
平成2７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 説明

地域福祉
市町社協
機器整備

1 社会福祉法人下田市社会福祉協
議会

下田市 社会福祉協議会 在宅支援用軽自動車　　1台 625,000

福祉施設
機器整備

9 工房うさみ 伊東市 障害福祉サービス事業(就労継続支援B型） スタッキングチェアー　　20脚 136,000

福祉施設
機器整備

42 つくし保育園 伊東市 保育所 プール　　　　　　　　1台
プール専用シート　　　1枚
プール格納袋（大）　　1個

567,000

地域福祉
市町社協
機器整備

2 社会福祉法人伊豆市社会福祉協
議会

伊豆市 社会福祉協議会 在宅支援用軽自動車（車椅子スロープ式）　　1台 1,055,000

地域福祉
市町社協
機器整備

3 社会福祉法人伊豆の国市社会福
祉協議会

伊豆の国市社会福祉協議会 在宅支援用軽自動車　　1台 1,028,000

福祉施設
機器整備

10 さわじ作業所 三島市 障害福祉サービス事業（就労継続支援B
型）

電気温水器　　2台 502,000

地域福祉
「県域」

11 静岡県児童養護施設協議会 三島市 児童支援（社会的養護） 平成28年度自動車学校運転免許取得費用助成 0 [ＮＨＫ歳末たすけあい]
助成案
3,240,000円

児童養護施設等入所児童の大学等進学応援事業 0 [ＮＨＫ歳末たすけあい]
助成案
3,120,000円

自立援助ホーム自活支度費助成事業 0 [ＮＨＫ歳末たすけあい]
助成案
1,350,000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]
助成案
2,375,000円

福祉施設
機器整備

11 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）

業務用ミシン　　2台
ロックミシン　　1台

241,000

福祉施設
機器整備

12 ふれあいの苑 沼津市 障害福祉サービス事業（就労継続支援B
型）

送迎用自動車9人乗　　1台 1,171,000

福祉施設
機器整備

51 原東放課後児童ｸﾗﾌﾞ（あめんぼ
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　　　　　　　　1箱
バランスゲーム　　　　　1個
積木　　　　　　　　　　1箱
一輪車（14・16インチ）　4台
ステップ用リングセット　1ｾｯﾄ
オセロゲーム　　　　　　2個
ままごとセット　　　　　1ｾｯﾄ
人形セット　　　　　 　13ｾｯﾄ

120,000

地域福祉
｢県域｣

14 特定非営利活動法人静岡こころ
のサポートセンター

沼津市 児童支援（ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ事業） 大学生による｢かかわりひろば｣運営事業 0 計画変更で福祉事業でなくなり見送り。

福祉施設
機器整備

13 むつみ作業所 御殿場市 障害福祉サービス事業（就労継続支援B
型）

送迎運搬用自動車9人乗　　1台 1,150,000



平成2７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 説明

福祉施設
機器整備

46 ちびっこ園 御殿場市 小規模保育事業 園庭遊具　　　　　　 　　1台
鉄棒　　　　　　　　　 　1台
鉄棒用安全マット　　　 　1枚
和太鼓　　　　　　　  　12個
タマゴマラカス　　　 　　1個
ハンドウッドブロック 　　1個
スレイベル　　　　　 　　1個
マラカス　赤　　　　 　　1個

445,000

福祉施設
機器整備

28 ラスター 富士市 障害福祉サービス事業（就労移行支援） 送迎用自動車7人乗　　1台 1,356,000

福祉施設
機器整備

38 ひまわり園 富士市 児童養護施設 プレハブ式冷蔵庫　　1台
工事費

1,194,000

福祉施設
機器整備

41 認定こども園富士見台リズム 富士市 認定こども園 教育用オルガン　　　　　1台
鉄琴（グロッケン）　　　1台
鉄琴（ビブラフォン）　　1台
　
空気清浄機　　　　　　　4台
加湿器　　　　　　　　　4台
ﾗｼﾞｶｾ・CDｼｽﾃﾑ　 　　　　8台

490,000

福祉施設
機器整備

52 ききょうの里子どもクラブA・
B・C・D

富士市 放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事
業）

土俵マット　　2枚
ミニゴール　　2台

135,000

福祉施設
機器整備

3 つばさ静岡 静岡市 障害福祉サービス事業（短期入所） 電動移動台車　　1台 337,000

福祉施設
機器整備

14 多機能型まどい 静岡市 障害福祉サービス事業（就労継続支援B
型）

簡易貫流ボイラ（油焚き）　　一式 1,121,000

福祉施設
機器整備

15 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）

ホットショーケース　　1台
冷蔵ショーケース　　　1台

183,000

福祉施設
機器整備

16 歩・歩わかまつ 静岡市 障害福祉サービス事業（就労継続支援B
型）

スポットエアコン　　2台
延長排熱ダクト　　　2台

132,000

福祉施設
機器整備

17 えんぜる 静岡市 障害福祉サービス事業（就労継続支援B
型）

エアコン　　12台 1,741,000 ※

流し台　　　　3台
ガスレンジ　　2台

1,215,000 ※

配達・送迎用自動車５人乗　　1台 789,000 ※

カーポート（自動車、自転車）　　２基 273,000 ※

福祉施設
機器整備

27 ハートランド 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A型・B型）

高圧洗浄機　　１基
専用ガン　　　１本
ホース　　　　１本

648,000

福祉施設
機器整備

29 グループホームゆうゆう 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7人乗　　1台 1,231,000

福祉施設
機器整備

30 日本平ホーム 静岡市 障害福祉サービス事業（共同生活援助包括
型）

ＡＥＤ設置　　1式 307,000 一部対象外（非常持出袋は消耗品）



平成2７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 説明

福祉施設
機器整備

33 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(聴覚障害者) ノートパソコン　　1台
プリンタ　　　　　1台
無線LAN親機　　 　1台
パソコン設置費用

116,000

福祉施設
機器整備

35 わかば 静岡市 障害児通所支援(放課後等デイサービス) 送迎用自動車8人乗　　1台 1,448,000

地域福祉
「県域」

3 公益社団法人静岡県聴覚障害者
協会

静岡市 障害者支援
（聴覚障害児者）

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製作及び貸出事業 688,000

ろう高齢者交流支援事業 1,264,000

地域福祉
「県域」

4 特定非営利活動法人静岡県補助
犬支援センター

静岡市 障害者支援補助犬普及事業(視覚障害者支
援）

第二回触ってみよう、聞いてみよう開かれた美術展 630,000

第二回世界とつながるIT講習会 270,000

地域福祉
「県域」

5 公益財団法人静岡県障害者ス
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｣

0 辞退取下げ。

地域福祉
「県域」

6 特定非営利活動法人しずおか障
がい者フライングディスク協会

静岡市 障害者支援(障害者全般） ・スポーツ教室の開催
・指導者養成講習会
・スポーツ（フライングディスクきょうぎを中心に）交流会の開催
・スポーツ用具の提供

740,000

・フライングディスクゴール　10基
・競技用ディスク（白色）　200枚

495,000

地域福祉
「県域」

7 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）

ひきこもりの子供を持つ親の為の学習会 350,000

地域福祉
「県域」

10 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

平成28年度自動車運転免許取得費用助成 0 [ＮＨＫ歳末たすけあい]
助成案
1,080,000円

地域福祉
「県域」

17 特定非営利活動法人音楽の架け
橋メセナ静岡

静岡市 児童への支援事業（音楽を通じた子育て支
援）

静岡県内の音楽ホールと児童館などの親子コンサートやイベントなど
参加のしやすさ調査事業

0 現地調査で福祉要素が確認できず見送
り。

地域福祉
「県域」

18 特定非営利活動法人静岡県ボラ
ンティア協会

静岡市 住民支援（社会福祉団体） 第35回サマーショートボランティア活動計画 2,000,000

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」

19 社会福祉法人静岡いのちの電話 静岡市 住民支援（電話相談事業） 静岡いのちの電話電話相談員養成研修 850,000

地域福祉
「県域」

21 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） 自立準備ホーム事業 1,301,000 【助成条件】
実施場所・実施内容について、執行にあ
たり協議を求める。



平成2７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 説明

地域福祉
「県域」

22 特定非営利活動法人泉の会 静岡市 住民支援（生活困窮者支援事業） 生活困窮者支援住宅
エアコン設置工事　　　3台
ベット    　　　　　　5台

0 現地調査で計画説明がなく見送り。

地域福祉
「県域」

23 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 医療福祉支援（難病患者） 在宅難病・慢性疾患患者が病気のため諦めていた夢の実現へ支援事業 850,000

地域福祉
「県域」

24 Talkspace 静岡市 医療福祉支援（患者会） がん患者の為のおしゃべりサロンと患者支援 60,000

地域福祉
「県域」

25 社会福祉法人静岡県社会福祉協
議会

静岡市 社会福祉 住民参加型「助け合い」活動推進セミナー 603,000

住民参加型「助け合い」活動者養成講座 477,000

小学生向け「福祉教育カレンダー」作成事業 1,080,000

社会的孤立防止に関わる啓発事業 990,000

子どもの貧困に係る意識啓発等推進事業 1,260,000

災害ボランティア本部体制整備事業 900,000

障害者社会参加推進事業 1,800,000

福祉施設
機器整備

18 漣（さざなみ） 焼津市 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８人乗　　1台 1,421,000 ※

福祉施設
機器整備

48 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補修 683,000

地域福祉
「県域」

15 特定非営利活動法人静岡家庭教
育サポート協会

焼津市 児童支援（電話相談事業） チャイルドラインカード配布事業 270,000

福祉施設
機器整備

47 チャイルドルームリリー 藤枝市 小規模保育事業 シャワールーム　設置及び保育室フロア改修工事 1,552,000

福祉施設
機器整備

19 ワークセンターコスモス 島田市 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 0 辞退取下げ。

福祉施設
機器整備

20 ワークセンターなのはな 島田市 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 548,000

福祉施設
機器整備

21 おれんじ初倉りんご 島田市 障害福祉サービス事業（就労継続支援B
型）

フードプロセッサー　　１台
ミキサー　　　　　　　１台

157,000

福祉施設
機器整備

36 ららの家 島田市 障害児通所支援（放課後等デイサービス） 遊具各種
　　キーボード他　楽器
　　ドミノゲーム他
　　ボールゲーム他
　　知育玩具

182,000

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

福祉施設
機器整備

37 おれんじ坂口 牧之原市 障害児通所支援（放課後等デイサービス） 送迎用自動車8人乗　　1台 1,513,000



平成2７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 説明

地域福祉
市町社協
機器整備

4 牧之原市社会福祉協議会 牧之原市 社会福祉協議会 バルーン投光機　　2台 500,000

福祉施設
機器整備

22 御前崎作業所 御前崎市 障害福祉サービス事業（就労継続支援B
型）

全自動洗濯機　　1台
蒸気乾燥機　　　1台
取付費用

3,030,000 ※

福祉施設
機器整備

23 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）

運搬用ハンドリフト　　2台
作業台　　　　　　　　1台

125,000

福祉施設
機器整備

49 きらきら保育園 掛川市 認可外保育所 園庭遊具　　1台
設置費

1,044,000

福祉施設
機器整備

1 ケアハウス紅紫萩 袋井市 軽費老人ホーム 浴室改修（てすり）男湯・女湯 2,106,000

福祉施設
機器整備

24 すずらん共同作業所 袋井市 障害福祉サービス事業（就労継続支援B
型）

運搬送迎用自動車6人乗　　1台 1,566,000

福祉施設
機器整備

25 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）

業務用エアコン・間仕切り工事　一式 1,279,000

福祉施設
機器整備

40 こどもの家 袋井市 自立援助ホーム 素牛（もとうし）　　１頭 522,000 助成条件：最初の繁殖で子牛が生ま
れなければ助成金は返還とする。

福祉施設
機器整備

53 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）

ジョイントブロック（LaQ)　10個
人形セット　　　　　　　　11個

122,000

福祉施設
機器整備

54 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）

ブロックセット　　一式 113,000

福祉施設
機器整備

4 おおふじ学園 磐田市 障害福祉サービス事業（生活介護） 送迎用自動車10人乗　　1台 0 辞退取下げ。

地域福祉
「県域」

12 特定非営利活動法人こどもの森 磐田市 児童支援（食育）  調理台改修工事
調理台                   579,400円
作業カウンター           172,100円
キッチンパネル            70,600円
ガスボイラー              89,300円
  消費税                 911,400円
　　計                   984,312円

885,000 一部見送り（建物増築）

福祉施設
機器整備

2 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） 送迎用軽自動車（車椅子スロープ式）　　1台 874,000

福祉施設
機器整備

5 えくらん 浜松市 障害福祉サービス事業（生活介護） 送迎用自動車10人乗　　1台 1,600,000 ※

福祉施設
機器整備

6 ほっと 浜松市 障害福祉サービス事業(生活介護) 送迎用自動車10人乗　　1台 1,785,000 ※

福祉施設
機器整備

7 工房めい 浜松市 障害福祉サービス事業（生活介護） 冷凍冷蔵コールドテーブル　1台 237,000

福祉施設
機器整備

8 ひくまの 浜松市 障害福祉サービス事業（就労継続支援B
型・生活介護）

送迎・運搬用自動車10人乗　　1台 1,591,000 ※

福祉施設
機器整備

26 まつかさ 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　　1台 1,270,000



平成2７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Ⅰ
施設・団体

の種類
事　業　内　容 助成額 説明

福祉施設
機器整備

31 やしま 浜松市 障害福祉サービス事業（共同生活援助） 50型テレビ　　　　　 1台 52,000

福祉施設
機器整備

32 ぷらねっと 浜松市 障害福祉サービス事業（共同生活援助） 防災設備　　一式
　(トイレ・テント・かまどベンチ）
　（スクリーン・遮光カーテン他）
倉庫
映写設備（視聴覚から学べる用）一式
　　　プロジェクター
　　　（スピーカー・プレーヤー）

1,811,000

福祉施設
機器整備

34 ぷちら 浜松市 地域生活支援事業（日中一時支援） 空調機器床置形冷暖房5馬力　　2台
設置取替工事
既存品撤去処分費

930,000

福祉施設
機器整備

39 すみれ寮 浜松市 児童養護施設 送迎用自動車8人乗　　1台 1,644,000

福祉施設
機器整備

43 みそら保育園 浜松市 保育所 園児用　歳児別椅子　　　　120脚
園児用　歳児別机　　　　 　36台
園児用　午睡用ベッド（スタッキングベッド）　　　　　　　　 90
台

3,450,000 ※

福祉施設
機器整備

44 はらっぱ保育園 浜松市 保育所 木製遊具（階段滑り台）　　　1台
木製遊具(ジャングルあそび)　1台
幼児用　机　　　　　　　　 10台
幼児用　椅子(4歳児)　　　　21脚
幼児用　椅子(5歳児)　　　　21脚

1,112,000

福祉施設
機器整備

45 高丘保育園 浜松市 保育所 ドーナツ型テーブル単折　　4台
テーブル　　　　　　　　　3台
椅子　　 　　　　　　　　50脚
折脚テーブル　　　　　 　 1台
固定脚テーブル　　　　　　2台
アール型ベンチ　　　　　　1脚
ビーンズテーブル　　　　　1台
ランチルーム収納棚　　　　2台
ランチルーム収納(背板あり)2台
丸型4人掛けテーブル　　 　2台
食器収納棚　　　　　　　　1台
食器収納棚背なし　　　　　1台
運賃設置費用　　　　　　　1式

0 現地調査において、既に実施済みであ
り、助成要綱に該当しないを確認。

福祉施設
機器整備

50 もくば保育園 浜松市 認可外保育所 保育ルーム工事
沐浴室設置

3,261,000

地域福祉
「県域」

2 静岡県認知症ケア専門士会 浜松市 高齢者支援
（認知症）

認知症ケアに関する地域資源発掘ワークショップ 500,000

地域福祉
「県域」

8 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」

9 シーン・ボイス・浜松 浜松市 障害者支援
（視覚障害者支援）

視覚障害者と健常者が音声ガイド映画を企画・制作・上映を共に楽し
む会

170,000

地域福祉
「県域」

16 はままつチャイルドライン 浜松市 児童支援（電話相談事業） 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」

20 社会福祉法人浜松いのちの電話 浜松市 住民支援（電話相談事業） 電話相談室賃借料 1,400,000



平成2７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Ⅰ
施設・団体

の種類
事　業　内　容 助成額 説明

地域福祉
市町社協
機器整備

5 社会福祉法人長泉町社会福祉協
議会

長泉町 社会福祉協議会 在宅支援用軽自動車　　1台 744,000

在宅支援用自動車８人乗　　1台 1,425,000

地域福祉
市町社協
機器整備

6 社会福祉法人川根本町社会福祉
協議会

川根本町 社会福祉協議会 在宅支援車いす対応軽自動車　1台
（スロープ式）

1,011,000

地域福祉
市町社協
機器整備

7 社会福祉法人森町社会福祉協議
会

森町 社会福祉協議会 在宅支援用軽自動車　　1台 511,000

地域福祉
「県域」

13 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ホスピタル・ファシリティドッグ「ヨ
ギ」の活動

374,000

84,256,000
助成箇所：79箇所
助成事業：93事業
※災害等準備金取崩金充当

計



【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 1,049,783 941,579 1,991,362 1,094,605 3,085,967

伊東市 3,233,818 446,287 3,680,105 2,601,841 6,281,946

熱海市 731,130 594,366 1,325,496 1,387,292 2,712,788

伊豆市 5,081,190 ― 5,081,190 ― 5,081,190

伊豆の国市 1,729,281 1,211,538 2,940,819 1,087,000 4,027,819

三島市 3,285,709 758,614 4,044,323 1,718,379 5,762,702

沼津市 6,836,138 206,302 7,042,440 7,624,196 14,666,636

御殿場市 6,168,900 1,214,159 7,383,059 4,681,000 12,064,059

裾野市 2,085,770 1,244,838 3,330,608 1,020,000 4,350,608

富士宮市 9,316,290 1,490,918 10,807,208 2,442,000 13,249,208

富士市 11,407,029 1,250,454 12,657,483 8,401,000 21,058,483

静岡市 16,402,120 4,736,544 21,138,664 18,484,271 39,622,935

焼津市 9,155,158 2,500,250 11,655,408 8,550,600 20,206,008

藤枝市 7,867,163 2,009,507 9,876,670 4,092,255 13,968,925

島田市 6,770,372 2,388,256 9,158,628 4,862,472 14,021,100

牧之原市 3,480,263 0 3,480,263 970,253 4,450,516

御前崎市 2,440,653 705,807 3,146,460 1,490,000 4,636,460

菊川市 3,336,672 608,287 3,944,959 1,438,000 5,382,959

掛川市 6,278,163 3,174,127 9,452,290 5,377,000 14,829,290

袋井市 4,935,150 445,113 5,380,263 3,439,500 8,819,763

磐田市 6,427,122 3,628,958 10,056,080 6,144,718 16,200,798

浜松市 18,674,543 18,486,949 37,161,492 38,083,989 75,245,481

湖西市 2,824,779 248,770 3,073,549 4,952,399 8,025,948

東伊豆町 451,050 0 451,050 609,904 1,060,954

河津町 763,498 39,313 802,811 862,747 1,665,558

南伊豆町 929,223 51,422 980,645 1,223,000 2,203,645

松崎町 593,468 145,539 739,007 743,038 1,482,045

西伊豆町 1,102,875 0 1,102,875 838,000 1,940,875

函南町 2,437,190 280,410 2,717,600 2,617,000 5,334,600

清水町 1,992,107 1,405,410 3,397,517 617,640 4,015,157

長泉町 2,111,002 1,229,467 3,340,469 1,868,263 5,208,732

小山町 2,105,560 1,111,230 3,216,790 1,348,166 4,564,956

吉田町 1,277,476 913,654 2,191,130 581,946 2,773,076

川根本町 858,012 418,663 1,276,675 800,645 2,077,320

森町 832,981 114,996 947,977 865,882 1,813,859

合計 154,971,638 54,001,727 208,973,365 142,919,001 351,892,366

【その他の部】

20,000,000

16,680,000

共同募金（一般） 275,907,638 円

472,828,366 共同募金（歳末） 54,001,727 円

共同募金（歳末） 142,919,001 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２７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28年度地域福祉活動事業 平成27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28年度助成要綱による募集枠



緊急助成資金　助成一覧

（単位：円）

施設団体名 所在地 種別 助成内容 助成額

栄町燦燦会 磐田市 高齢者サロン
ワイヤレスアンプ1台
　（火災により焼失のため）

250,000

1 1 250,000



平成26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
No.1

静岡県共同募金会
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

1 特定非営利活動法人　静岡市障害者協会 静岡市 特定非営利活動法人(障
害者支援）

災害時要援護者支援体制づくり自主防災訓練・
シンポジウム開催事業

200,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

2 特定非営利活動法人　駒越地区社会福祉協議会 静岡市 小地域活動団体 買い物支援体制づくり事業
助成条件：ガソリン代、運転ボランティアなど
経常的経費は見送り。・ミシン見送り

0

高齢者サロン用物置(農機具用)整備
物置(農機具用)　　２台

198,000

要援護者のための支援体
制づくり

3 浜松市東区地区社協推進協議会 浜松市 小地域活動団体 東区あんしんネットワーク体制づくり
啓発用ポスター、ちらし作製事業

137,000

要援護者のための支援体
制づくり

4 浜松市災害ボランティア連絡会 浜松市 ボランティアグループ 災害時要援護者支援体制づくりシンポジウム開
催事業

200,000

在宅福祉活動「子育て支
援」

5 特定非営利活動法人　よしよし 静岡市 特定非営利活動(子育て
支援)

転入者、転勤族の親子コミュニティカフェ開催
事業

197,000

子育て支援活動用ワイヤレスアンプ整備
ワイヤレスアンプ　シングル　　　　１個
ワイヤレスマイクロホン　　　　　　１本
ワイヤレスマイクロホン　　　　　　１本
チューナーユニット　シングル　　　１個
ワイヤレスマイクロホン　　　　　　１個

124,000

在宅福祉活動「子育て支
援」

6 ほっとポット港 焼津市 小地域活動団体 子育て広場用ワイヤレスチューナーユニット整
備
ワイヤレスチューナーユニット　　　２台
ワイヤレスマイク　　　　　　　　　３台
ヘッドセット型マイクロホン　　　　３台

230,000

在宅福祉活動「子育て支
援」

7 西郷地区福祉協議会 掛川市 小地域活動団体 子育てサロン用クッションマット・座卓整備
クッションマット(赤)　　　　　　　６枚
クッションマット（緑）　　　　    ６枚
ユニットマット収納袋(１組入用）   ３個
座卓 ２脚

167,000

在宅福祉活動「子育て支
援」

8 ぽけっと 掛川市 ボランティアグループ 読み聞かせ活動用紙芝居ラミネート加工整備
・紙芝居Ａ１（841×594）
ボール紙出力ＶＶカット
マットラミネート両面板面貼　　　１２個
・Ａ0ラミネート加工80　　　　　 １２個
・Ａ0スキャン データ作成 １２データ

137,000

在宅福祉活動「子育て支
援」

9 袋井市手をつなぐ育成会 袋井市 当事者団体（障害児支
援）

おもちゃ図書館リトミック開催事業
助成条件：事前に事業の開催計画を提出する。

190,000

在宅福祉活動「子育て支
援」

10 浜松の未来を育てる会 浜松市 ボランティアグループ 子育て広場改修事業
1階入口テレビドアフォン機器　　　 １台
2階入口ドア　　　　　　　　　　　 １個
避難梯子　　　　　　　　　　　　  １個
木製ワイドゲート　　　　　　　　　１個

161,000

在宅福祉活動「子育て支
援」

11 あそび子育て研究協会 浜松市 ボランティアグループ 子育て支援講座「みんなで孫育て～じーじ、
ばーば応援隊」開催事業
助成条件：会員に対する謝礼金除く。

126,000

在宅福祉活動「子育て支
援」

12 子育てサポート・結 浜松市 ボランティアグループ 子育て支援ノーバディーズパーフェクト講座開
催事業
助成条件：会員に対する謝礼金除く。

169,000

在宅福祉｢障害者情報提
供事業」

13 要約筆記サークル　ＯＨＰみしま 三島市 ボランティアグループ 障害者情報保障用プロジェクター・ホワイト
ボード画板整備
プロジェクター　　　１台
ホワイトボード画板１０枚

163,000



平成26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
No.2

静岡県共同募金会
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」

14 要約筆記サークル　さくらんぼ 御殿場市 ボランティアグループ 障害者情報保障用携帯型磁気ループアンプ整備
携帯型難聴者用磁気ループアンプ　　１式
ワイヤレスチューナーユニット　　　１台
ワイヤレスロッドアンテナ　　　　　１本
ハンド型ワイヤレスマイク　　　　　１台
タイピン型ワイヤレスマイク　　　　１台
ドラム式ループアンテナ　　　　　　１台

255,000

在宅福祉｢障害者情報提
供事業」

15 特定非営利活動法人藤枝光文庫 藤枝市 特定非営利活動法人(障
害者支援)

視覚障害(児)者に対する点字図書制作事業
助成条件：既に購入した物品を除く。

171,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

16 サロン大平 伊豆市 小地域活動団体 高齢者サロン用
トイレ洋式化改修工事１式
Ｌ型手摺１式

297,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

17 田沢ふれあいサロン 伊豆市 小地域活動団体 高齢者サロン用低椅子整備　 ３０脚 220,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

18 サロン大下半経寺 伊豆市 小地域活動団体 高齢者サロン用テーブル整備 　９台
高齢者サロン用椅子整備　 　２７脚

234,000

在宅福祉活動「居場所づ
くり」

19 コミュニティキッチンわいち 裾野市 小地域活動団体 居場所用調理器具整備
冷蔵庫　　　　　　　１台
コーヒーメーカー　　１台
フードプロセッサー　１台

240,000

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　花みずき 富士市 小地域活動団体 高齢者サロン用椅子整備  　１８脚 138,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

21 サロン片倉 富士市 小地域活動団体 高齢者サロン用ワイアレスアンプ・ラジカセ整
備
ワイヤレスアンプ　　　　　　１台
ワイヤレスレシーバー　　　　１台
ワイヤレストランスミッター　１台
マイクロホン　　　　　　　　１台
ＣＤラジカセ　　　　　　　　１台

135,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

22 いきいきサロンチューリップ 富士市 小地域活動団体 高齢者サロン用折りたたみ椅子整備５脚セット
４組

149,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

23 サロン城山 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
トイレ洋式改修工事１式

300,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

24 小島地区ききょうの会 静岡市 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
イガグリボール（オレンジ）　２００個
たいこ相撲　　　　　　　　　５セット
キルトラグマット　　　　　　２枚

249,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

25 飯田地区社会福祉協議会 静岡市 小地域活動団体 高齢者サロン用椅子整備　３０脚 228,000

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　陽だまりサロン 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整備
ポータブルアンプ　　　　　　　１台
ワイヤレスチューナーユニット　２台
ワイヤレスマイク　　　　　　　２個
タイピンワイヤレスマイク　　　１個

218,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

27 つつじ平ふれあいサロン 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整備
ワイヤレスアンプ　　　　　　　　　１台
ワイヤレスマイクロホン　　　　　　２個
シングルチューナーユニット　　　　１台

151,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

28 ふれあいサロン　いなほ会 焼津市 小地域活動団体 高齢者サロン用高座椅子整備　１６脚 136,000



平成26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
No.3

静岡県共同募金会
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 よりあいサロン　楠 焼津市 小地域活動団体 高齢者サロン用テーブル・椅子等整備事業
テーブル　　６台
椅子　　　２０脚
プレーヤー　１台
カーペット　１枚

188,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

30 下江留あいあいクラブ 焼津市 小地域活動団体 高齢者サロン用ワイアレスアンプ整備
ワイヤレスアンプ　１台
ワイヤレスマイク　１台
ワイヤードマイク　１本

184,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

31 ふれあいサロンはなみずき 焼津市 小地域活動団体 高齢者サロン用簡易スロープ・手摺整備
簡易スロープ１式
手摺り１式

189,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

32 芝原ミニデイサービス 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
チューナーユニット１台
ワイヤレスマイク　２本
マイクスタンド　　１本
マイクスタンド(卓上)１本
マイクホルダー　　１本

184,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

33 五十海ふれあいサロン 藤枝市 小地域活動団体 高齢者サロン用低椅子整備
低座椅子　　　 　　　　　 　　　３４脚

182,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

34 平二さわやかカフェ 藤枝市 小地域活動団体 高齢者サロン用グランドゴルフ整備
グランドゴルフ
ビギナーズクラブ、ボールセット　　 １式
低学年用クラブ　　　　　　　 　　　６本
ジュニアクラブ　　　　　　　　　　 ６本
クリアボール　　　　　　　　　   １２個
クラブバック(6本入れ)　　　　 　　 ２個
ホールポスト　　　　　　　　　　   ８個
スタートマット　　　　　　　　　　 ８個
旗 ８本

151,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

35 岸町社会福祉協議会 島田市 小地域活動団体 高齢者サロン用椅子整備３５脚 150,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

36 土方区福祉委員会　井戸端サロン 掛川市 小地域活動団体 高齢者サロン用低椅子・トイレバリアフリー化
整備
低椅子 ４０脚
トイレ洋式化改修工事１式

229,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

37 三浜区福祉委員会　三浜ふれあいサロン 掛川市 小地域活動団体 高齢者サロン用低椅子・テーブル用脚整備
低椅子６０脚
テーブル用丸棒脚４０本

215,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

38 中地区センター福祉部 掛川市 小地域活動団体 高齢者サロン用低椅子整備８０脚 178,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

39 西町区自治会　高齢者ふれあいいきいきサロン 掛川市 小地域活動団体 高齢者サロン用折りたたみテーブル・椅子整備
折りたたみテーブル８台・椅子１４脚

291,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

40 大須賀第3地区福祉委員会 掛川市 小地域活動団体 高齢者サロン用低椅子整備９４脚 270,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

41 うぐいす会 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整備
スカットボール用具　　　　　　２セット
低床型玉入れセット　　　　　　１セット

175,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

42 秋葉路いきいきサロン 掛川市 小地域活動団体 高齢者サロン用テーブル整備１０台 203,000



平成26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
No.4

静岡県共同募金会
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」

43 東山口地区福祉協議会 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整備
ブローゴルフセット(吹き矢)　　 ２セット

189,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

44 むつみサロン 袋井市 小地域活動団体 高齢者サロン用テーブル・椅子整備
テーブル６台・椅子２２脚

267,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

45 ふれあい・いきいきサロン　長溝さくら塾 袋井市 小地域活動団体 高齢者サロン用椅子・台車整備
椅子２４脚・台車２台

221,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

46 浅名いきいきサロン 袋井市 小地域活動団体 高齢者サロン用椅子・台車整備
椅子３０脚・台車３台

300,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

47 権現町福祉部なごみ会 磐田市 小地域活動団体 高齢者サロン用低椅子整備３０脚 253,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

48 中泉地区社会福祉協議会 磐田市 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
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ麻雀セット ３セット
専用マットセット　　３セット
専用サイコロセット　３セット

175,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

49 中央町いきいきサロン 磐田市 小地域活動団体 高齢者サロン用トイレバリアフリー化
トイレ洋式化改修工事　　　　　　　１式

180,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

50 七軒町いきいきサロン笑和会 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・車椅子整備
①音響機器
ｼﾝｸﾞﾙﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾌ　１本
ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ　 　　２本
ﾁｭｰﾅｰｾｯﾄ 　　　１式
②車椅子 　　　１台

232,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

51 今之浦地区安全安心まちづくり協議会今之浦てまり
会

磐田市 小地域活動団体 高齢者サロン用トイレバリアフリー化
トイレ洋式化改修工事１式

170,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

52 於保いきいきサロン 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本
ワイヤレスマイク　　 　　　　　 　１本

147,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

53 豊島いきいきサロン 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個
ワイヤレスマイクハンド型　　　　　２本
ワイヤレスマイクタイ型　　　　　　１本
ワイヤレスチューナーユニット  　　２個

265,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

54 和口ふれあいサロン「和楽の会」 磐田市 小地域活動団体 高齢者サロン用テーブル・ポット・低椅子・レ
クリエーション遊具整備
テーブル　　　　　　　　　　　　　３台
電気ポット　　　　　　　　 　　 　２個
低椅子　　　　　　　　　　　 　 １１脚
輪投げ器具一式　　　　　　 　　２セット

136,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

55 東部台日向ぼっこ 磐田市 小地域活動団体 高齢者サロン用トイレバリアフリー化・テーブ
ル・椅子整備
自治公会堂トイレ改修
解体工事　　　　　　 　　　 　　　１式
トイレ洋式化改修工事　　　　 　 　１式
テーブル　　　　　　　　　　 　 　５台
折りたたみ椅子　　　　　　　 　 １０脚

300,000



平成26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
No.5

静岡県共同募金会
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」

56 小島方ふれあいサロン 磐田市 小地域活動団体 高齢者サロン用テーブル・椅子・テント整備
テーブル　　　　　　　　　 　　　　８台
折りたたみイス　　　　　　 　　　２４脚
鋳物ウエイト　１０ｋｇ　　　　　 　４個
助成条件：集会用テント見送り。

80,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

57 上新屋なかよしサロン 磐田市 小地域活動団体 高齢者サロン用テーブル・椅子整備
テーブル　　　　　　 　　　 　　２０台
折りたたみ椅子　　　　　 　　 　４０脚

178,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

58 サロン銀杏の郷 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
ワイヤレスチューナー　　　　 　 　１台
ニッケル水素充電池　　　　　 　 　１個
ワイヤレスハンドマイク　　 　　 　１本
ワイヤレスタイピン型マイク 　　 　１本

267,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

59 ふれあいサロン立野 磐田市 小地域活動団体 高齢者サロン用低座椅子整備
低椅子 ３０脚

221,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

60 上神増ふれあいサロン 磐田市 小地域活動団体 高齢者サロン用テーブル・椅子整備
折りたたみテーブル　　 　　　 　２０台
折りたたみ椅子　　　　　　　  　３０脚
スタキング台車　　　　　　　　　　１台

270,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

61 特定非営利活動法人　ふくでハッピーハンズ 磐田市 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　　 　　　　　 ６台
椅子　　　　　　　　　　　　　　２０脚

194,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

62 上川原憩いの場「みのり」 森町 小地域活動団体 高齢者サロン用トイレ手摺・スロープ・踏台整
備
洋式トイレ用手摺、スロープ　　　　１式

205,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

63 飯田地区社会福祉協議会 浜松市 小地域活動団体 高齢者サロン用レクリエーション遊具整備
ホールポストセット・おもり　　　各６個
ホールポスト用旗　　　　　　　　　８枚
スタートマット　　　　　　　　　　６個
ホールポスト用ケース　　　　　　　２個
クラブセット(6セット）　　　　　　６組
ホール表示板　　　　　　　　　　　６個
チームセットケース　　　　　　　　６個
ゴルフ８ホールセット　　　　　　　１組

276,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

64 中ノ町地区社会福祉協議会 浜松市 小地域活動団体 高齢者サロン用楽器・血圧計整備
デジタルピアノ　　　　　　　　　　１式
アンプ　　　　　　　　　　　　　　１個
上腕血圧計　　　　　　　　　　　　１個

139,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

65 瀬尻南出合いサロン 浜松市 小地域活動団体 高齢者サロン用低椅子整備
低椅子　　　　　　　　　　　　　３０脚

270,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

66 雲折さくらの会 浜松市 小地域活動団体 高齢者サロン用低椅子整備
座椅子ミドルタイプ　　　　　　　　５脚
座椅子ハイタイプ　　　　　　　　１０脚

159,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

67 芦窪りんどうの会 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
トイレ洋式化改修工事　　　　　　　１式

194,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

68 尾曲茶呑会 浜松市 小地域活動団体 高齢者サロン用低椅子、座卓、調理器具他整備
低椅子　　　　　　　　　　　　　１０脚
座卓　　　　　　　　　　　　　　　２台
炊飯器　　　　　　　　　　　　　　１台
電子レンジ　　　　　　　　　　　　１台
助成条件：扇風機、ホットカーペット見送り。

176,000



平成26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
No.6

静岡県共同募金会
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」

69 相月分校 浜松市 小地域活動団体 高齢者サロン用調理器具整備
スチームオーブンレンジ　　　　　　２台
業務用炊飯器　　　　　　　　　　　１台

219,000

在宅福祉活動「高齢者介
護予防サロン事業」

70 上阿多古地区社会福祉協議会 浜松市 小地域活動団体 高齢者サロン用低椅子整備
低椅子　　　計　　　　　　　　　４１脚
　　（長沢りんどう会）　　　　　１８脚
　　（白野笑話会）　　　　　　　１３脚

（大沢りんどう会） １０脚

220,000

在宅福祉活動「ひきこも
り孤立を防ぐ相談事業」

71 特定非営利活動法人　静岡こころのサポートセン
ター

沼津市 特定非営利活動法人(課
題を抱える人支援）

生きづらさを抱える人へのカウンセリングの場
等提供事業
Ⅰ　無料カウンセリング
Ⅱ　コミュニケーション講座
助成条件：会員に対する謝礼金除く。

144,000

在宅福祉活動「ひきこも
り孤立を防ぐ相談事業」

72 特定非営利活動法人　色彩心理診断士協会COMPAS 磐田市 特定非営利活動法人(不
登校支援）

学校に行きにくい小中学生と親の気持ちのサ
ポートサロン相談会開催
助成条件：会員に対する謝礼金除く。

108,000

在宅福祉活動「ひきこも
り孤立を防ぐ相談事業」

73 浜松かんゆう会 浜松市 当事者団体（肝臓病患
者支援）

西部地域肝臓病患者交流懇談会開催事業 153,000

在宅福祉「子どもの遊び
場」

74 湊東自治会　湊東子供の遊び場 袋井市 小地域活動団体 子どもの遊び場遊具整備
鉄棒（２連）１式

163,000

在宅福祉「子どもの遊び
場」

75 南戸綿子供福祉会　南戸綿子供の遊び場 森町 小地域活動団体 子どもの遊び場遊具整備
一方向滑り台１基

283,000

在宅福祉「子どもの遊び
場」

76 市場町内会　市場遊園地子供の遊び場 森町 小地域活動団体 子どもの遊び場遊具整備
低鉄棒１式

139,000

在宅福祉「子どもの遊び
場」

77 新居中央自治会　上田町防災広場　子供の遊び場 湖西市 小地域活動団体 子どもの遊び場遊具整備
鉄棒１式

293,000

在宅福祉「子どもの遊び
場」

78 南上の原自治会　南上の原児童公園　子供の遊び場 湖西市 小地域活動団体 子どもの遊び場遊具整備
児童用大型滑り台1式

300,000

在宅福祉「子どもの遊び
場」

79 青平自治会　青平公会堂　子供の遊び場 湖西市 小地域活動団体 子どもの遊び場遊具整備
雲梯１式

300,000

在宅福祉活動「居場所づ
くり」

80 ひだまり亭 沼津市 小地域活動団体 居場所のトイレバリアフリー化
トイレ洋式化改修工事１式

270,000

在宅福祉活動「居場所づ
くり」

81 もりの居場所　森のこかげ 森町 小地域活動団体 居場所のテーブル・椅子他整備
テーブル　　　　　　　　　　　　　１台
低椅子　　　　　　　　　　　　　　３脚
簡易スロープ　　　　　　　　　　　１式
椅子　　　　　　　　　　　　　　　４脚

189,000

在宅福祉活動「居場所づ
くり」

82 特定非営利活動法人えんあって 浜松市 特定非営利活動法人(子
育て支援）

居場所の調理器具整備
冷蔵庫（415Ｌ）　　　　　　　　　　1台
炊飯器（１升炊き）　　　　　 　　　1個

160,000

人材養成 83 特定非営利活動法人　静岡団塊創業塾 静岡市 特定非営利活動法人(高
齢者支援）

シニアライフ支援センター「くれば」ミニセミ
ナー開催事業
（生きがい活動、余暇活動見送り。）

0

人材養成 84 特定非営利活動法人　WAC清水さわやかサービス 静岡市 特定非営利活動法人(高
齢者支援）

地域ボランティア養成に伴うワイヤレスアンプ
整備
ワイヤレスアンプ　　　　　　　　　１個
ハンド型ワイヤレスマイク　　　　　２本
タイピン型ワイヤレスマイク　　　　１本
ワイヤレスチューナーユニット　　　２個

200,000



平成26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
No.7

静岡県共同募金会
区分 № 団体名 所在地 団体の種類 事　業　内　容 助成額(円) 備考

人材養成 85 金谷地区社会福祉協議会 島田市 小地域活動団体 リーダー養成研修会及び成果発表会開催事業
助成条件：飲食費は見送り。

100,000

子育て・高齢者サロン用ワイヤレスアンプ・レ
クリエーション遊具整備
ワイヤレスアンプ　　　　　　　 　　１台
ワイヤレスマイクロホン（ハンド） 　１台
ワイヤレスマイクロホン（ピン）　　 １台
将棋駒　　　　　　　　　　　　　　 １箱
基盤　　　　　　　　　　　　 　　　２台
オセロゲーム　　　　　　　　　　　 １台
ソフトブロックベンチ　　　　　　 　６台

300,000

85 84か所・86事業 17,314,000



　　　　　　　                              平成２７年度（第６５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

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 県立こども病院ボランティアサークル
こども病院　入院、外来患児のためのクリスマス会と
オリエンテーリング

100,000

2
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訪問活動 100,000

3 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

4 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

5 特定非営利活動法人静岡家庭教育サポート協会 焼津市 生活困難者支援団体 クリスマス交流会 50,000

6 のびっこクラブみしま 三島市 生活困難者支援団体
支援が必要な外国人親子のための新年会（ニューイ
ヤーパーティー）～過去をわすれず、今まなび、未来
につなげよう～

50,000

7
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
生活困窮家庭の子どもと保護者支援のためのクリスマ
ス交流会

100,000

8 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

9 特定非営利活動法人　静岡県難病団体連絡協議会 静岡市 難病患者支援団体 静岡県内の難病患者を対象とした新年会 100,000

10 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

11 静岡市内部障害者協会 静岡市 難病患者支援団体
平成27年度歳末たすけあい居宅訪問事業（福祉品激励
品）

50,000

12 静岡市難病障害者協議会 静岡市 難病患者支援団体 静岡市難病障害者協議会　２０１６年度　新年会 50,000

13 静岡県中部難病ケア市民ネットワーク 島田市 難病患者支援団体 こころのバリアフリー新春てけてけ交流会 50,000

小計 13 820,000
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（46施設）

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 14,770,000

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28年度越年を施設で生活される方への支援 410,000

小計 46 15,180,000

1 静岡県児童養護施設協議会 三島市 児童支援（社会的養護）
平成28年度自動車学校運転免許取得費用助成（30名
分）

3,240,000

平成28年度児童養護施設等入所児童の大学等進学応援
事業（平成27年度2名分、平成28年度13名分）

3,120,000

自立援助ホーム自活支度費助成事業（平成28年度5名
分）

1,350,000

児童養護施設等退所児童のアフターケア事業 2,375,000

2 静岡県里親連合会 静岡市 児童支援（社会的養護）
平成28年度高校卒業予定自動車学校運転免許取得費用
助成（10名分）

1,080,000

小計 2 11,165,000
合計 61 27,165,000


