
【地域福祉活動支援】

一般募金分
地域歳末たすけ
あい募金分※2

計

下田市 1,096,200 1,011,371 925,679 1,937,050 3,033,250

伊東市 2,268,290 2,906,999 468,723 3,375,722 5,644,012

熱海市 1,505,916 649,599 352,257 1,001,856 2,507,772

伊豆市 ― 5,318,977 ― 5,318,977 5,318,977

伊豆の国市 981,000 1,775,110 1,274,484 3,049,594 4,030,594

三島市 1,615,256 2,993,574 2,005,325 4,998,899 6,614,155

沼津市 6,247,395 6,115,040 1,354,752 7,469,792 13,717,187

御殿場市 4,398,000 5,835,321 1,703,955 7,539,276 11,937,276

裾野市 700,000 1,908,029 1,557,976 3,466,005 4,166,005

富士宮市 2,283,000 9,001,731 1,723,788 10,725,519 13,008,519

富士市 8,323,000 11,295,791 949,949 12,245,740 20,568,740

静岡市 21,121,121 15,342,066 1,172,470 16,514,536 37,635,657

焼津市 8,723,302 8,594,689 1,808,823 10,403,512 19,126,814

藤枝市 4,365,758 7,395,748 1,459,453 8,855,201 13,220,959

島田市 4,621,220 6,334,375 592,764 6,927,139 11,548,359

牧之原市 767,000 3,654,996 0 3,654,996 4,421,996

御前崎市 1,595,000 2,483,380 746,756 3,230,136 4,825,136

菊川市 1,522,000 3,159,404 502,543 3,661,947 5,183,947

掛川市 4,960,000 6,011,778 3,076,355 9,088,133 14,048,133

袋井市 3,316,000 4,919,576 375,630 5,295,206 8,611,206

磐田市 5,162,481 6,002,084 3,863,968 9,866,052 15,028,533

浜松市 41,349,824 15,813,698 12,232,219 28,045,917 69,395,741

湖西市 4,659,369 2,651,266 491,346 3,142,612 7,801,981

東伊豆町 556,794 508,049 0 508,049 1,064,843

河津町 833,294 700,384 54,217 754,601 1,587,895

南伊豆町 1,064,826 911,521 169,259 1,080,780 2,145,606

松崎町 718,200 487,703 174,692 662,395 1,380,595

西伊豆町 680,000 1,192,116 0 1,192,116 1,872,116

函南町 1,982,000 2,296,677 841,004 3,137,681 5,119,681

清水町 613,822 1,892,551 1,281,986 3,174,537 3,788,359

長泉町 1,947,565 2,677,268 552,142 3,229,410 5,176,975

小山町 1,000,458 2,019,127 1,193,598 3,212,725 4,213,183

吉田町 505,988 1,325,448 993,893 2,319,341 2,825,329

川根本町 947,880 834,437 198,923 1,033,360 1,981,240

森町 836,101 887,144 99,260 986,404 1,822,505

計35 143,268,060 146,907,027 44,198,189 191,105,216 334,373,276

前年度 139,986,347 149,398,516 52,539,727 201,938,243 341,924,590

※1　地域歳末たすけあい募金のうち、見舞金贈呈事業及び年末年始の福祉サービス事業費(活用済)

※2　地域歳末たすけあい募金の残金：翌年度の地域福祉活動で活用する

※3　福祉サービスを必要とする高齢者、障害者、児童、課題を抱える方等に対して行う支援事業

平成29年度共同募金（市町社会福祉協議会）助成一覧

市町社協名
平成29年度歳末
支援活動※1

平成30年度地域福祉活動※3
市町社協合計



区分 № 施設・団体名
施設

所在地
施設・団体の種類

（定員）
事業内容

助成額
(円)

助成条件

福祉施設
機器整備

1 グループホーム　めいぷる 伊東市 障害福祉サービス事業（共同生
活援助）（4名）

冷蔵庫整備事業
　冷蔵庫　1台

127,000

福祉施設
機器整備

2 グループホーム　コルティーホ 伊東市 障害福祉サービス事業（共同生
活援助）（8名）

調理器具・洗濯機整備事業
・ガステーブル　1台
・換気扇　　　　1台
・洗濯機 　   　1台

152,000

福祉施設
機器整備

4 カスタネット江之島 浜松市 障害福祉サービス事業（共同生
活援助・短期入所）（7名）（4
名）

送迎用自動車10人乗り整備事業（新規）
[移送車4]
　送迎用ワゴン車　2500cc　10人乗　1台

1,800,000

福祉施設
機器整備

5 生活介護事業所おおはら 伊東市 障害福祉サービス事業（生活介
護）

縫製品作成用刺繍ミシン整備事業
　10針1頭刺繍ミシン　1台

659,000

福祉施設
機器整備

6 （仮）生活介護事業所　そおれ 三島市 障害福祉サービス事業（生活介
護）
（20名）

送迎用自動車8人乗り整備事業（新規）
[移送車4]
　送迎用ワゴン車　2000cc　8人乗　1台

1,350,000

福祉施設
機器整備

7 生活介護事業所　らぽ～と 富士宮市 障害福祉サービス事業（生活介
護）
（20名）

送迎用スロープ付自動車整備事業（新規）
[移送車2]
　車いす仕様（スロープ式）2000cc　1台

1,950,000

福祉施設
機器整備

8 吉原つくし 富士市 障害福祉サービス事業（生活介
護・就労継続支援B型）（8名）

冷蔵庫設備整備事業
　冷蔵庫　1台

112,000

福祉施設
機器整備

9 ラポールたけみ 静岡市 障害福祉サービス事業（就労継
続支援B型・生活介護）（12名）
（10名）

トイレ等水廻り改修工事
　男性用トイレ小便器用自動水栓2ヶ所
　洗面器用自動水栓　　        3ヶ所
　洗面器（取替）　　　        1ヶ所
　屋外流し台用自閉水栓        2ヶ所

ハンドドライヤー 2ヶ所

563,000

福祉施設
機器整備

10 歩・歩　ギャラリーココ 静岡市 障害福祉サービス事業（生活介
護）
（20名）

食事用椅子テーブル整備事業
　食事用テーブル　2台
　椅子　　　　　　8脚

150,000

福祉施設
機器整備

11 わたぐも 静岡市 障害福祉サービス事業（生活介
護）
（20名）

送迎用リフト付き車両整備事業（新規）
[移送車3]
　車いす使用（リフト式）2500cc10人乗1台

2,325,000

福祉施設
機器整備

12 ワークホーム結 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）（10名）
（10名）

余暇活動用テレビ整備事業
　４９型テレビ　           　1台
　ブルーレイＤＶＤレコーダー 1台
　テレビラック             　1台
　AVコード　　           　　1本
　配線器具　　           　　1式

アンテナコード 1本

240,000

福祉施設
機器整備

14 風のこえ 島田市 障害福祉サービス事業（生活介
護）
（20名）

送迎用自動車8人乗り整備事業（買替）
[移送車4]
　送迎用ワゴン車　1500cc　8人乗　1台

1,350,000

平成29年度共同募金（福祉施設・地域福祉）助成一覧　　（平成30年度事業）
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福祉施設
機器整備

15 おおふじ学園 磐田市 障害福祉サービス事業（生活介
護）
（40名）

食事用テーブル等機器整備事業
　回診車　　　　　　　　　　　　1台
　衝立　　　　　　　　　　　　　3台
　ダイニングチェア　　　　　　　15脚
　ダイニングチェア（高さ42cm）　15脚
　テーブル　　　　　　　　　　　8台
　テーブル（高さ調節あり）　　　2台
　テーブル反り止め金具　　　　　10個

テーブル（高さ調節あり） 1台

1,076,000

福祉施設
機器整備

16 四季の郷 浜松市 障害福祉サービス事業（施設入
所・生活介護・短期入所）（50
名）（55名）

業務用洗濯設備更新事業
　全自動洗濯機　　　1台
　全自動ガス乾燥機　1台

2,270,000

福祉施設
機器整備

17 アルス・ノヴァ 浜松市 障害福祉サービス事業（生活介
護）
（32名）

送迎用自動車8人乗り整備事業（買替）
[移送車4]
　送迎用ワゴン車　2000cc　8人乗　1台

1,350,000

福祉施設
機器整備

18 オリーブの樹 浜松市 障害福祉サービス事業（生活介
護）
（30名）

送迎用マイクロバス整備事業（買替）
[その他]
　マイクロバス　4500cc29人乗　1台

5,000,000

福祉施設
機器整備

19 ドリームラークス 静岡市 障害福祉サービス事業（就労継
続支援A型）（20名）

加工肉パック詰め用機器整備
　計量値付プリンター  　1台
　同　5年間保守料金
　バーコードプリンター　2台

青果物用台ばかり 10台

1,506,000

部分的な可
計量値付プリンターの5年間
保守料は助成対象外

福祉施設
機器整備

20 もくせい苑 伊豆の国
市

障害福祉サービス事業（就労継
続支援B型）（30名）

縫製品作成用ミシン設備整備事業
　高速直進ミシン　　1台
　ポータブル検針器　1台

225,000

福祉施設
機器整備

21 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）（12名）
（18名）

送迎・配送用自動車5人乗り整備事業（買替）
[その他]
　送迎・配送用車両 1,500cc 5人乗 1台

1,419,000

福祉施設
機器整備

22 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）（30名）

送迎用自動車10人乗り整備事業（新規）
[移送車4]
　送迎用ワゴン車　2500cc　10人乗　1台

1,800,000

福祉施設
機器整備

23 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）（20名）

空調設備整備事業
　天井カセット4方向　1セット

518,000

福祉施設
機器整備

24 ネットワークひこばえ 静岡市 障害福祉サービス事業（就労継
続支援B型）（20名）

下請作業用紙枚数計数機整備事業
　紙枚数計数機　1台

356,000

福祉施設
機器整備

25 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）（20名）

下請製品搬送用ワゴン車整備事業（新規）
[移送車4]
　下請製品搬送用ワゴン車 2000cc 8人乗 1台

1,350,000

福祉施設
機器整備

26 ラポール・ファーム 静岡市 障害福祉サービス事業（就労継
続支援B型）（20名）

送迎及び製品搬送用軽自動車整備事業（新規）
[その他]
　送迎及び製品搬送用軽自動車 660cc 4人乗 1台

830,000

福祉施設
機器整備

27 ラポール・タスカ　ベンチタイ
ム

静岡市 障害福祉サービス事業（就労継
続支援B型）（10名）

建物外壁等塗装・シーリング工事
　外壁塗装工事
　シーリング工事
　屋根他塗装工事
　内装工事

仮設工事

2,916,000
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福祉施設
機器整備

28 ラポール・タスカ　麦の会 静岡市 障害福祉サービス事業（就労継
続支援B型）（10名）

搬送用トラック整備事業（買替）
[その他]
　搬送用トラック　2,000cc　3人乗　1台

1,714,000

福祉施設
機器整備

29 ワークセンター　かがやき 島田市 障害福祉サービス事業（就労継
続支援B型）（20名）

空調機器設備工事整備事業（１階）
　天吊形　2セット

1,215,000

条件付き可
【助成条件】
１．１階の作業室は広いの
で、空調を効率的に効かせる
対策を行うこと(間仕切り等)
２．空調設備がない2階作業
室は、法人において作業環境
改善のための対策を行うこと

福祉施設
機器整備

30 りなむ 島田市 障害福祉サービス事業（就労継
続支援B型）（20名）

空調設備整備工事
　天吊型　1セット

458,000

福祉施設
機器整備

31 ワークセンターやまばと 牧之原市 障害福祉サービス事業（就労継
続支援B型）（20名）

送迎用スロープ付自動車整備事業（買替）
[移送車2]
　車いす仕様（スロープ式）2000cc 8人乗 1台

1,950,000

福祉施設
機器整備

32 おまえざき作業所 御前崎市 障害福祉サービス事業（就労継
続支援B型）（30名）

運搬作業用軽自動車整備事業（新規）
[その他]
　運搬作業用軽自動車 660cc 4人乗 1台

862,000

福祉施設
機器整備

33 きほくのもり★ペンタス 掛川市 障害福祉サービス事業（就労継
続支援B型）（20名）

送迎用スロープ付軽自動車整備事業（新規）
[移送車2]
　車いす仕様（スロープ式）660cc 4人乗 1台

1,177,000

福祉施設
機器整備

34 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）（6
名）（14名）

送迎用自動車8人乗り整備事業（買替）
[移送車4]
　送迎用ワゴン車　2000cc　8人乗　1台

1,350,000

福祉施設
機器整備

35 トマト工房 浜松市 障害福祉サービス事業（就労継
続支援B型）（20名）

冷蔵庫整備事業（買替）
　冷蔵庫　1台

123,000

福祉施設
機器整備

36 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）（20名）

建物外壁等塗装工事
　外壁・屋根・幕板　塗装　　1式
　階段手摺・ステップ　塗装　1式
　シャッター・樋　塗装　　　1式

1,765,000

福祉施設
機器整備

37 相談支援事業こころ 伊豆市 障害福祉サービス事業（相談支
援）

相談支援用軽自動車整備事業（新規）
[その他]
　相談支援用軽自動車　660cc　4人乗　1台

751,000

福祉施設
機器整備

38 障がい者生活自立・就労支援ス
クールふじのみや

富士宮市 障害福祉サービス事業（就労移
行支援・自立訓練（生活訓
練））（6名）（14名）

送迎用自動車8人乗り整備事業（新規）
[移送車4]
　送迎用ワゴン車　2000cc　8人乗　1台

1,350,000

福祉施設
機器整備

39 浜松協働学舎
根洗寮

浜松市 障害福祉サービス事業（施設入
所・生活介護・短期入所）（40
名）（20名）

給食室調理器具整備事業
　スチームコンベクションオーブン　1台 1,320,000

福祉施設
機器整備

40 ゆくり亭 静岡市 精神障害者の働く場（指定外施
設）
（15名）

パン・シューマイ製造用機器
　ホームベーカリー　　　　6台
　中華セイロ（ふた）42cm　2個
　中華セイロ（身）　42cm　6個

デジタルスケール 2個

153,000

福祉施設
機器整備

41 あさぎり 浜松市 障害児入所施設（50名） 送迎自動車10人乗り整備事業（新規）
[移送車4]
　送迎用ワゴン車　2400cc　10人乗　1台

1,769,000
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防災倉庫整備事業
　物置設置　2台

1,875,000

福祉施設
機器整備

42 たんぽぽ 静岡市 多機能型児童発達支援事業・放
課後等デイサービス（5名）（10
名）

自動ドア設置工事
　自動ドア設置工事　　1式
　ステンレス建具工事　1式

1,518,000

福祉施設
機器整備

43 こどもデイサービス　ウルル 焼津市 障害児通所支援（放課後等デイ
サービス）（10名）

車いす対応トイレ・洗面所整備事業
　車いす対応用トイレ・洗面所　一式

727,000

福祉施設
機器整備

44 NPO法人ららの家 島田市 障害児通所支援（放課後等デイ
サービス）（10名）

子ども用調理器具、遊具、絵本棚等整備事業
　子ども用調理器具セット　　 10個
　遊具（バランスホッピング）　2台
　一輪車　                    2台
　絵本棚    　                1台
　ソファ　　　　　　　　　　  1脚
　木製丸椅子　               10脚

117,000

福祉施設
機器整備

45 ふれんず　つばさ 菊川市 障害児通所支援（放課後等デイ
サービス）（10名）

児童用机・椅子整備事業
　椅子　　　　　　　 20脚
　ドーナツテーブル　　6脚

927,000

福祉施設
機器整備

46 児童発達支援事業所浜松こども
園

浜松市 障害児通所支援（児童発達支
援・放課後デイサービス事業）
（10名）（20名）

トイレ改修工事
　1階トイレ改修工事　1式
　2階トイレ改修工事　1式

630,000

福祉施設
機器整備

47 つくし保育園 伊東市 保育所（60名） ＡＥＤ・災害用発電機整備
　ＡＥＤ　      1台
　災害用発電機　1台

577,000

福祉施設
機器整備

48 まりあ保育園 三島市 保育所（60名） 園庭木造総合遊具整備事業
　木造総合遊具整備工事
　（既存の築山使用）　1式

2,512,000

福祉施設
機器整備

49 ひまわり保育園 磐田市 保育所（90名） 園舎外壁塗装工事　1式
923,000

福祉施設
機器整備

50 小規模みつばち保育園 静岡市 保育所（小規模保育事業所）
（18名）

日よけオーニング整備事業
　日よけオーニング　1台

390,000

福祉施設
機器整備

51 保育所きぼう　藤枝郡園 藤枝市 保育所（小規模保育事業所）
（15名）

洗面台整備・玄関他段差解消事業
　幼児用洗面台取替工事　　一式
　玄関･フロア工事　　 　　一式

730,000

福祉施設
機器整備

53 きらきら保育園　本園 掛川市 保育所（59名） 園庭遊具整備事業
　鉄棒      　1基
　ブランコ  　1基
　雲梯　      1基
　八角ジム  　1基
　ジムマット　1枚

人工芝 35㎡

1,476,000

福祉施設
機器整備

54 きよさき保育園 掛川市 保育所（小規模保育事業所）
（19名）

保育室床整備事業
　保育室床整備工事　一式

218,000

部分的な可
床整備工事のみ認める。
（借家であるため、建物の資
産価値を高めることになる給
排水工事を伴うトイレ整備は
認めない。）
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施設・団体の種類
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助成条件

平成29年度共同募金（福祉施設・地域福祉）助成一覧　　（平成30年度事業）

福祉施設
機器整備

55 保育ルーム瑞雲 浜松市 保育所（小規模保育事業所）（9
名）

おもちゃ収納棚整備事業
　木製収納戸棚　1台

691,000

福祉施設
機器整備

56 あまぎ認定こども園 伊豆市 認定こども園（150名） 保育室備品・遊具設備等整備事業
　パーテーション・ポール　3組・4本
　ワイドテーブル　             1台
　ハンガースタンド           　1台
　三輪車（2歳児用）          　3台

プレイサークル 1式

370,000

福祉施設
機器整備

57 ハレルヤ愛児園 浜松市 認可外保育所（54名） 空調設備整備事業
　エアコン（１歳児ほふく室用）　1台
　エアコン（０歳児保育室用）　　1台

455,000

福祉施設
機器整備

58 原Ａ放課後児童クラブ（すぎの
こＡ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）（40名）

遊具整備事業
　一輪車16インチ　        2台
　モノブロックセット　    1セット
　レゴ基本ブロック      　1セット
　レゴ楽しい遊園地セット　1セット

レゴ収納ケース（６個） 1セット

115,000

福祉施設
機器整備

59 原Ｂ放課後児童クラブ（すぎの
こＢ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）（40名）

遊具整備事業
　一輪車14インチ　       　     2台
　一輪車16インチ　              2台
　ドミノたおし　                1セット
　レゴ　はたらく車セット　      1セット
　レゴ　カラフルセット　        1セット
　ブロックコンテナBOX         　1セット
　ブロックワミーたっぷりセット　1セット
　ブロックアイグリップコンテナセット

1セット

137,000

福祉施設
機器整備

60 はらだ児童クラブ 富士市 放課後児童クラブ（放課後児童
健全育成事業）（69名）

遊具整備事業
　ノーパンク一輪車16インチ　8台
　一輪車ラック10台用        1台

116,000

福祉施設
機器整備

61 第一小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）（88名）

遊具整備事業
　一輪車16インチ  　    　3台
　一輪車18インチ　      　3台
　プール(メタルフレーム)　1基

139,000

福祉施設
機器整備

62 南小学校放課後児童クラブみな
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）（60名）

遊具整備事業
　ままごとセット　流し台　        1台
　ままごとセット　冷蔵庫　        1台
　ままごとセット　ベビーベット　  1台
　ままごとセット　食材、調理器具　1式

木のままごとあそびセット 1式

113,000

福祉施設
計

59箇所 60事業 62,107,000

地域福祉
事業費

63 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事業
500,000

地域福祉
機器整備

64 静岡県障害者スポーツ協会 静岡市 障害者スポーツ支援 障害者スポーツ支援用自動車整備事業（買換）
［その他］
障害者スポーツ支援用ロングバン2000cc6人乗1台

1,819,000
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地域福祉
事業費

65 公益社団法人静岡県聴覚障害者
協会

静岡市 聴覚障害児者支援 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
事業費

公益社団法人静岡県聴覚障害者
協会

静岡市 障害者福祉サービス事業（聴覚
障害児者支援）

ろう高齢者交流支援事業
1,264,000

地域福祉
事業費

公益社団法人静岡県聴覚障害者
協会

静岡市 障害者福祉サービス事業（聴覚
障害児者支援）

夏休みろう子どもクラブ事業
1,952,000

地域福祉
事業費

66 特定非営利活動法人静岡ＦＩＤ
サッカー連盟

静岡市 障害者スポーツ支援 障がい者サッカー体験会による社会参加促進と支
援者拡充事業

450,000

地域福祉
事業費

67 特定非営利活動法人静岡県補助
犬支援センター

静岡市 視覚障害者支援 「第四回　触ってみよう、聞いてみよう開かれた
美術展」開催事業

630,000

地域福祉
事業費

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）

「第四回　世界とつながる　ＩＴ講習会」
351,000

地域福祉
機器整備

68 特定非営利活動法人オールしず
おかベストコミュニティ

静岡市 障害者就労支援 授産製品販売支援用軽自動車整備事業（買替）
[その他]
　授産製品販売支援用軽自動車 660cc 4人乗 1台

677,000

地域福祉
事業費

特定非営利活動法人オールしず
おかベストコミュニティ

静岡市 障害者支援（福祉事業所） 障害者授産製品コンクール開催事業
648,000

地域福祉
事業費

69 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
修講演相談事業

850,000

地域福祉
事業費

70 浜松言友会 浜松市 吃音症支援 「第６回青少年のための吃音講座」開催事業
45,000

地域福祉
機器整備

71 しずおか精神障害者スポーツ推
進協議会

沼津市 障害者スポーツ支援 スポーツ用デジタルタイマー整備事業
　デジタルタイマー　3台

225,000

地域福祉
事業費

72 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

地域福祉
事業費

73 ＫＨＪ全国ひきこもり家族会連
合会　静岡県いっぷく会

静岡市 児童支援（社会的養護） ひきこもりの子供を持つ親の為の学習会開催事業
　①連続学習会
　②公開講演会

300,000

地域福祉
事業費

74 特定非営利活動法人子ども虐待
防止センターしずおか

静岡市 児童支援（社会的養護） 電話相談員研修事業
227,000

地域福祉
事業費

75 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） チャイルドラインのカード作成・配布事業と公開
講座開催事業 198,000

地域福祉
事業費

76 特定非営利活動法人シャイン・
オン・キッズ

静岡市
（東京
都）

児童支援（病児） 静岡県立こども病院でのファシリティドッグによ
る動物介在介入事業 2,052,000

地域福祉
事業費

78 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37回サマーショートボランティア活動計画事業
2,200,000

地域福祉
事業費

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） 勤労者のボランティア活動参加促進事業
①国際協力NGO団体の活動「絵本を届ける運動」で
ボランティア体験
②「しずおか福祉バザール」でボランティア体験

200,000

地域福祉
事業費

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） ボランティア活動の手引き発行事業
　Ａ４サイズ　48ページ　5,000部作成 680,000
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地域福祉
機器整備

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） ボランティア活動支援及び災害支援用自動車整備
事業（買替）
[その他]
ボランティア活動支援及び災害支援用車両

5人乗 2000cc 1台

2,520,000

地域福祉
事業費

79 特定非営利活動法人ＰＯＰＯＬ
Ｏ

静岡市 住民支援（生活困窮者支援事
業・無料宿泊所）

自立準備ホーム運営事業
1,201,000

地域福祉
事業費

80 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） 電話相談員養成研修事業、養成講座受講料補助、
自殺防止カード作成事業 1,000,000

地域福祉
事業費

81 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） 電話相談員養成事業
①募集事業
②研修事業

1,400,000

地域福祉
事業費

82 多文化共生を考える焼津市民の
会「いちご」

焼津市 住民支援（外国人児童への学習
支援）

外国籍児童への学習支援事業
（1）しゅくだいひろば
（2）放課後ひろば

900,000

地域福祉
事業費

83 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・慢性疾患患者がその人らしい当たり前
の生活を送るための支援事業 900,000

地域福祉
事業費

84 社会福祉法人静岡県社会福祉協
議会

静岡市 社会福祉 住民参加型生活支援サービス立ち上げ講座開催事
業

450,000

地域福祉
計

21箇所 28事業 24,977,000

地域福祉
市町社協
機器整備

85 社会福祉法人伊豆市社会福祉協
議会

伊豆市 社会福祉 貸出用機器整備事業（買替）
　高齢者疑似体験教材  2セット
　高齢者疑似体験教材
　　（キッズセット）　8セット

308,000

地域福祉
市町社協
機器整備

86 社会福祉法人裾野市社会福祉協
議会

裾野市 社会福祉 在宅支援用軽自動車整備事業（新規）
[移送車2]
　車いす仕様（スロープ式）660cc　4人乗 1台

1,095,000

地域福祉
市町社協
機器整備

87 社会福祉法人御前崎市社会福祉
協議会

御前崎市 社会福祉 在宅支援用軽自動車整備事業（買替）
[移送車2]
　車いす仕様（スロープ式）660cc　4人乗　1台

1,200,000

地域福祉
市町社協
機器整備

88 社会福祉法人袋井市社会福祉協
議会

袋井市 社会福祉 在宅支援用軽自動車整備事業（新規）
[その他]
　在宅支援用軽自動車　660cc　４人乗　1台

854,000

地域福祉
市町社協

計
4箇所 4事業 3,457,000

合計 84箇所 92事業 90,541,000



区分 No. 法人名 施設名 施設所在地 施設の種類 助成内容・説明
助成額
（円）

一般
物品

1 （福）恩賜財団済生会支部静岡県済生
会

静岡県川奈臨海学園 伊東市 児童養護施設
5,520

一般
物品

2 （福）静岡恵明学園 静岡恵明学園児童部 三島市 児童養護施設
5,520

一般
物品

3 （福）芙蓉会 ひまわり園 富士市 児童養護施設
5,520

岩倉学園 富士市 児童養護施設

誠信少年少女の家 富士市 児童養護施設

一般
物品

5 （福）聖心会 聖心養護園 長泉町 児童養護施設
5,520

一般
物品

6 （福）静岡ホーム 静岡ホーム 静岡市 児童養護施設
5,520

一般
物品

7 （福）春風寮 春風寮 焼津市 児童養護施設
5,520

一般
物品

8 （福）デンマーク牧場福祉会 まきばの家 袋井市 児童養護施設
5,520

一般
物品

9 （福）和光会 和光寮 浜松市 児童養護施設
5,520

清明寮 浜松市 児童養護施設

すみれ寮 浜松市 児童養護施設

計 10法人 12施設 55,200

一般
物品

静岡ホーム 静岡市 児童養護施設
350,000

一般
物品

静岡ホーム保育学園 静岡市 保育所
150,000

｢胡蝶蘭(鉢植）｣
はごろもフーズ㈱(静岡市)から、静
岡市内の福祉施設等に｢胡蝶蘭(鉢
植)｣の寄贈があった

（福）静岡ホーム

一般
物品

10 （福）葵会

5,520

｢ひなまつり特製デザインカルピス｣

アサヒ飲料㈱(東京都)から、中央共
同募金会を通じて、全国の児童養護
施設にひなまつり特製デザインの｢カ
ルピス｣(非売品)の寄贈があった

平成29年度共同募金（物品）助成一覧　（平成29年度事業）

一般
物品

4 （福）誠信会

5,520

11



区分 No. 法人名 施設名 施設所在地 施設の種類 助成内容・説明
助成額
（円）

平成29年度共同募金（物品）助成一覧　（平成29年度事業）

一般
物品

つばさ静岡 静岡市 障害児者療養介護
施設 50,000

一般
物品

わたぐも 静岡市 障害者生活介護施
設 50,000

一般
物品

たんぽぽ 静岡市 児童発達支援事業
50,000

一般
物品

13 （特非）静岡難病ケア市民ネットワー
ク

難病Ｃａｆｅ　ソワニエ 静岡市 難病患者の居場所
支援 50,000

一般
物品

ラポール・タスカ　ぽけっ
と

静岡市 障害福祉サービス
就労継続支援事業 50,000

一般
物品

ラポール・タスカ　ラ・ポ
シェット

静岡市 障害福祉サービス
就労継続支援事業 50,000

一般
物品

ラポール安倍川 静岡市 障害福祉サービス
就労継続支援事業 50,000

一般
物品

ラポール・タスカ　ベンチ
タイム

静岡市 障害福祉サービス
就労継続支援事業 50,000

一般
物品

蛍が丘保育園 静岡市 保育所
50,000

一般
物品

七間町保育園 静岡市 保育所
50,000

一般
物品

16 （特非）オールしずおかベストコミュ
ニティ

障害者の働く幸せ創出セン
ター

静岡市 障害福祉事業所支
援

50,000

一般
物品

17 （福）葵会 賤機こども園 静岡市 認定こども園
100,000

一般
物品

生活介護そら 静岡市 障害者生活介護施
設 100,000

一般
物品

放課後等デイサービスどれ
み

静岡市 障害児放課後等デ
イサービス 100,000

一般
物品

放課後等デイサービスここ 静岡市 障害児放課後等デ
イサービス 100,000

｢胡蝶蘭(鉢植）｣
はごろもフーズ㈱(静岡市)から、静
岡市内の福祉施設等に｢胡蝶蘭(鉢
植)｣の寄贈があった

（福）小羊学園

（福）静岡手をつなぐ育成の会

（福）夢殿会

特定非営利活動法人清水障害者サポー
トセンターそら

12

14

15

18



区分 No. 法人名 施設名 施設所在地 施設の種類 助成内容・説明
助成額
（円）

平成29年度共同募金（物品）助成一覧　（平成29年度事業）

一般
物品

19 （特非）天使のはね えんぜる 静岡市 障害福祉サービス
就労継続支援事業 50,000

一般
物品

有度十七夜山保育園 静岡市 保育所
50,000

一般
物品

十七夜山しぶかわほいくえ
ん

静岡市 保育所
50,000

一般
物品

安倍学園 静岡市 福祉型障害児入所
施設 50,000

一般
物品

安倍野工房　静岡県庁「喫
茶ぴあ～」

静岡市 障害福祉サービス
就労継続支援事業 50,000

一般
物品

けやきワークセンター
「southぴあ～」

静岡市 障害福祉サービス
就労継続支援事業 50,000

一般
物品

ヴィヴァーチェあしくぼ・
フォルテあしくぼ

静岡市 障害福祉サービス
就労継続支援事業 50,000

一般
物品

22 （特非）静岡県ボランティア協会 ボランティアビューロー 静岡市 ボランティア
ビューロー 50,000

一般
物品

23 （福）静岡県身体障害者福祉会 静岡県身体障害者福祉セン
ター

静岡市 身体障害者福祉セ
ンター 50,000

一般
物品

24 （公社）静岡県聴覚障害者協会 静岡県聴覚障害者情報セン
ター

静岡市 聴覚障害者情報提
供施設 50,000

一般
物品

25 （福）静岡県社会福祉協議会 静岡県総合社会福祉会館シ
ズウェル

静岡市 総合施設
50,000

計 15法人 28施設 2,000,000

合計 25法人 40施設 2,055,200

｢胡蝶蘭(鉢植）｣
はごろもフーズ㈱(静岡市)から、静
岡市内の福祉施設等に｢胡蝶蘭(鉢
植)｣の寄贈があった

（福）きはだ会

（福）明光会21

20



（単位:円・%）

経費2% ｸﾚｼﾞｯﾄ3%

1
特定非営利活動法人
駒越地区社会福祉協議会③

静岡市 買い物支援事業 408,000 104 417,302 102.2% 8,346 8,346 408,956

2 社会福祉法人浜松いのちの電話⑤ 浜松市
若者への「浜松いのちの電話カード」配
布事業

441,000 37 200,040 45.3% 4,000 4,000 196,040

3 社会福祉法人静岡いのちの電話⑤ 静岡市
電話相談員募集事業（「いのちの電話」
活動紹介冊子作成）

100,000 21 123,957 123.9% 2,479 2,479 121,478

4 ＮＰＯ法人サステナブルネット 浜松市 はままつやらまいか子ども食堂事業 956,000 15 527,242 55.1% 10,544 10,544 516,698

5 社会福祉法人なごみかぜ 袋井市 子ども食堂の開設事業 244,000 110 662,302 271.4% 13,246 13,246 649,056

6
特定非営利活動法人
静岡県補助犬支援センター⑤

静岡市 身体障害者補助犬育成継続事業 500,000 79 387,286 77.4% 7,745 7,745 379,541

7 特定非営利活動法人てくてく⑤ 浜松市
ひきこもり当事者とその家族を対象とし
た居場所づくり事業

982,000 76 494,884 50.3% 9,897 1,500 11,397 483,487

8
特定非営利活動法人
静岡市障害者協会

静岡市
障害のある人の再犯防止プログラム・支
援セミナー事業

296,000 17 127,302 43.0% 2,546 2,546 124,756

9 特定非営利活動法人ＰＯＰＯＬＯ④ 静岡市 子ども応援事業（食糧支援と相談事業） 80,000 11 128,302 160.3% 2,566 2,566 125,736

10
特定非営利活動法人
オールしずおかベストコミュニティ

静岡市 障がいのある人への支援力向上研修事業 100,000 10 181,185 181.1% 3,623 3,623 177,562

11
社会福祉法人静岡県社会福祉協議会
②

静岡市 ふじのくに生活困窮者自立支援事業 200,000 102 655,039 327.5% 13,100 90 13,190 641,849

12
特定非営利活動法人
静岡県ボランティア協会⑤

静岡市
高校生・大学生と共に創る「地域共生
フォーラムしずおか」事業

410,000 72 1,024,442 249.8% 20,488 20,488 1,003,954

4,717,000 654 4,929,283 104.5% 98,580 1,590 100,170 4,829,113

平成28年度　（参加10団体） 7,690,000 426 2,555,728 33.2%

前年比　増減額・% 228 2,373,555 192.8%

・○数字は参加回数

・クレジットカードを通じた寄付金は、カード会社が寄付額の3%を差し引く

助成額
A-B

12

平成29年度使途選択募金　募金実績額と助成一覧（平成30年度事業）

№ 団体名 所在地 事業名 目標額
寄付
件数

実績額
A

達成率
事務経費　B



№ 団体名 市町  団体の種類 事業名
助成額
（円）

1
NPO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

2
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

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 クリスマス交流会 50,000

4
特定非営利活動法人
静岡家庭教育サポート協会

焼津市 児童支援団体 クリスマス交流会 50,000

5 特定非営利活動法人ＰＯＰＯＬＯ 静岡市 生活困難者支援団体 困窮者と地域をつなぐクリスマス会 50,000

6
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過ごす
クリスマス交流会

100,000

7 浜松市母子寡婦福祉会 浜松市 生活困難者支援団体 クリスマスイベント 50,000

8 のびっこクラブみしま 三島市 生活困難者支援団体
クリスマス会～世界のクリスマスを知ろう☆たのしもう
～

50,000

9 NPO法人サステナブルネット 浜松市 児童支援団体 子ども食堂でクリスマス会と新年会 50,000

10 特定非営利活動法人えんあって 浜松市 児童支援団体 冬休み子どもの昔遊び体験ともちづくり 30,000

11 しずおかキッズカフェ 静岡市 児童支援団体
子ども食堂及び「Play Hooky“ズル休み”パン作り」の
クリスマス会、新年会

100,000

12 更生保護法人少年の家 静岡市 更生保護施設 新年会 50,000

13
特定非営利活動法人
静岡県難病団体連絡協議会

静岡市 生活困難者支援団体 難病患者会交流会 100,000

14 静岡市内部障害者協会 静岡市 更生保護施設 居宅訪問（激励品） 50,000

15 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

16 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新年会 50,000

17
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 筋委縮性側索硬化症患者・家族・支援者による新年会 50,000

18 MS・NMOSD　交流会 静岡市 難病患者支援団体 多発性硬化症・視神経脊髄炎の医療相談会・懇親会 50,000

19 グリーフワーク　こころの絆をはぐくむ会 静岡市 自死遺族団体 自死遺族新年交流相談会 50,000

小計 19 1,180,000

平成29年度（第67回）NHK歳末たすけあい助成一覧



№ 団体名 市町  団体の種類 事業名
助成額
（円）

平成29年度（第67回）NHK歳末たすけあい助成一覧

20
児童養護施設12、母子生活支援施設2、自立援
助ホーム1、養護老人ホーム24、救護施設6、DV
ｼｪﾙﾀｰ3

静岡県内 平成29年度越年を施設で生活される方への支援 15,170,000

小計 48 15,170,000

里子の自動車運転免許取得費用助成事業
（＠121,000円×5名分） 605,000

里子の大学等進学応援事業
（＠200,000円×3名分） 600,000

児童養護施設等入所児童の自動車運転免許取得費用助成
事業
（児童養護施設  ＠121,000円×21名分）
（自立援助ホーム＠321,000円× 2名分）

3,183,000

児童養護施設等入所児童の大学等進学応援事業
（＠200,000円×11名分） 2,200,000

自立援助ホーム入居者の自立生活支度費助成事業
（＠300,000円×1名分） 300,000

児童養護施設等退所児童のアフターケア事業
（日当9,800+旅費4,120+調整費3,000）×12回×14施設
×90％）

2,558,000

小計 2 9,446,000

合計 69 25,796,000

22 静岡県児童養護施設協議会 三島市 児童支援（社会的養護）

21 静岡県里親連合会 静岡県内 児童支援（社会的養護）



法人名 施設名 区分 品名

活動用資機材
ｼﾞｮﾚﾝ6個・剣先ｽｺｯﾌﾟ10個
角ｽｺｯﾌﾟ6個・他6種

収納庫
（設置込）

収納庫8.04㎡1棟

活動用資機材
剣ｽｺｯﾌﾟ16個・角ｽｺｯﾌﾟ10個
十能10個・他14種

収納庫
（設置込）

収納庫9.29㎡1棟

活動用資機材
バール5個・トロ舟 大2個
トロ舟 小3個・他4種

収納庫
（設置込）

収納庫7.83㎡1棟

7件 ６箇所 4,330,487

助成額 協力者

平成29年度災害ボランティア活動用資機材助成一覧
【共同募金運動70周年記念助成（緊急等助成資金）】

5

№ 団体
保管設置場所 事業内容

3

（福）静岡県社会
福祉協議会

(福)蒼樹会 さつき園
(特別養護老人ホーム)

4
（特非）静岡県ボ
ランティア協会

491,864

・河津町区長会
・河津町災害ＶＣ連絡会
・(福)南寿会
　特別養護老人ホームサンシニア河津

・焼津市自治会連合会
・焼津市民生委員児童委員協議会
・(福)嬰育会
　特別養護老人ホーム福聚荘
・焼津市災害時ボランティアコーディネー
ター

1

（福)河津町
社会福祉協議会

(福)南寿会 サンシニア河津
(特別養護老人ホーム)

2

（福）焼津市
社会福祉協議会

(福)嬰育会 福聚荘
(特別養護老人ホーム)

500,000

活動用資機材

・吉佐美区
・下田市民生委員・児童委員協議会
・(福)梓友会
・下田災害ボランティアコーディネートの会
・NPO法人賀茂災害ボランティアコーディネー
トの会

ｽｺｯﾌﾟ200個・ﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼ50個
ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ10枚・他10種

936,900
・長泉町薄原上区自治会
・(福)蒼樹会
　特別養護老人ホームさつき園
・長泉町
　災害時ボランティアコーディネーターの会
・長泉町社会福祉協議会

収納庫
（設置込）

収納庫6.75㎡1棟
収納庫3.42㎡1棟

活動用資機材

1,000,000

（福)下田市
社会福祉協議会

(福)梓友会 みくらの里
(特別養護老人ホーム)

 H28年「収納庫」
 設置場所

剣スコップ10個
角スコップ10個
十能10個
他18種

499,813

500,000

・藤枝市自治会連合会
・藤枝市民生委員・児童委員協議会
・特別養護老人ホーム亀寿の郷
・災害ボランティア・コーディネーター藤枝

7

（福)磐田市
社会福祉協議会

(福)丹穂会 緑ヶ丘学園
（障害者支援施設）

 H28年「収納庫」
 設置場所

活動用資機材
土のう袋(400枚)10箱
工具25点セット2セット
メッシュゼッケンベスト60枚

401,910
・市内4避難所（国府台地区）
・磐田市災害ボランティアコーディネーター
・(福)丹穂会　緑ヶ丘学園

6

（福)藤枝市
社会福祉協議会

(福)葉月会 亀寿の郷
（特別養護老人ホーム）



助成区分 No. 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）

福祉施設機器整備
(当年度増築）

1 風の丘 浜松市 障害福祉サービス
（生活介護）

送迎用車両（移送車4）　1台
　送迎用ワゴン車　2000cc　8人乗

1,350,000

福祉施設機器整備
(当年度分場新設・定員増)

2 なごみかぜ工房 袋井市 障害福祉サービス
（就労継続支援B型）

エアコン設備　6台
　（天井カセット3・天吊り型3)

2,725,000

福祉施設機器整備(当年度
移転改修）

3 放課後等デイサービスはいから 富士市 障害児通所支援
（放課後デイサービス事
業）

学習机・椅子・靴箱ほか　4種類
　机・椅子セット　6台
　食卓テーブル　 2台
　シューズボックス　1台
　学習机間仕切り　6個

164,000

福祉施設機器整備(当年度
創設）

4 どれみ２（仮） 静岡市 障害児通所支援
（放課後デイサービス事
業）

送迎用車両（移送車4）　1台
　送迎用ワゴン車　2000cc　8人乗

1,350,000

福祉施設機器整備(当年度
増築・定員増）

5 みらい保育園 御殿場市 保育所 テーブル・いす・ベッドほか　9種類
　折りたたみテーブル　2台
　ベビーチェア　12脚
　乳児用木製いす　10脚
　おひるねベット　20台
　おひるねベット収納台　2台
　折りたたみベット　3台
　折りたたみおむつ交換台　1台
　パーテーション・サークル　4台
　お散歩車　1台

904,000

福祉施設機器整備(当年度
創設）

6 十七夜山しぶかわほいくえん 静岡市 保育所 園庭遊具　4台
　ブランコ　1基
　ジャングルジム　1基
　スプリング遊具　1基
　ユニットプール　1式

2,430,000

福祉施設機器整備(当年度
創設）

7 七間町保育園 静岡市 保育所 室内遊具　2台
　2階建てテラスハウス(幼児用)　１台
　滑り台付遊具(乳児用)　　 　　１台

1,999,000

平成29年度福祉施設機器整備事業（当年度機器整備）助成一覧
【共同募金運動70周年記念助成（緊急等助成資金）】



助成区分 No. 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）

平成29年度福祉施設機器整備事業（当年度機器整備）助成一覧
【共同募金運動70周年記念助成（緊急等助成資金）】

福祉施設機器整備(当年度
認可取得・増築）

8 きらきら保育園本園 掛川市 保育所 テーブル・椅子・音響機器ほか　15種類
　折りたたみ式乳児用身長計　1台
　避難車6～8人乗り　1台
　ワンタッチテントT-33M直　1台
　ステンレス折りたたみワゴン　1台
　保健用収納ベッド付き戸棚　1台
　スピーカーセット　1式
　プロジェクター　1式
　スクリーン　1台
　衝立　1台
　タオルハンガーミニ　3台
　タオルハンガー　1台
　机年長用M　4台
　ベビーチェア　3脚
　ローハイチェア　1脚
　リクライニングベビーチェア　1脚

1,019,000

福祉施設機器整備
(当年度創設)

9 （仮）重度障害者デイサービス
センター第二ひだまり

伊東市 障害福祉サービス事業
（生活介護）・多機能型
障害児通所支援（児童発
達支援事業・放課後等デ
イサービス事業）

送迎用スロープ付自動車5人乗り整備事業（新規）
[移送車2]
　車いす仕様（スロープ式）1500cc 5人乗 1台

1,425,000

福祉施設機器整備
(当年度創設)

10 あにまぁと 磐田市 障害福祉サービス事業
（生活介護）・多機能型
障害児通所支援（児童発
達支援事業・放課後等デ
イサービス事業）

特殊浴槽備品、ベッド、医療機器等整備事業
　フラット担架 1台
　電動コンパクトストレッシャ― 　 1台
　3モーターベッド（キャスター脚） 3台
　ステンレスワゴン(キャスター脚） 2台
　手動式人工呼吸器（成人用）      1個
　手動式人工呼吸器（小児用）      1個
　車いす用体重計                  1台
　移乗用マット（防水）            1枚

1,698,000



助成区分 No. 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）

平成29年度福祉施設機器整備事業（当年度機器整備）助成一覧
【共同募金運動70周年記念助成（緊急等助成資金）】

福祉施設機器整備
(当年度創設)

11 児童発達支援事業所ころころ 浜松市 障害児通所支援（児童発
達支援事業）

療育用ピアノ整備事業
　ピアノ（椅子付）          1台
　キーカバー　　　　　　　　1個
　キャスター受け　　　　　　1組
　ピアノ磨き　　　　　　　　1枚
　ピアノカバー　　　　　　　1枚

448,000

福祉施設機器整備
(当年度増改築)

12 静岡ホーム保育学園 静岡市 保育所 机、椅子、乳児用遊具等整備事業
　台形机(ランチルーム)　   6台
　まる椅子(ランチルーム)　12脚
　太鼓橋(乳児用)         　1台
　肋木トンネル(乳児用)　   1台
　0歳児用椅子              3脚
　0歳児用机（自立式）      3台

697,000

福祉施設機器整備
(当年度増改築)

13 住吉第二保育園 浜松市 保育所 園庭遊具整備事業
（法面壁登り遊具）　1式
　タイヤ登り　　　1基
　ロッククライム　1基
　ロープネット  　1基
　丸太登り      　1基

1,890,000

福祉施設機器整備
(当年度認可取得・創設)

14 （仮）伊左地保育園 浜松市 保育所 組立式プール、壁掛け扇風機等整備事業
　組立式プールユニット         1式
　壁掛け扇風機設置工事（20台） 1式
　ポータブルステージ　　　　　 5台
　ステージ用スカート         　1枚
　ステージ用ステップ         　2台

1,780,000

福祉施設機器整備
(当年度創設)

15 ひまわり第二保育園 浜松市 保育所 組立式プール整備事業
　大型プール　1基

1,900,000

福祉施設機器整備
(当年度創設)

16 （仮）みらい保育園 浜松市 保育所 ピアノ整備事業
　アップライトピアノ　1台
　デジタルピアノ　　　5台 847,000



助成区分 No. 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）

平成29年度福祉施設機器整備事業（当年度機器整備）助成一覧
【共同募金運動70周年記念助成（緊急等助成資金）】

福祉施設機器整備
(当年度認可取得・創設)

17 なぎる保育園 東伊豆町 保育所(小規模保育事業
所)

給食配送用ケース、幼児用玩具等整備事業
　フードパンキャリア　        1個
　フードパンキャリア(大)　    1個
　保冷用プレート　            1枚
　フードパン(食品保存ケース)　1式
　おままごと野菜果物セット　　1式
　幼児向けブロックセット　    1式
　抗菌パズルボックス        　1個

190,000

福祉施設機器整備
(当年度認可取得・創設)

18 慶明保育園 富士市 保育所(小規模保育事業
所)

調理器具消毒保管庫等整備事業
　調理器具用熱風消毒保管庫　1台
　セーフティーマット　　　　4枚 405,000

福祉施設機器整備
(当年度増改築)

19 賤機こども園 静岡市 認定こども園 乳児室間仕切り兼用ロッカー整備事業
　間仕切り兼用ロッカー　2台

397,000

福祉施設機器整備
(当年度創設)

20 （仮）ひらくちこども園 浜松市 認定こども園 机、椅子、オムツ交換マット等整備事業
　授乳テーブル 　  　3台
　授乳チェアー       3脚
　食事用テーブル　　15台
　1歳児用チェア　　 15脚
　オムツ交換マット　 9枚
　テーブル 1台
　2歳児用チェア　　 18脚
　折りたたみベッド 　7台
　乳児用ベッドふとん 8枚

1,600,000

合計 20件 25,218,000



№ 取扱要領による区分 団体名 所在地 事業内容 助成額(円) 助成条件

1 要支援者に対する支援体制づく
り「見守り事業」

第二地区社会福祉協議会 沼津市 高齢者及び要援護者等に対する救急医療情報キット配布による支援活動
・救急医療情報キット
　本体・マグネット他（700セット）
・説明書作成費

200,000

2 要支援者に対する支援体制づく
り「見守り事業」

大平地区社会福祉協議会 沼津市 高齢者及び要援護者等に対する救急医療情報キット配布による支援活動
・救急医療情報キット
　本体・マグネット他（1,000セット）

200,000

3 要支援者に対する支援体制づく
り「見守り事業」

特定非営利活動法人清水ネット 静岡市 アフタヌーンカフェ（認知症カフェ）と子どもの居場所事業
・アフタヌーンカフェ（6回）
・けん玉交流会（10回）
・いも堀り交流会（1回：10月開催）
・けん玉名人検定（1回：3月開催）

200,000

4 要支援者に対する支援体制づく
り「見守り事業」

浜松市東区あんしんネットワーク連絡
会

浜松市 東区あんしんネットワーク推進事業
・推進ポスター（6地区各1枚） 157,000

5 在宅福祉活動「引きこもりや孤
立を防ぐ事業（相談事業）」

浜松市民生委員児童委員協議会 浜松市 地域の身近な相談相手強化事業
・のぼり旗(ポール付）（270本）

199,000

6 在宅福祉活動「引きこもりや孤
立を防ぐ事業（勉強会）」

認定NPO法人精神障害者生活支援よもぎ
会

静岡市 精神障害・精神の病について理解を深める勉強会
・やさしい精神保健教室（6回）
・講演会（2回）

200,000

7 在宅福祉活動「引きこもりや孤
立を防ぐ事業（高齢者サロ
ン）」

サロンくまさか 伊豆市 高齢者サロン用低座椅子整備事業
・低座椅子　30脚 247,000

8 在宅福祉活動「引きこもりや孤
立を防ぐ事業（高齢者サロ
ン）」

下村ふれあいサロン 伊豆市 高齢者サロン用低座椅子整備事業
・低座椅子　35脚 156,000

9 在宅福祉活動「引きこもりや孤
立を防ぐ事業（高齢者サロ
ン）」

長野ふれあいサロン 伊豆市 高齢者サロン用低座椅子整備事業
・低座椅子 25脚 183,000

10 在宅福祉活動「引きこもりや孤
立を防ぐ事業（高齢者サロ
ン）」

田沢ふれあいサロン 伊豆市 高齢者サロン用トイレバリアフリー化事業
・トイレ改修工事　1式 262,000

11 在宅福祉活動「引きこもりや孤
立を防ぐ事業（高齢者サロ
ン）」

中丸上ふれあいサロン 裾野市 高齢者サロン用ワイヤレスアンプ整備事業
・ワイヤレスアンプ　1式
・ワイヤレスマイク　2本

166,000

12 在宅福祉活動「引きこもりや孤
立を防ぐ事業（高齢者サロ
ン）」

ふれあい・いきいきサロン　さくら 富士市 高齢者サロン用トイレバリアフリー化事業
・トイレ改修工事　1式 300,000

13 在宅福祉活動「引きこもりや孤
立を防ぐ事業（高齢者サロ
ン）」

天間北１サロンすみれ 富士市 高齢者サロン用低座椅子整備
・低座椅子　25脚 181,000

14 在宅福祉活動「引きこもりや孤
立を防ぐ事業（高齢者サロ
ン）」

いどばたサロン 富士市 高齢者サロン用ワイヤレスアンプ整備事業
・ワイヤレスアンプ  1式
・ピンマイク        2個

140,000

平成29年度地域ふれあい支え合い助成事業助成一覧（平成28年度共同募金分）
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15 在宅福祉活動「引きこもりや孤
立を防ぐ事業（高齢者サロ
ン）」

サロンソビナ 富士市 高齢者サロン用トイレバリアフリー化事業
・トイレ改修工事　1式 262,000

16 在宅福祉活動「引きこもりや孤
立を防ぐ事業（高齢者サロ
ン）」

城北学区社会福祉協議会 静岡市 高齢者サロン用ワイヤレスアンプ整備事業
・ワイヤレスアンプ　1式
・ワイヤレスマイク　1本
・ピンマイク　　　　1個

217,000

17 在宅福祉活動「引きこもりや孤
立を防ぐ事業（高齢者サロ
ン）」

静岡市三番町地区社会福祉推進協議会 静岡市 高齢者サロン用ワイヤレスアンプ整備事業
・ワイヤレスアンプ　1式
・ワイヤレスマイク　1本
・有線マイク　　　　1本

174,000

18 在宅福祉活動「引きこもりや孤
立を防ぐ事業（高齢者サロ
ン）」

江尻地区社会福祉協議会　Ｓ型デイ
サービス大手会場

静岡市 高齢者サロン用レクリエーション遊具整備事業
・ハンドベル27音　1セット
・ハンドベル20音　1セット
・ピアニカ　　　　2台
・トライアングル　1個
・タンバリン　　　1個
・点鳥ルーレット　1個
・ゲームレール　　1個

138,000

19 在宅福祉活動「引きこもりや孤
立を防ぐ事業（高齢者サロ
ン）」

飯田地区社会福祉協議会 静岡市 高齢者サロン用低座椅子整備
・低座椅子　20脚 205,000

20 在宅福祉活動「引きこもりや孤
立を防ぐ事業（高齢者サロ
ン）」

下小田上公会堂サロン 焼津市 高齢者サロン用ワイヤレスアンプ整備事業
・ワイヤレスアンプ　1式
・ワイヤレスマイク　1本
・ピンマイク　      1個

175,000

21 在宅福祉活動「引きこもりや孤
立を防ぐ事業（高齢者サロ
ン）」

小川みなみミニデイ 焼津市 高齢者サロン用ワイヤレスアンプ整備事業
・ワイヤレスアンプ　1式
・ワイヤレスマイク　1本
・ピンマイク　      1個

231,000

22 在宅福祉活動「引きこもりや孤
立を防ぐ事業（高齢者サロ
ン）」

西益津地区社会福祉協議会 藤枝市 高齢者サロン用低座椅子整備事業
・低座椅子（回転）　40脚
・低座椅子　　　　　 8脚

294,000

23 在宅福祉活動「引きこもりや孤
立を防ぐ事業（高齢者サロ
ン）」

岸町社会福祉協議会 島田市 高齢者サロン用ワイヤレスアンプ整備事業
・ワイヤレスアンプ　1式
・ワイヤレスマイク　2本
・有線マイク      　1本

175,000

24 在宅福祉活動「引きこもりや孤
立を防ぐ事業（高齢者サロ
ン）」

さくら会 菊川市 高齢者サロン用トイレバリアフリー化事業
・トイレ改修工事　1式 212,000
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25 在宅福祉活動「引きこもりや孤
立を防ぐ事業（高齢者サロ
ン）」

大須賀第一地区社会福祉協議会 掛川市 高齢者サロン用低座椅子整備事業
・低座椅子　70脚 206,000

26 在宅福祉活動「引きこもりや孤
立を防ぐ事業（高齢者サロ
ン）」

大須賀第三地区福祉委員会 掛川市 高齢者サロン用低座椅子整備事業
・低座椅子　92脚 270,000

27 在宅福祉活動「引きこもりや孤
立を防ぐ事業（高齢者サロ
ン）」

原谷地区福祉協議会 掛川市 高齢者サロン用レクリエーション遊具整備事業
・ハンドベル27音　2セット
・ソフトケース    2個

139,000

28 在宅福祉活動「引きこもりや孤
立を防ぐ事業（高齢者サロ
ン）」

小島方ふれあいサロン 磐田市 高齢者サロン用ワイヤレスアンプ整備事業
・ワイヤレスアンプ　1式
・ワイヤレスマイク　2本

184,000

29 在宅福祉活動「引きこもりや孤
立を防ぐ事業（高齢者サロ
ン）」

新屋原サロン 磐田市 高齢者サロン用血圧計・低座椅子・レクリエーション遊具整備事業
・血圧計     　     1個
・低座椅子　       15脚
・ストレッチポール　5本

147,000

30 在宅福祉活動「引きこもりや孤
立を防ぐ事業（高齢者サロ
ン）」

本村いきいきサロン 磐田市 高齢者サロン用低座椅子整備事業
・低座椅子　20脚 184,000

31 在宅福祉活動「引きこもりや孤
立を防ぐ事業（高齢者サロ
ン）」

東部台日向ぼっこ 磐田市 高齢者サロン用ワイヤレスアンプ整備事業
・ワイヤレスアンプ　1式
・ワイヤレスマイク　2本

190,000

32 在宅福祉活動「引きこもりや孤
立を防ぐ事業（高齢者サロ
ン）」

ウィズ南島サロン 磐田市 高齢者サロン用レクリエーション遊具・低座椅子整備事業
・低座椅子　            20脚
・ハンドドラム　        10個
・ベル（鈴）　          10個
・カスタネット          10個
・トライアングル　      10個
・ハンドウッドブロック　 2個
・ハンドベル25音　       1セット
・ハンドベル８音　       1セット
・タンバリン　           5個

181,000

33 在宅福祉活動「引きこもりや孤
立を防ぐ事業（高齢者サロ
ン）」

上川原憩いの場「みのり」 森町 高齢者サロン用ワイヤレスアンプ整備事業
・ワイヤレスアンプ　1式
・有線マイク        2本 145,000

34 在宅福祉活動「引きこもりや孤
立を防ぐ事業（高齢者サロ
ン）」

片瀬おたっしゃ会 森町 高齢者サロン用低座椅子整備事業
・低座椅子　20脚 198,000
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35 在宅福祉活動「引きこもりや孤
立を防ぐ事業（高齢者サロ
ン）」

浜松市蒲地区社会福祉協議会 浜松市 高齢者サロン用低座椅子整備事業
・低座椅子　77脚 290,000

36 在宅福祉活動「引きこもりや孤
立を防ぐ事業（高齢者サロ
ン）」

中ノ町地区社会福祉協議会　サロン
（中野町南地区）

浜松市 高齢者サロン用レクリエーション遊具・低座椅子整備事業
・キーボード　 1台
・低座椅子　  25脚

201,000

37 在宅福祉活動「引きこもりや孤
立を防ぐ事業（高齢者サロ
ン）」

宮口笑いの里 浜松市 高齢者サロン用ワイヤレスアンプ整備事業
・ワイヤレスアンプ　1式
・ワイヤレスマイク　2本
・有線マイク　　　　1本

269,000

38 在宅福祉活動「引きこもりや孤
立を防ぐ事業（高齢者サロ
ン）」

金川ふれあいサロン 浜松市 高齢者サロン用低座椅子整備事業
・低座椅子　15脚 160,000

39 在宅福祉活動「ひきこもりや孤
立を防ぐ事業（子育てサロ
ン）」

大岡地区社会福祉協議会 沼津市 子育てサロン用レクリエーション遊具整備事業
・ブロック(8cm52個)　   2セット
・ぬいぐるみ
　　やさいセット(22個)  1セット
　　くだものセット(22個)1セット
・ジョイントマット
　　　(90cm4枚組)　 　　4セット
・カーペット          　1枚

178,000

40 在宅福祉活動「ひきこもりや孤
立を防ぐ事業（子育てサロ
ン）」

特定非営利活動法人よしよし 静岡市 発達障害の可能性のある親子のほっとひといきカフェ事業（5回）
・母親の交流プログラム＆子育て相談、
　情報交換（福祉と医療、教育について）
　(10/31）
・リトミックや体操と交流プログラム
　(11/30）
・クリスマス会と交流プログラム
　(12/21）
・親のリフレッシュのバランスボール
　体操と交流プログラム
　(1/30）
・母親の交流プログラム＆子育て相談、
　情報交換（福祉と医療、教育について）
　(2/14）

199,000

・対象者の基準
を明確にするこ
と。
・幅広く周知し
て参加者を公募
すること。
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41 在宅福祉活動「ひきこもりや孤
立を防ぐ事業（子育てサロ
ン）」

特定非営利活動法人笠井共同活動セン
ター　おもちゃ図書館「ひつじぐも」

浜松市 おもちゃ図書館のレクリエーション遊具整備事業
・パネルシアター機材　　　　　　1式
　（パネルステージ・すそ幕
　　・ブラックライト・収納袋）
・パネルシアターブラックパネル　4点
・食育パネルシアター3巻セット   1点
・エプロンシアター　        　　3組
・カラーパネルシアター　　　   10セット

153,000

42 在宅福祉活動「障害児への情報
提供事業」

みしま難聴児を持つ親子の会 三島市 通常学級で学ぶ聴覚障がい児童生徒への文字による遠隔情報保障支援事
業
・実証実験（15回）
　（小学生1名、中学生1名）

162,000

43 在宅福祉活動「食事サービス事
業（子ども食堂）」

こども食堂富士見台 富士市 子ども食堂の調理器具整備事業
・ＩＨコンロ　      3台
・ミキサー        　1台
・ホットプレート　  1台
・ワンタッチワゴン　6台

144,000

44 在宅福祉活動「車椅子の貸出事
業」

原木区コミュニティ委員会 伊豆の国市 貸出用車椅子整備事業
・車椅子　3台 144,000

45 子どもの遊び場の遊具設備の新
設

岩波区自治会 裾野市 子どもの遊び場遊具整備事業
・すべり台　1式 300,000

46 子どもの遊び場の遊具設備の新
設

掛川市中新井区自治会 掛川市 子どもの遊び場遊具整備事業
・すべり台　1式 300,000

47 子どもの遊び場の遊具設備の新
設

三沢自治会 袋井市 子どもの遊び場遊具整備事業
・ブランコ　1式 300,000

48 子どもの遊び場の遊具設備の新
設

久保町自治会 磐田市 子どもの遊び場遊具整備事業
・すべり台　1式 300,000

49 子どもの遊び場の遊具設備の新
設

上ノ原自治会 湖西市 子どもの遊び場遊具整備事業
・ロッキング遊具　1式
・低鉄棒　　　　　1式

269,000

計 49件 10,087,000


