4,401,720 7,960,731

東伊豆町 484,022 0 484,022 542,743 1,026,765

河津町 736,229 0 736,229 949,237 1,685,466

南伊豆町 922,080 0 922,080 1,265,453 2,187,533

松崎町 574,401 146,884 721,285 725,076 1,446,361

西伊豆町 1,237,327 0 1,237,327 795,646 2,032,973

函南町 2,534,799 383,718 2,918,517 2,634,743 5,553,260

清水町 2,097,704 1,418,370 3,516,074 581,330 4,097,404

長泉町 2,171,358 948,187 3,119,545 2,157,501 5,277,046

小山町 2,135,247 1,375,534 3,510,781 1,327,779 4,838,560

吉田町 1,326,241 948,688 2,274,929 669,712 2,944,641

川根本町 848,411 482,525 1,330,936 742,210 2,073,146

森町 855,815 274,212 1,130,027 866,652 1,996,679

合計 159,021,080 54,776,390 213,797,470 144,847,490 358,644,960

【その他の部】

15,000,000

17,030,000

共同募金（一般） 280,911,080 円

480,534,960 共同募金（歳末） 54,776,390 円

共同募金（歳末） 144,847,490 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２６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27年度地域福祉活動事業 平成26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27年度助成要綱による募集枠



緊急助成資金

（単位：円）

№ 施設団体名 所在地 種別 助成内容 助成額

41 多比保育園 沼津市 保育所 屋上陸屋根防水工事
外壁塗装工事
足場架設工事

3,350,000

社会福祉法人静岡市社会福祉協議会 静岡市 社会福祉 平成26年10月6日に台風第18号に伴う大雨で発生した静岡市の
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

452,558

8 はまぼう 磐田市 障害福祉サービス（生活介護） 外壁改修工事　　一式
修繕工事（ロールスクリーン、ブラインド設置、換気扇取替、網戸取
替、サッシ修繕等）
床シート張替工事一式

4,082,000

3 3 7,884,558

緊急助成資金　助成一覧



平成26年度 平成25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
在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

14 本柿木ふれあいサロン 伊豆市 小地域活動団体 高齢者サロントイレバリアフリー化
　男性トイレ改修工事　一式

269,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

15 サロン柏久保 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整備
　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

147,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

16 月ヶ瀬ふれあいサロン 伊豆市 小地域活動団体 高齢者サロントイレバリアフリー化
　トイレ改修工事　１式

300,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

17 雲金ふれあいサロン 伊豆市 小地域活動団体 高齢者サロントイレバリアフリー化
　トイレ改修工事　１式

300,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

18 横天サロン 伊豆市 小地域活動団体 高齢者サロントイレバリアフリー化
　トイレ改修工事　１式

221,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

19 中・内中いきいきサロン 伊豆の国市小地域活動団体 高齢者サロントイレバリアフリー化
　トイレ改修工事　一式

300,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

20 多田いきいきサロン 伊豆の国市小地域活動団体 高齢者サロン用簡易てすり・車椅子・血圧計整
備
　手すり(簡易設置用)１台
　車椅子　　　　　　２台

136,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

21 ワイワイどてわだ 伊豆の国市小地域活動団体 高齢者サロン用テーブル・椅子整備
　折りたたみテーブル　１２台
　折りたたみ椅子　　　　７脚

180,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

22 三福いきいきサロン 伊豆の国市小地域活動団体 高齢者サロン用
血圧計・収納庫・トイレバリアフリースロープ
整備
　上腕式血圧計　　　　　１台
　収納庫　　　　　　　　１台
　トイレスロープ設置工事１式

224,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

23 平井いきいきサロンくすの木 函南町 小地域活動団体 高齢者サロン用ワイヤレスアンプ整備
　ワイヤレスポータブルアンプ&マイク一式

243,000

要援護者のための支援体
制づくり

2 第三下香貫地区社会福祉協議会 沼津市 小地域活動団体 救急医療情報ケース配付「命のカプセル」の作
製
　65歳以上の高齢者・要援護者・障がい者・妊

200,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

24 金岡地区社会福祉協議会 沼津市 小地域活動団体 高齢者サロン用ワイヤレスアンプ整備
　ワイヤレスアンプ　１台
　増設チューナー　　１台
　ワイヤレスマイク
　ハンド型　　　　　１本
　タイピン型　　　　１個

210,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

25 内浦地区社会福祉協議会 沼津市 小地域活動団体 ふれあい講座の開催事業
　・高齢者の転倒予防講座
　・６５歳からの健康講座
　・悪質商法に会わないための講座
　・最近の詐欺の手口と対処法の講座
　・高齢者に多い契約トラブル講座

150,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

26 愛鷹地区社会福祉協議会 沼津市 小地域活動団体 高齢者サロン用レクリエーション遊具整備
　スカットボールセット　１セット
　輪投げ４ＷＤタイプ　　１セット
　低床型玉入れセット　　１セット

135,000



平成26年度 平成25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
在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

27 大畑区ふれあいサロン 裾野市 小地域活動団体 高齢者サロントイレバリアフリー化
　トイレの改修工事　一式

242,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

28 鈴原区ふれあいサロン 裾野市 小地域活動団体 高齢者サロン用機器整備
　テーブル　　　　　　　６台
　椅子収納台車　　　　　１台
　グランドゴルフセット　１式
　健康麻雀セット　　　　２セット
　血圧計　　　　　　　　１台
　コーヒーメーカー　　　１台

264,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

29 ふれあい塾本村下 裾野市 小地域活動団体 高齢者サロン用レクリエーション遊具整備
　車椅子　２台
　輪投げ　２セット
　楽器一式１セット

240,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

30 南町区ふれあいサロン 裾野市 小地域活動団体 高齢者サロン用レクリエーション遊具整備
　ペタンク　　　　　　　５セット
　トリコロキューブセット１式
　輪投げバック付　　　　１セット
　輪投げセット　　　　　１セット
　ダーツセット　　　　　１セット

150,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

31 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 高齢者サロントイレバリアフリー化
　公会堂２階和式トイレ改修工事一式

267,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

32 いきいきサロン花しょうぶ 富士市 小地域活動団体 高齢者サロントイレバリアフリー化
　バリアフリー工事一式
　手すり付ステップ台
　ポータブルスロープ

270,000

在宅福祉活動「子育て支
援・高齢者介護予防サロ
ン事業」

7 小島地区社会福祉協議会 静岡市 小地域活動団体 子育て高齢者サロンレクリエーション遊具整備
　カローリングジェットローラー１台
　　　　　　　ポイントゾーン　１台
　スカットボールセット　　　　１ｾｯﾄ
　公式輪投げ　　　　　　　　　６ｾｯﾄ
　プレイバルーン　　　　　　　１ｾｯﾄ
　ミニプレイバルーン　　　　　１ｾｯﾄ

292,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

33 川原地区社協川原ふれあいサロン 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整備
　ワイヤレスアンプ　　１台
　ワイヤレスピンマイク１個
　ワイヤレスマイク　　１本
　チューナーユニット　１台

206,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

34 高松福祉部会高松ふれあいの会 静岡市 小地域活動団体 高齢者サロン用テーブル整備
　テーブル（長机）１０台

144,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

35 大谷地区社会福祉協議会大谷ふれあい交流会 静岡市 小地域活動団体 高齢者サロントイレバリアフリー化
　トイレリフト　　　　１台
　手摺り　　　　　　　２台
　トイレ入口スロープ等一式

266,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

36 由比地区社会福祉協議会東山寺会場 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整備
　ワイヤレスアンプ　　　１台
　増設チューナーユニット１台
　ワイヤレスマイク　　　１本
　ワイヤレスピン型マイク１個

188,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

37 高橋中カトレア会 静岡市 小地域活動団体 高齢者サロントイレバリアフリー化
　トイレ改修工事一式

267,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

38 袖師地区社会福祉協議会袖師ふれあいクラブ 静岡市 小地域活動団体 高齢者サロン用テーブル整備
　テーブル　８台

250,000



平成26年度 平成25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」

39 特定非営利活動法人駒越地区社会福祉協議会 静岡市 ＮＰＯ法人 高齢者サロン用椅子整備
　スタッキングチェア　35脚

252,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

40 宮竹学区社会福祉協議会ホッとひといき宮竹 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整備
　ワイヤレスアンプ１台
　ワイヤレスマイク１台
　マイク　　　　　１本

148,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

41 西島はまかわふれあいサロン 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整備
　ワイヤレススピーカー１台
　ワイヤレスマイク　　１本

173,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン・子育て支
援事業」

42 竜南地区社会福祉推進協議会 静岡市 小地域活動団体 高齢者サロン用ピンマイク他整備
　ピンマイク　　　　３台
　ヘッドセットマイク３台

177,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

43 千代田東地区社会福祉推進協議会 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整備
　ワイヤレスアンプ　　１台
　卓上型マイクスタンド１台
　マイクスタンド　　　１台
　マイクロホンホルダー１台

198,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

44 大川地区社会福祉推進協議会あけぼの会 静岡市 小地域活動団体 高齢者サロン
トイレバリアフリー化・テーブル整備
　洋式トイレ器具　１式
　会議テーブル　１０台

276,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

45 ココナッツの会 静岡市 小地域活動団体 高齢者サロントイレバリアフリー化
　トイレ洋式化バリアフリー工事一式

300,000

在宅福祉「障害者社会参
加」

75 ゆう・ゆう・ゆう（優・友・優） 静岡市 ボランティアグループ 共生アート展開催事業
【助成条件あり】
チャリティ・支援金に関する事業を除く。

200,000

在宅福祉「難病患者勉強
会」

77 静岡市難病障害者協議会 静岡市 医療福祉団体 難病患者・障害者の勉強会・懇話会開催
・「難病と福祉の勉強会」
・当事者懇話会「しゃべくりひろば・希望」
【助成条件あり】
10月以降の開催とする。

180,000

人材養成 78 ふじのくにハーモニー 静岡市 ＮＰＯ法人 子守唄指導員養成講座
【助成条件あり】
10月以降の開催とする。

198,000

在宅福祉「障害者情報提
供事業」

12 焼津市難聴者・中途失聴者の会 焼津市 当事者団体（聴覚障害
者支援）

難聴者・高齢者対象の優しい手話講習会開催 125,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

46 左口ミニデイサービス 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整備
　ワイヤレスアンプセット　１式

184,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

47 ふれあいサロン八楠 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整備
　ワイヤレスパワードスピーカー１台
　ワイヤレスマイク　　　　　　２本

163,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

48 ２区ミニデイサービス 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整備
　ワイヤレスアンプ　　　　１台
　ワイヤレスハンドマイク　１本
　ワイヤレスピンマイク　　１個
　増設用チューナーユニット１台
　コード10m付マイク　　　 １本
　マイクスタンド　　　　　１台

191,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

49 三つ和会 焼津市 小地域活動団体 高齢者サロン用椅子他整備
　椅子　３２脚
　台車　　２台

263,000



平成26年度 平成25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」

50 上新田１２３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整備
　ワイヤレスアンプ　１台
　増設チューナー　　１台
　ワイヤレスマイク
　ハンド型　　　　　１本
　タイピン型　　　　１個

214,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

51 西益津地区社会福祉協議会 藤枝市 小地域活動団体 高齢者ふれあいサロン用低椅子整備
　座椅子　６６台

300,000

在宅福祉「障害者情報提
供事業」

13 島田市手話サークルもくせい 島田市 ボランティアグループ
（聴覚障害者支援）

障害者情報提供プロジェクター整備
　プロジェクター　１台
　（スクリーン）
　ビデオカメラ　　１台
　三脚　　　　　　１台

154,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

53 月坂健康サロンほっと月坂 島田市 小地域活動団体 高齢者サロントイレバリアフリー化
　トイレ改修工事　一式

262,000

在宅福祉「子どもの遊び
場」

72 牛飼町内会子どもの遊び場 森町 小地域活動団体 子どもの遊び場遊具整備
　単列シーソー(ゴムマット付）１基
　組立・据付等諸経費　一式

266,000

配食サービス(御用聞き・見守り活動）
　お弁当容器
　クーラーボックス
　事務用品
　調理器具
　カート･台車

138,000

厨房エアコン・売店入口手すり整備
　厨房エアコン　１台
　設置諸経費　　１式
　入口手すり設置１式

151,000

在宅福祉「子どもの遊び
場」

69 奈良野自治会奈良野公園 菊川市 小地域活動団体 子どもの遊び場遊具整備
　遊具(シーソー)　　１基
　基礎工事・諸経費等一式

300,000

在宅福祉「子どもの遊び
場」

70 潮海寺自治会児童遊園 菊川市 小地域活動団体 子どもの遊び場遊具整備
　低鉄棒　　１式
　基礎工事・設置費等諸経費一式
【助成条件あり】
利用者の安全性を配慮して設置位置を再検討す
ること。

183,000

在宅福祉「車椅子の貸
出」

9 静岡県車椅子友の会掛川支部 掛川市 当事者団体 シャワー用車椅子整備
　シャワー用車椅子　２台

192,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

54 大坂地区福祉委員会 掛川市 小地域活動団体 高齢者サロン用
レクリエーション遊具・低椅子整備
　吹き矢　ブローゴルフ
　公式プレーセット　２セット
　低椅子　　　　　１５台

300,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

55 大須賀第一地区福祉協議会 掛川市 小地域活動団体 高齢者サロン低椅子整備
　低椅子　９８台

269,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

56 浜野区福祉委員会浜野ふれあいサロン 掛川市 小地域活動団体 高齢者サロン低椅子他整備
　椅子　　　　　４５台
　クローム丸棒脚２８台

136,000

5 ＮＰＯ法人御前崎市特定非営利活動法人よってかまい在宅福祉「配食サービス
事業」



平成26年度 平成25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「子どもの遊び
場」

71 名栗北原川自治会子どもの遊び場 袋井市 小地域活動団体 子どもの遊び場遊具整備
　ブランコ　１式
　老朽化した現遊具の撤去工事一式

300,000

小地域ネットワークづく
り

1 桜ヶ丘自治会 磐田市 小地域活動団体 地域課題解決講演会開催
  (仮称)「ご近所福祉in桜ヶ丘」の講演会開催
 ・平田厚先生（地域福祉文化研究所）による
講演
 ・ワークショップ
 ～今、自分たちがやれることは？～

162,000

在宅福祉「車椅子の貸
出」

10 磐田市加茂西自治会 磐田市 小地域活動団体 車椅子整備（貸出等）
　車椅子　５台

149,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

57 白拍子ふれあいサロン 磐田市 小地域活動団体 高齢者サロン用屋外テント整備
　ひろびろ空間テント　１台
　ウェイト10kg　　　　４個

147,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

58 万正寺いきいきサロン 磐田市 小地域活動団体 高齢者サロン用座卓・低椅子整備
　座卓　１４台
　低椅子１３脚

141,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

59 泉サロン 磐田市 小地域活動団体 高齢者サロン用座卓・低椅子整備
　座卓　２４台
　低椅子２４脚

175,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

60 美登里町むつみ会 磐田市 小地域活動団体 高齢者サロン用低椅子整備
　低椅子　３０脚

262,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

61 長森自治会なかよしサロン 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整備
　ワイヤレスアンプ　　　　　　１台
　ワイヤレスハンドマイク　　　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
　アンプ用蓄電池　　　　　　　１台
　マイク用充電器　　　　　　　１台

267,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

62 中田なかよしサロン 磐田市 小地域活動団体 高齢者サロン用座卓整備
　座卓　８台

175,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

63 下太ふれあいサロン 磐田市 小地域活動団体 高齢者サロン用低椅子整備
　椅子　１５脚

188,000

要援護者のための支援体
制づくり

4 浜松市西区あんしんネット協議会 浜松市 社会福祉団体 見守りネットワーク支援体制づくり
 西区内８地区で開催する
 ・「地域での見守り活動」説明会
 ・「見守り推進人」養成講座
 ・西区ふれあい広場・西区まつり啓発活動
 ・毎月1回の用支援世帯ケース検討会の開催

200,000

在宅福祉「配食サービス
事業」

6 広沢福祉協議会 浜松市 小地域活動団体 給食サービス調理機器整備
　電子炊飯器（２升炊き）　２台
　冷蔵庫                  １台
　オーブンレンジ          １台

196,000

在宅福祉「子育て支援」 8 積志地区社会福祉協議会 浜松市 小地域活動団体 子育て支援イベント開催 200,000
在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

64 懐山健康会 浜松市 小地域活動団体 高齢者サロントイレバリアフリー化
　和式トイレ改修工事一式

252,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

65 中村いきいきサロン 浜松市 小地域活動団体 高齢者サロン用
低椅子・座卓・ホットカーペット整備
　座椅子　　　　１２脚
　折れ脚座卓　　　４台
　ホットカーペット３枚

210,000



平成26年度 平成25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「子どもの遊び
場」

73 市野町南自治会子どもの遊び場 浜松市 小地域活動団体 子どもの遊び場遊具整備
　スプリング遊具　１基
　基礎、据付工事　一式
【助成条件あり】
遊具周辺の草刈と安全管理を行うこと。

300,000

在宅福祉「障害者情報提
供事業」

11 湖西聴覚障害者協会 湖西市 社会福祉団体（聴覚障
害者支援）

障害者情報提供プロジェクター整備
　プロジェクター　１台
　書画カメラ　　　１台

235,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

66 表鷲津地区福祉会ふれあいいきいきサロン 湖西市 小地域活動団体 高齢者サロン用ワイヤレスアンプ整備
　ワイヤレスアンプ　　　１台
　ワイヤレスハンドマイク１台
　ハンド型マイク　　　　１台
　卓上型マイクスタンド　１台
　マイクホルダー　　　　１台

135,000

在宅福祉「子どもの遊び
場」

74 市場自治会児童公園 湖西市 小地域活動団体 子どもの遊び場遊具整備
　低鉄棒　　１式
　基礎工事・設置費等諸経費一式
【助成条件あり】
安全のため駐車場と遊び場の区別を行うこと。

194,000

計 73 15,842,000

区分 № 団体名 所在地 団体の種類 事　業　内　容 助成額(円) 備考
要援護者のための支援体
制づくり

3 富丘広野自治会 磐田市 小地域活動団体 安否確認用掲出黄色いタオル配付
　災害時安否確認のため自治会員が掲示する

0

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

52 ささまボランティアグループひまわりまめったい会 島田市 ボランティアグループ 高齢者ふれあいサロン用椅子整備 0

在宅福祉「居場所づく
り」

67 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 居場所づくり
　お茶して脳トレ　送迎付きのぬくもり喫茶事

0

在宅福祉「居場所づく
り」

68 特定非営利活動法人磐田ふれあい基金協会 磐田市 ＮＰＯ法人 居場所づくり
　街角コミュニティカフェ事業

0

在宅福祉「青少年自立支
援」

76 特定非営利活動法人青少年育成教育研究所 沼津市 ＮＰＯ法人（青少年自
立支援）

青少年自立支援調理器具整備
　炊飯ジャー　　　１台
　オーブンレンジ　２台

0



                              平成２６年度（第６４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
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

特定非営利活動法人音楽の架け橋メセナ静岡 静岡市 障害者支援団体 春を呼ぶコンサート 100,000

特定非営利活動法人ホスピタル・プレイ協会　すべ
ての子どもの遊びと支援を考える会

静岡市 難病患児・障がい児支援団体
病児・障がい児への遊育支援クリスマスワーク
ショップ

100,000

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

特定非営利活動法人ＰＯＰＯＬＯ 静岡市 生活困難者支援団体 生活困窮者と地域をつなぐクリスマス会 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
子どもを持つ貧困家庭を対象としたクリスマス
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

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

富士市難病団体連絡協議会 富士市 難病患者支援団体 クリスマス会を兼ねた療養交流会 50,000

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
筋委縮性測索硬化症患者によるハンドベルチー
ム　新年会

50,000

静岡市難病障害者協議会 静岡市 難病患者支援団体 平成27年　難病障害者協議会新年会 40,000

静岡市内部障害者協会 静岡市 重度障害者支援団体 平成２６年度　歳末たすけあい居宅訪問事業 50,000

小計 12 12 760,000

8 静岡県里親連合会 静岡市 社会福祉団体
平成27年度高校卒業予定自動車学校運転免許取
得費用助成（13名分）

1,404,000

平成27年度高校卒業予定自動車学校運転免許取
得費用助成（20名分）

2,160,000

平成27年度児童養護施設等入所児童の大学等進
学応援事業（6名分）

1,248,000

平成27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

自立援助ホーム自活支度費助成事業（平成26年
度5名分、平成27年度6名分）

2,970,000

小計 2 5 10,157,000
児童養護施設13、母子生活支援施設2、養護老人ホー
ム19、救護施設7、ＤＶシェルター4（45施設）

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 14,150,000

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27年度越年を施設で生活される方への支援 4,493,000

小計 46 46 18,643,000
合計 60 29,560,000

静岡県児童養護施設協議会 社会福祉団体袋井市9



平成２６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 みずほ在宅複合ケアセンター 富士市 老人デイサービス事業 送迎用福祉車両（車椅子仕様） 1,500,000

2 第三静光園 浜松市 特別養護老人ホーム 車椅子(ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ) 532,744

3 白扇閣 静岡市 特別養護老人ホーム 送迎用福祉車両（車椅子仕様） 1,180,000

4 ヒューマンヴィラ伊豆 西伊豆町 特別養護老人ホーム 特殊浴槽 3,430,000

5 豊仙苑 磐田市 特別養護老人ホーム 送迎用福祉車両（車椅子仕様） 1,530,000

6 はまひるがお 御前崎市 地域密着型特別養護老人ホーム 車椅子(ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ) 45,000

7 神久呂の園 浜松市 特別養護老人ホーム 電動ベッド（10） 1,720,000

8 なごみ 浜松市 地域密着型特別養護老人ホーム 防災倉庫 188,000

9 紫雲の園 袋井市 特別養護老人ホーム 自家発電機（LPガス） 1,750,000

9 11,875,744 助成数　9  
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