
【地域福祉活動支援】 （単位：円）

H30一般募金分
H30地域歳末
たすけあい
募金分 ※2

計

下田市 1,052,000 1,050,450 865,223 1,915,673 2,967,673

伊東市 2,319,475 3,037,455 350,715 3,388,170 5,707,645

熱海市 1,437,940 507,972 301,925 809,897 2,247,837

伊豆市 ― 4,954,542 ― 4,954,542 4,954,542

伊豆の国市 994,000 1,694,822 1,195,521 2,890,343 3,884,343

三島市 1,632,864 3,019,367 876,855 3,896,222 5,529,086

沼津市 6,235,904 5,181,343 1,216,146 6,397,489 12,633,393

御殿場市 3,961,000 5,763,621 1,665,034 7,428,655 11,389,655

裾野市 805,000 1,902,544 1,405,575 3,308,119 4,113,119

富士宮市 2,136,000 8,932,059 1,982,152 10,914,211 13,050,211

富士市 8,863,000 11,141,452 197,717 11,339,169 20,202,169

静岡市 20,798,032 18,819,416 1,251,594 20,071,010 40,869,042

焼津市 9,231,697 7,999,486 1,030,231 9,029,717 18,261,414

藤枝市 3,882,679 7,744,135 2,330,378 10,074,513 13,957,192

島田市 3,040,790 6,352,158 1,826,180 8,178,338 11,219,128

牧之原市 708,000 3,277,438 0 3,277,438 3,985,438

御前崎市 1,515,000 2,339,577 772,996 3,112,573 4,627,573

菊川市 1,340,000 3,206,482 767,873 3,974,355 5,314,355

掛川市 4,817,500 5,727,401 3,570,766 9,298,167 14,115,667

袋井市 3,319,000 5,050,225 504,353 5,554,578 8,873,578

磐田市 4,750,399 6,125,452 4,153,457 10,278,909 15,029,308

浜松市 40,429,975 14,405,888 13,161,948 27,567,836 67,997,811

湖西市 4,280,613 2,767,433 802,972 3,570,405 7,851,018

東伊豆町 516,628 509,693 0 509,693 1,026,321

河津町 846,837 802,822 15,689 818,511 1,665,348

南伊豆町 1,058,000 885,640 160,297 1,045,937 2,103,937

松崎町 624,000 572,287 349,505 921,792 1,545,792

西伊豆町 688,000 863,724 0 863,724 1,551,724

函南町 2,072,000 2,335,678 801,466 3,137,144 5,209,144

清水町 651,816 1,805,040 1,160,884 2,965,924 3,617,740

長泉町 2,071,345 2,601,033 454,958 3,055,991 5,127,336

小山町 1,055,496 1,807,352 1,023,678 2,831,030 3,886,526

吉田町 253,237 1,310,074 1,225,963 2,536,037 2,789,274

川根本町 903,060 799,931 270,685 1,070,616 1,973,676

森町 947,643 910,558 0 910,558 1,858,201

計35 139,238,930 146,204,550 45,692,736 191,897,286 331,136,216

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

※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剰余金：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30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30年度
地域歳末

たすけあい事業
※1

平成31年度地域福祉活動支援事業 ※3

市町社協合計



区分 No. 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 沼津グリーンヒル 沼津市
軽費老人ホーム
　(38名)

送迎用リフト付軽自動車整備事業（新規）
[移送車2]
  車いす仕様(リフト式)660cc 4人乗り 1台

1,140,000

福祉施設
機器整備

2 ケアハウス紅紫萩 袋井市
軽費老人ホーム
(60名)

本館3階通路床面改修工事事業
　床面改修工事　1式

730,000

福祉施設
機器整備

3 佐鳴荘 浜松市
軽費老人ホーム
(50名)

日中活動用自動車整備事業（新規）
[その他]
  日中活動用自動車 2500cc 10人乗 1台

1,875,000

福祉施設
機器整備

4
太陽の丘グループホーム
第３事業所

沼津市
障害福祉サービス事業（共同生活
援助）
 (25名)

送迎・配送用軽自動車整備事業（買替）
[その他]
　送迎・配送用軽自動車 660cc 4人乗 1台

750,000

福祉施設
機器整備

5 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） (7名)

空気清浄機整備事業
　空気清浄機　2台

246,000

福祉施設
機器整備

6 グループホーム　トマト 浜松市
障害福祉サービス事業（共同生活
援助）　(7名)

ドラム式洗濯乾燥機整備事業
　ドラム式洗濯乾燥機　1台

101,000

福祉施設
機器整備

7 みんなの家　みゆき 浜松市

障害福祉サービス事業（共同生活
援助・短期入所）障害児通所支援
（放課後等デイサービス）
　(10名)　( 5名)　(10名)

物置整備事業
　物置設置　1棟

228,000

福祉施設
機器整備

8 みんなの家 浜松市

障害福祉サービス事業（共同生活
援助・生活介護・就労継続支援B
型）・障害児通所支援（放課後等デ
イサービス）・相談支援事業
(23名)　(25名)　(15名)　(10名)

物置整備事業
　物置設置　1棟

270,000

福祉施設
機器整備

9 スタジオアルテ 三島市
障害福祉サービス事業（生活介
護）(20名)

陶芸作業用小型電気窯整備事業
　小型電気釜　          1台

246,000

福祉施設
機器整備

10 ワークショップり～ふ 静岡市
障害福祉サービス事業（生活介
護）(20名)

雨除けひさし、日除けオーニング整備事業
　雨除け庇　　　　　1式
　日除けオーニング　1式

1,271,000

福祉施設
機器整備

11 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)

室内用座位保持装置・加湿器整備事業
　室内用座位保持装置　3台
　加湿器　　　　　　　5台

450,000

福祉施設
機器整備

12 たちばな授産所 浜松市
障害福祉サービス事業（生活介
護・就労継続支援B型）
　(40名)

空調設備整備事業
　天井4方向型　8台

2,946,000

福祉施設
機器整備

13 さくらワーク 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・共同生活
援助）(15名)　(15名)　(4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 7名乗り 1台

1,950,000

福祉施設
機器整備

14 焼津の空と大地と 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）
　(27名)

送迎用自動車整備事業（買替）
[その他]
　送迎用自動車 2000cc 9人乗 1台

1,350,000

福祉施設
機器整備

15 すずらん 沼津市
障害福祉サービス事業（就労継続
支援A型、B型）
　(20名)

製パン作業用発酵機整備事業
　発酵機　1台

1,040,000

平成30年度共同募金（福祉施設機器整備・広域地域福祉活動）助成一覧（平成31年度事業）



区分 No. 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

平成30年度共同募金（福祉施設機器整備・広域地域福祉活動）助成一覧（平成31年度事業）

福祉施設
機器整備

16 ワークセンターりんどう 静岡市
障害福祉サービス事業（就労継続
支援A型、B型）
　(10名)　(10名）

送迎用自動車整備事業（新規）
[その他]
　送迎用自動車 2700cc 14人乗 1台

1,875,000

福祉施設
機器整備

17 スゥ 伊東市
障害福祉サービス事業（就労継続
支援B型）
　(20名)

冷凍冷蔵庫整備事業
　冷凍冷蔵庫　1台

129,000

福祉施設
機器整備

18 フレンドワークかざぐるま 伊豆市
障害福祉サービス事業（就労継続
支援B型）
　(20名)

移送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) 1500cc 6人乗 1台

1,425,000

福祉施設
機器整備

19 のびる作業所 三島市
障害福祉サービス事業（就労継続
支援B型）
　(20名)

屋内洗濯機設置場所改修事業
　屋外洗濯機設置場所改修工事　1式

607,000

福祉施設
機器整備

20 ライフサポートいずみ 富士宮市
障害福祉サービス事業（就労継続
支援B型）
　(21名)

陶芸作業用小型電気窯整備事業
　上扉式電気釜　1台

270,000

福祉施設
機器整備

21 プラザティンクル 沼津市
障害福祉サービス事業（就労継続
支援B型）
　(30名)

送迎用リフト付自動車整備事業（新規）
[移送車3]
　車いす仕様(リフト式)2000cc 10人乗 1台

1,800,000

福祉施設
機器整備

22 こころみファーム 沼津市
障害福祉サービス事業（就労継続
支援B型）
　(20名)

土耕ハウス暖房設備整備事業
　施設園芸用温風暖房機　2台

2,250,000

福祉施設
機器整備

23 やまいも工房 御殿場市
障害福祉サービス事業（就労継続
支援B型）
　(24名)

自動食器洗浄機整備事業
　自動食器洗浄機　1台

581,000

福祉施設
機器整備

24 市民ふれあいバンク 富士市
障害福祉サービス事業（就労継続
支援B型）
　(20名)

リサイクル衣類保管用物置整備事業
　物置設置　1棟

123,000

福祉施設
機器整備

25 鷹身工芸社 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
　作業室　天井カセットエアコン　2台
　食堂　　天井カセットエアコン　1台

1,680,000

福祉施設
機器整備

26 竹の子 富士市
障害福祉サービス事業（就労継続
支援B型）
　(20名)

避難用スロープ設置事業
　避難用スロープ設置　1台

275,000

福祉施設
機器整備

27 ひめな 富士市
障害福祉サービス事業（就労継続
支援B型）
　(20名)

回収古紙保管用物置建替事業
　物置設置　1棟

178,000

福祉施設
機器整備

28 きさらぎ富士 富士市
障害福祉サービス事業（就労継続
支援B型）
　(20名)

送迎用自動車整備事業（新規）
[その他]
　送迎用自動車 2500cc 10人乗 1台

1,761,000

福祉施設
機器整備

29 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)

トイレ洋式化工事事業
　トイレ洋式化工事　1式

911,000



区分 No. 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

平成30年度共同募金（福祉施設機器整備・広域地域福祉活動）助成一覧（平成31年度事業）

福祉施設
機器整備

30 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）
　(24名)

防災対策用照明機器整備事業
　LED照明器具　     33個

415,000

部分的な可
作業室、食堂に限
り対象とする。（LED
照明器具33個）

福祉施設
機器整備

31 富士見作業所 静岡市
障害福祉サービス事業（就労継続
支援B型）
　(28名)

豆腐販売用軽自動車整備（買替）
[その他]
　豆腐販売用軽自動車 660cc 4人乗 1台

750,000

福祉施設
機器整備

32 ラポール川原 静岡市
障害福祉サービス事業（就労継続
支援B型）
　(20名)

作業・移送用自動車整備事業（買替）
[その他]
　作業・移送用自動車 2500cc 6人乗 1台

1,875,000

福祉施設
機器整備

33 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)

作業用テーブル整備事業
　テーブル　12台

267,000

福祉施設
機器整備

34 ラポール・チャクラ 静岡市
障害福祉サービス事業（就労継続
支援B型）
　(20名)

トイレ改修・給湯設備整備事業
　男子トイレ改修工事          　1式
　女子トイレ改修工事（和→洋）　1式
　給湯設備工事　                1式
　外流し増設工事              　1式

1,620,000

福祉施設
機器整備

35 ラポールみなみ 静岡市
障害福祉サービス事業（就労継続
支援B型）
　(20名)

印刷作業用パソコン・複合機整備事業
　デスクトップパソコン      　1台
　デジタルカラー複合機　　　　1台

460,000

福祉施設
機器整備

36 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)

送迎・運搬用自動車整備事業（新規）
[その他]
　送迎・運搬用自動車 2000cc 7人乗 1台

1,350,000

福祉施設
機器整備

37 こむぎ 島田市
障害福祉サービス事業（就労継続
支援B型）
　(20名)

せんべい焼き機整備事業
　せんべい焼き機　1台

624,000

福祉施設
機器整備

38 さがら作業所 牧之原市
障害福祉サービス事業（就労継続
支援B型）
　(20名)

送迎・運搬用軽自動車整備事業（買替）
[その他]
　送迎・運搬用軽自動車 660cc 4人乗 1台

750,000
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福祉施設
機器整備

39 いぶき 袋井市
障害福祉サービス事業（就労継続
支援B型）
　(20名)

空調設備・作業机・椅子等整備事業
　食堂テーブル　　　　　  　3台
　食堂イス　　　　　　　　 18脚
　エアコン                　5台
　テレビ　　　　　　　　  　1台
　冷蔵庫　　　　　　　　　　1台
　オーブンレンジ　　　　　　1台
　炊飯器　　　　　　　　　　1台
　洗濯機　　　　　　　　　　2台
　ジャーポット　　　　　　　1個
　ブルーレイレコーダー　　　1台
　掃除機　　　　　　　　　　4台
　傘立て　　　　　　　　　　1台
　脚拭き　　　　　　　　　　1枚
　長イス　　　　　　　　　　1台
　作業用テーブル　　　　　　1台
　回転ホワイトボード　      2台
　メタルラック　　　　　　　1台
　8人用ロッカー　　　　　 　4台
　更衣室用長イス　　　　　　2脚
　相談用テーブル　　　　　　1台
　横型ブラインド　　　　　　1枚
　カーテン　　　　　　　　　5枚
　多目的室用テーブル　　　　2台
　多目的室用イス  　　　　 10脚
　作業室用ガス台付シンク　　1台

3,000,000

部分的な可
取得価格が1万円
未満のものは要綱
に基づき対象外と
する。
（消耗品22点）
・靴拭きマット
・丸椅子
・ゴミ箱
・ゴミ箱蓋

福祉施設
機器整備

40 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）　(30名)

店舗改修工事事業
　店舗改修工事　1式
　　内装
　　陳列棚・テーブル、カウンター他
　　外壁・フェンス

2,754,000

福祉施設
機器整備

41 みなみ 浜松市
障害福祉サービス事業（就労継続
支援B型）　(20名)

作業用、食堂用テーブル・イス等整備事業
　食堂用高さ調節テーブル　2台
　食堂用テーブル6人用   　1台
　食堂用テーブル4人用   　3台
　食堂用イス           　30脚
　作業室用テーブル     　15台
　作業室用イス         　40脚
　冷蔵庫                　1台
　洗濯機                　1台
　掃除機                　2台

1,962,000

福祉施設
機器整備

42 夢ワークたちばな 浜松市
障害福祉サービス事業（就労継続
支援B型）　(20名)

作業室照明設備工事事業
　照明設備工事　1式

1,093,000



区分 No. 施設・団体名
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福祉施設
機器整備

43
①

けるん就労移行支援事業所 三島市
障害福祉サービス事業（就労移行
支援・就労継続支援B型）
　(20名)

送迎用自動車整備事業（新規）
[その他]
　送迎用自動車　2000cc　8人乗　1台

1,350,000

福祉施設
機器整備

43
②

けるん就労移行支援事業所 三島市
障害福祉サービス事業（就労移行
支援・就労継続支援B型）
　(20名)

作業用テーブル・ホワイトボード他整備事業事業
　作業用テーブル　6台
　ホワイトボード　1枚
　モニター      　1台

144,000

福祉施設
機器整備

44 ＫｕＲｕＭｉＸ 浜松市
障害福祉サービス事業（就労移行
支援・就労継続支援B型）
　(25名)

計量充填機整備事業
　計量充填機　1台

2,794,000

福祉施設
機器整備

45
障害者生活支援センターおのこ
ろ島

藤枝市

地域活動支援事業（地域活動支援
センー）・相談支援事業・障害児通
所支援（放課後等デイサービス）
(10名)　(10名)

相談室・トイレ・屋根及び壁改修工事事業
　トイレ改修工事      　１式
　屋根及び壁の改修工事　１式
　相談室改修工事　    　１式

1,443,000

福祉施設
機器整備

46
地域活動支援センターＭネット
かけがわ

掛川市
地域活動支援事業（地域活動支援
センター）
　(20名)

送迎・相談事業用軽自動車整備事業（新規）
[その他]
　送迎・相談事業用軽自動車 660cc　4人乗　1台

750,000

福祉施設
機器整備

47 わかすぎ工房 浜松市
地域活動支援事業（地域活動支援
センター）
　(10名)

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

1,350,000

福祉施設
機器整備

48 ぷちら 浜松市

地域活動支援事業（日中一時支援
事業）障害児通所支援（放課後等
デイサービス・児童発達支援事業）
(15名)　(20名)　(10名)

送迎用自動車整備事業（買替）
[その他]
　送迎用ワゴン車　2000cc　8人乗　1台

1,350,000

福祉施設
機器整備

49 ほいっぷ 静岡市
障害児通所支援（放課後等デイ
サービス）　(10名)

雨除け庇設置事業
　雨除け庇設置工事　1式

340,000

福祉施設
機器整備

50 児童家庭支援センターはるかぜ 焼津市 児童家庭支援センター
知能検査機器整備事業
　知能検査コンプリートセット　1式

117,000

福祉施設
機器整備

51 多比保育園 沼津市
保育所
　(40名)

園舎床板全面張替工事事業
　床板張替え工事　1式
　　乳児、ほふく室（0、1歳児）
　　保育室Ａ（2歳児）
　　保育室Ｂ（3歳児）
　　保育室Ｃ（4、5歳児）、遊戯室
　　玄関ホール・1階、2階廊下

2,113,000

福祉施設
機器整備

52 蛍ヶ丘保育園 静岡市
保育所
　(100名)

スチームコンベクション整備事業
　ガス式
　スチームコンベクションオーブン　1台
　専用架台　　　　　　　　　　　　1台

1,223,000

福祉施設
機器整備

53 くりのみ保育園 島田市
保育所
　(70名)

大型総合遊具整備事業
　大型総合遊具　1基

3,000,000

福祉施設
機器整備

54 きらきら保育園 掛川市
保育所
　(59名)

組立式プール整備事業
　組立式プール　1式

1,058,000
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福祉施設
機器整備

55 バディ保育園 磐田市
保育所
　(120名)

園庭複合遊具整備事業
　園庭複合遊具　1基

2,250,000

福祉施設
機器整備

56 あそか保育園 長泉町
保育所
　(120名)

テーブル・椅子・棚整備
　長方形テーブル　15台
　正方形テーブル　 1台
　台形テーブル  　24台
　乳児用椅子　    15脚
　2歳児用椅子   　19脚
　棚　            25台

2,814,000

福祉施設
機器整備

57 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)

フェンス・門扉・玄関扉等整備事業
　フェンス・門扉設置
　玄関扉交換
　開閉窓設置

2,815,000

条件付き可
【助成条件】
1．工事内容につい
て、書面で所有者
の了承を得ること。
2．工事後も耐用年
数期間は継続して
使用する旨を書面
で確約すること。
上記2書類の提出
後に工事着手する
ものとし、事業実施
期間内に全ての工
事を完了することを
助成条件とする。

福祉施設
機器整備

58 (仮称)ちゅうりっぷ保育園 伊東市
保育所（小規模保育事業所）
(18名)

大型プール整備事業
　楕円形プール　1基

126,000

福祉施設
機器整備

59 りんご保育園 磐田市
保育所（小規模保育事業所）
(19名)

園庭遊具整備事業
　園庭大型遊具　　　　2基
　キャラクターベンチ　2基

1,784,000

福祉施設
機器整備

61 なかいず認定こども園 伊豆市
認定こども園
　(156名)

乳児用遊具整備事業
　0～2歳児用遊具　1基

337,000

福祉施設
機器整備

計
60箇所 61事業 72,536,000

地域福祉
事業費

62
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（福祉事業所） 第22回障害者授産製品コンクール開催事業（継続） 720,000

地域福祉
事業費

63 しずおか言友会 浜松市 障害者福祉支援事業（吃音症） 第7回青少年のための吃音講座開催事業（継続） 94,000

地域福祉
事業費

64①
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）

ろう児のための手話による童話ＤＶＤ制作及び貸出し事業
（継続）

688,000

地域福祉
事業費

64②
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（継続） 1,264,000

地域福祉
事業費

64③
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開催事業（継続） 1,903,000
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地域福祉
事業費

65 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（継続）
①学習研修講演相談会
②一般対象の西部地区個別相談会

720,000

地域福祉
事業費

66①
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）

第五回　触ってみよう、聞いてみよう開かれた美術展（継
続）

630,000

地域福祉
事業費

66②
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）

第五回　世界とつながる　ＩＴ講習会（継続） 351,000

地域福祉
事業費

67
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（カウンセリング事業）

生きづらさを抱える人へのカウンセリングの場提供等事業
（継続）
Ⅰ　カウンセリングマインドに関する講座の実施。
Ⅱ　無料カウンセリング

202,000

地域福祉
事業費

68③ 静岡県児童養護施設協議会 三島市 児童支援（社会的養護）
自立援助ホーム入居者の自立生活支度費助成事業（継続）
（＠300,000円×4名分）

1,200,000

地域福祉
事業費

69① 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（継続） 650,000

地域福祉
事業費

69② 静岡県里親連合会 静岡市 児童支援（社会的養護）
里子の自動車運転免許取得費用助成事業（継続）
（＠121,000円×9名分）

1,089,000

地域福祉
事業費

70 シャイン・オン・キッズ 静岡市 児童支援（病児） ファシリティドッグによる動物介在介入事業（継続） 1,080,000

地域福祉
事業費

71
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（継続）
(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

72
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等開催事業（継続）
①基礎養成研修
②インターン初任者研修
③継続研修
④研修スタッフ養成研修

1,053,000

地域福祉
事業費

73
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）

電話相談研修事業（継続）
①養成研修
②相談員研修
③スタッフ研修

1,400,000

地域福祉
事業費

75①
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38回サマーショートボランティア活動（継続） 2,300,000

地域福祉
事業費

75②
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）

ボランティア活動参加促進事業（継続）
①「しずおか福祉バザール」でのボランティア体験
②「静岡のみかんを届けよう」でのボランティア体験
③「いちからはじめるボランティア」講習

350,000

地域福祉
事業費

75③
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（継続） 680,000
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地域福祉
事業費

76
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）

中間的就労事業 434,000

地域福祉
事業費

77
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）
難病・慢性疾患患者および難病児・障害児の社会参加事業
（継続）

740,000

地域福祉
事業費

78①
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
事業費

78②
社会福祉法人静岡県社会福祉
協議会

静岡市 社会福祉 福祉教育副読本作成事業 1,800,000

地域福祉
機器整備

78③
社会福祉法人静岡県社会福祉
協議会

静岡市 社会福祉

災害派遣福祉チーム活動用リフトアップ付自動車整備事業
（新規）
[移送車1]
　リフトアップ仕様 2000cc 7名乗り 1台

1,575,000

地域福祉
事業費

78④
社会福祉法人静岡県社会福祉
協議会

静岡市 社会福祉
県民への地域での権利擁護理解促進事業
（成年後見制度理解促進ＤＶＤ制作）

2,970,000

地域福祉
事業費

78⑤
社会福祉法人静岡県社会福祉
協議会

静岡市 社会福祉 生活困窮者自立支援ネットワーク事業 450,000

地域福祉
事業費

計
16箇所 26事業 25,693,000

地域福祉
市町社協
機器整備

80
社会福祉法人河津町社会福祉
協議会

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

750,000

地域福祉
市町社協
機器整備

81
社会福祉法人小山町社会福祉
協議会

小山町 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

649,000

地域福祉
市町社協
機器整備

82
社会福祉法人森町社会福祉協
議会

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

750,000

地域福祉
市町社協

計
3箇所 3事業 2,149,000

合計 79箇所 90事業 100,378,000

区分 No. 施設・団体名
施設

所在地
団体の種類 事業内容

助成額
（円）

助成条件

こども
食堂

赤い羽根
バースデイ

1
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（福祉事業所）

就労継続支援事業所等が製造するケーキ等を、こども食堂
の誕生日イベントに提供することにより授産製品の販路拡
大と、こどもたちが楽しみを分かち合う機会を作る。（1
セット6,000円）

6,000,000

平成30年度共同募金（こども食堂誕生日会・授産製品応援事業）助成一覧（平成31年度事業）



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 社会福祉法人わらしな福祉会 ワークセンターりんどう 静岡市 障害福祉サービス就労施設 922,314

一般
物品

2 有東３丁目S型デイサービス 静岡市 Ｓ型デイサービス（駿河区）

一般
物品

3 静岡市地域福祉共生センター 静岡市 地域福祉活動拠点（駿河区）

計 ２法人 ３施設 1,193,268

一般
物品

4 特定非営利活動法人ウイング・ハート ネットワークひこばえ　とも静岡 静岡市
障害福祉サービス
就労施設

50,000

一般
物品

5 キャロッツ 静岡市
障害福祉サービス
就労施設

50,000

一般
物品

6 キャロッツのカレー屋さん 静岡市
障害福祉サービス
就労施設

50,000

一般
物品

7 社会福祉法人わらしな福祉会 ワークセンターりんどう 静岡市
障害福祉サービス
就労施設

50,000

一般
物品

8 社会福祉法人井宮北福祉会 いさみ保育園 静岡市 保育所 50,000

一般
物品

9 社会福祉法人月影福祉会 月影保育園 静岡市 保育所 50,000

一般
物品

10 社会福祉法人まつば福祉会 城北保育園 静岡市 保育所 50,000

一般
物品

11 社会福祉法人麻機福祉会 麻機保育園 静岡市 保育所 50,000

一般
物品

12 社会福祉法人静岡こばと福祉会 こばと保育園 静岡市 保育所 50,000

一般
物品

13 日吉町保育園 静岡市 幼保連携型認定こども園 50,000

一般
物品

14 北安東保育園 静岡市 幼保連携型認定こども園 50,000

一般
物品

15 社会福祉法人静岡あおい会 沼上こども園 静岡市 幼保連携型認定こども園 50,000

一般
物品

16 社会福祉法人エミリー 水落保育園 静岡市 保育所 50,000

一般
物品

17 社会福祉法人静岡福祉事業協会 千代田保育園 静岡市 保育所 50,000

一般
物品

18 竜南こども園 静岡市 幼保連携型認定こども園 50,000

一般
物品

19 あゆみ保育園 静岡市 保育所 50,000

計 13法人 16施設 800,000

「胡蝶蘭（鉢植）」
はごろもフーズ(株)（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

社会福祉法人玉桂会

社会福祉法人あゆみ福祉会

特定非営利活動法人キャロッツ

平成30年度共同募金（物品寄付）助成一覧（平成30年度事業）

社会福祉法人静岡市社会福祉協議会

「備品」
はごろもフーズ(株)（静岡市）から、静岡市内
の福祉施設等に「備品」の寄贈があった 270,954



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30年度共同募金（物品寄付）助成一覧（平成30年度事業）

一般
物品

20 サポートセンターコンパス北斗 静岡市 相談支援事業所

一般
物品

21 ルーチェ仰陽 静岡市 生活介護事業所

一般
物品

22 ヴィヴァーチェあしくぼ 静岡市 生活介護事業所

一般
物品

23 安倍野工房 静岡市 就労継続支援B型事業所

一般
物品

24 ラポールタスカベンチタイム 静岡市 就労継続支援B型事業所

一般
物品

25 ラポールタスカ麦の会 静岡市 就労継続支援B型事業所

一般
物品

26 ラポールタスカぽけっと 静岡市 就労継続支援B型事業所

一般
物品

27 社会福祉法人静岡市社会福祉協議会 駿河区地域福祉推進センター 静岡市 地域福祉活動 55,909

一般
物品

28 社会福祉法人青い鳥 日本平学園 静岡市
就労継続支援B型事業所
生活介護事業所

6

計 ４法人 ９施設 1,676,980

一般
物品

29 社会福祉法人静岡隣人会 静岡隣人会保育園 静岡市 保育所 30,000

一般
物品

30 社会福祉法人ゆりかご福祉会 ゆりかご保育園 静岡市 保育所 30,000

一般
物品

31 社会福祉法人丸子福祉会 セイユウモンテッソーリこども園 静岡市 幼保連携型認定こども園 30,000

一般
物品

32 社会福祉法人愛恵会 ほのぼの保育園 静岡市 保育所 30,000

一般
物品

33 社会福祉法人るり福祉会 るり保育園 静岡市 保育所 30,000

一般
物品

34 社会福祉法人きはだ会 有度十七夜山保育園 静岡市 保育所 30,000

一般
物品

35 社会福祉法人八健会 だきしめこども園 静岡市 幼保連携型認定こども園 30,000

一般
物品

36 社会福祉法人月影福祉会 月影保育園 静岡市 保育所 60,000

一般
物品

37 社会福祉法人まつば福祉会 城北保育園 静岡市 保育所 60,000

計 ９法人 ９施設 330,000

合計 37箇所 4,000,248

1,459,012

「胡蝶蘭（鉢植）」
静銀ティーエム証券(株)（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

「備品」
はごろもフーズ(株)（静岡市）から、静岡市内
の福祉施設等に「備品」の寄贈があった

社会福祉法人明光會

社会福祉法人静岡手をつなぐ育成の
会

162,053



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④

静岡市 買い物支援事業 408,000 108 475,800 116.6% 9,516 9,516 466,284

2
社会福祉法人
静岡県社会福祉協議会③

静岡市
ふじのくに生活困窮者自立支援
基金事業

700,000 56 473,877 67.6% 9,477 9,477 464,400

3
特定非営利活動法人
静岡県補助犬支援センター⑥

静岡市
補助犬の元気を支える仕組み事
業

500,000 86 334,264 66.8% 6,685 6,685 327,579

4 ＮＰＯ法人サステナブルネット② 浜松市 はままつやらまいか子ども食堂 1,420,000 4 1,025,750 72.2% 20,515 20,515 1,005,235

5 特定非営利活動法人てくてく⑥ 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

660,000 40 388,161 58.8% 7,763 7,763 380,398

6
特定非営利活動法人
サンフォレスト①

静岡市
ひきこもり支援・相談スタッフ初級
養成講座開催事業

200,000 32 150,000 75.0% 3,000 300 3,300 146,700

7 社会福祉法人静岡いのちの電話⑥ 静岡市 「いのちの電話」カード配布事業 117,000 27 147,380 125.9% 2,947 2,947 144,433

8
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②

静岡市
障害者の就労を考えるみんなの
集い

306,000 8 55,000 17.9% 1,100 1,100 53,900

9 【かいごラボ】① 島田市
「介護保険のかしこい利用者に
なるための講座」開催

204,000 32 117,000 57.3% 2,340 930 3,270 113,730

10 社会福祉法人なごみかぜ② 袋井市 子ども食堂の運営 250,000 24 155,271 62.1% 3,105 3,105 152,166

11 社会福祉法人浜松いのちの電話⑥ 浜松市
若者のこころの支援事業（「若者
いのちの電話カード」配布等）

360,000 31 234,000 65.0% 4,680 4,680 229,320

12
特定非営利活動法人
静岡県ボランティア協会⑥

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」開催

410,000 46 580,734 141.6% 11,614 11,614 569,120

13 特定非営利活動法人ＰＯＰＯＬＯ⑤ 静岡市 子ども応援事業 150,000 8 167,000 111.3% 3,340 3,340 163,660

14
特定非営利活動法人
湖西なろっぷスクール①

湖西市
「未来を担う心豊かな子供を育て
る」事業

294,000 104 418,000 142.1% 8,360 8,360 409,640

合計 14団体 5,979,000 606 4,722,237 78.9% 94,442 1,230 95,672 4,626,565

前年度　（参加12団体） 4,717,000 654 4,929,283 104.5% 4,829,113

平成30年度使途選択募金　募金実績額と助成一覧（平成31年度事業）

※１　○印の数字は参加回数
※２　事務経費（本会の経費2％、クレジットカードによる寄付金はカード会社の手数料3%）

助成額
Ａ－Ｂ

No. 団体名　※１ 所在地
事務経費　Ｂ　※2

事業名 目標額
寄付
件数

実績額
Ａ

達成率

（単位：円）

100,170



No. 団体名 所在地 対象者・施設種別 事業名
助成額
（円）

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 静岡県立こども病院入院患児 こども病院　クリスマス会 100,000

2
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
静岡済生会総合病院、浜松医科大学附属病院に入院して
いる子どもおよび自宅療養を続ける子ども

病児・障害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　POPOLO 静岡市 POPOLOに相談に来た生活困窮者及び地域の方 困窮者と地域をつなぐクリスマス会 50,000

4 みんなの居場所　かいらハウス 藤枝市 ひきこもり、生活困窮世帯の子ども
ひきこもりや困窮世帯の子ども等の年忘れ昼食
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 障害児童生徒と困難を抱える若者
ひきこもり等の若者と障害児のクリスマス交流
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
「ホッとホ～ムてのひら」及び「カラフル・ピ～ス」を利用して
いる生活困窮家庭の子ども、若者及び保護者・家族

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 しずおかキッズカフェ 静岡市 不登校等の子どもたち 子ども食堂/Play Hooky「ズル休み」パン作り 100,000

8 特定非営利活動法人　かっぱらぱ編集室 静岡市
主に困窮世帯の子どもたち母子家庭、父子家庭の子ども
たち　他

１日児童館｢かっぱら広場｣　かっぱらクリスマス
大パーティー

100,000

9 こども食堂富士見台 富士市
主に富士見台地区在住の子どもとその保護者(ひとり親、
困窮世帯を含む)

こども食堂　クリスマス会・新年会 100,000

10 社会福祉法人　なごみかぜ 袋井市 ひとり親の子どもを含む困窮世帯の高校生以下の子ども りおな子ども食堂　クリスマス会 50,000

11 NPO法人　サステナブルネット 浜松市
ひとり親家庭、多子家庭、その他支援を必要としている困
窮家庭の子ども達

子ども食堂のクリスマス会 50,000

12 特定非営利活動法人　えんあって 浜松市 困窮家庭、一人親家庭の子ども 子どものクリスマス会と新春子ども食堂 40,000

13
社会福祉法人　八生会
こども食堂～もぐもぐキッズカフェ～

浜松市
困窮世帯、ひとり親家庭、孤食の子供等を含む地域の子
供(小学生とその兄弟)

こども食堂のクリスマスイベント 50,000

14 仁田マーガレット保育園　「おひさま食堂」 函南町 仁田マーガレット保育園に通う困窮世帯の園児とその家族 おひさま食堂　クリスマス会 50,000

15 更生保護法人　少年の家 静岡市 当施設　寮生 更生保護施設の新年会 50,000

16
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 患者家族交流会の参加者と支援者
筋委縮性側索硬化症患者・家族・支援者によ
る新年会

50,000

17 静岡県中部難病ケア市民ネットワーク 島田市 難病患者・障害者・がん患者 こころのバリアフリー　新春交流会＆ミニサロン 50,000

18 静岡市難病障害者協議会 静岡市 難病患者、障害者本人、その家族、介助人 静岡市難病障害者協議会　2019年度　新年会 50,000

19 富士市難病患者・家族連絡会 富士市 難病患者・家族 難病患者療養交流会 50,000

20 静岡市内部障害者協会 静岡市 会員高齢者・重度障害者 高齢患者の居宅訪問・福祉品贈呈 50,000

21
特定非営利活動法人静岡県難病団体連絡協議
会

静岡市 難病患者とその家族（会員・一般） 平成30年度　難病患者会交流会 100,000

平成30年度（第68回）ＮＨＫ歳末たすけあい助成一覧



No. 団体名 所在地 対象者・施設種別 事業名
助成額
（円）

平成30年度（第68回）ＮＨＫ歳末たすけあい助成一覧

22 脳外傷友の会「しずおか」 掛川市 脳外傷友の会「しずおか」会員・家族・支援者 脳外傷友の会「しずおか」クリスマス会 100,000

小計 22団体 1,490,000

23 沼津市立高尾園 沼津市 救護施設
平成30年度
越年を施設で生活される方への支援

380,000

24 葵寮 静岡市 救護施設
平成30年度
越年を施設で生活される方への支援

480,000

25 静岡市救護所 静岡市 救護施設
平成30年度
越年を施設で生活される方への支援

280,000

26 慈照園 浜松市 救護施設
平成30年度
越年を施設で生活される方への支援

280,000

27 神ヶ谷園 浜松市 救護施設
平成30年度
越年を施設で生活される方への支援

480,000

28 聖隷厚生園讃栄寮 浜松市 救護施設
平成30年度
越年を施設で生活される方への支援

380,000

29 清風寮 浜松市 救護施設
平成30年度
越年を施設で生活される方への支援

480,000

30 千代田寮 静岡市 母子生活支援施設
平成30年度
越年を施設で生活される方への支援

480,000

31 新橋トットジョイ 浜松市 母子生活支援施設
平成30年度
越年を施設で生活される方への支援

380,000

32 静岡県川奈臨海学園 伊東市 児童養護施設
平成30年度
越年を施設で生活される方への支援

380,000

33 静岡恵明学園児童部 三島市 児童養護施設
平成30年度
越年を施設で生活される方への支援

480,000

34 ひまわり園 富士市 児童養護施設
平成30年度
越年を施設で生活される方への支援

380,000

35 岩倉学園 富士市 児童養護施設
平成30年度
越年を施設で生活される方への支援

280,000

36 誠信少年少女の家 富士市 児童養護施設
平成30年度
越年を施設で生活される方への支援

280,000

37 聖心養護園 長泉町 児童養護施設
平成30年度
越年を施設で生活される方への支援

70,000

38 静岡ホーム 静岡市 児童養護施設
平成30年度
越年を施設で生活される方への支援

380,000

39 春風寮 焼津市 児童養護施設
平成30年度
越年を施設で生活される方への支援

280,000

40 まきばの家 袋井市 児童養護施設
平成30年度
越年を施設で生活される方への支援

180,000

41 和光寮 浜松市 児童養護施設
平成30年度
越年を施設で生活される方への支援

380,000



No. 団体名 所在地 対象者・施設種別 事業名
助成額
（円）

平成30年度（第68回）ＮＨＫ歳末たすけあい助成一覧

42 清明寮 浜松市 児童養護施設
平成30年度
越年を施設で生活される方への支援

380,000

43 すみれ寮 浜松市 児童養護施設
平成30年度
越年を施設で生活される方への支援

180,000

44 自立援助ホーム　 こどもの家 袋井市 自立援助ホーム
平成30年度
越年を施設で生活される方への支援

70,000

45 長岡寮湯の家 伊豆の国市 養護老人ホーム
平成30年度
越年を施設で生活される方への支援

380,000

46 伊東市立養護老人ホーム 伊東市 養護老人ホーム
平成30年度
越年を施設で生活される方への支援

280,000

47 賀茂老人ホーム 南伊豆町 養護老人ホーム
平成30年度
越年を施設で生活される方への支援

380,000

48 熱海伊豆海の郷 熱海市 養護老人ホーム
平成30年度
越年を施設で生活される方への支援

280,000

49 古宇養護老人ホーム　　遊法苑 沼津市 養護老人ホーム
平成30年度
越年を施設で生活される方への支援

480,000

50 養護老人ホーム　富士宮市立長生園 富士宮市 養護老人ホーム
平成30年度
越年を施設で生活される方への支援

280,000

51 養護老人ホーム　　するが荘 富士市 養護老人ホーム
平成30年度
越年を施設で生活される方への支援

380,000

52 平成の杜 小山町 養護老人ホーム
平成30年度
越年を施設で生活される方への支援

280,000

53 静岡老人ホーム 静岡市 養護老人ホーム
平成30年度
越年を施設で生活される方への支援

480,000

54 静岡市清水松風荘 静岡市 養護老人ホーム
平成30年度
越年を施設で生活される方への支援

280,000

55 慈恵園 焼津市 養護老人ホーム
平成30年度
越年を施設で生活される方への支援

280,000

56 藤枝市立円月荘 藤枝市 養護老人ホーム
平成30年度
越年を施設で生活される方への支援

280,000

57 島田市立養護老人ホームぎんもくせい 島田市 養護老人ホーム
平成30年度
越年を施設で生活される方への支援

280,000

58 相寿園 牧之原市 養護老人ホーム
平成30年度
越年を施設で生活される方への支援

180,000

59 掛川市立ききょう荘 掛川市 養護老人ホーム
平成30年度
越年を施設で生活される方への支援

280,000

60 大東福祉会小笠老人ホーム 掛川市 養護老人ホーム
平成30年度
越年を施設で生活される方への支援

280,000

61 袋井市立可睡寮 袋井市 養護老人ホーム
平成30年度
越年を施設で生活される方への支援

280,000

62 磐田市老人ホーム楽寿荘 磐田市 養護老人ホーム
平成30年度
越年を施設で生活される方への支援

280,000



No. 団体名 所在地 対象者・施設種別 事業名
助成額
（円）

平成30年度（第68回）ＮＨＫ歳末たすけあい助成一覧

63 とよおか 磐田市 養護老人ホーム
平成30年度
越年を施設で生活される方への支援

280,000

64 篠原ケアホーム 浜松市 養護老人ホーム
平成30年度
越年を施設で生活される方への支援

380,000

65 砂丘寮 浜松市 養護老人ホーム
平成30年度
越年を施設で生活される方への支援

480,000

66 九重荘 浜松市 養護老人ホーム
平成30年度
越年を施設で生活される方への支援

280,000

67 第二静光園 浜松市 養護老人ホーム
平成30年度
越年を施設で生活される方への支援

280,000

68 奥山老人ホーム 浜松市 養護老人ホーム
平成30年度
越年を施設で生活される方への支援

280,000

69 DVシェルター 静岡県西部 DVシェルター
平成30年度
越年を施設で生活される方への支援

100,000

70 DVシェルター 静岡県東部 DVシェルター
平成30年度
越年を施設で生活される方への支援

100,000

小計 48施設 15,160,000

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×14名分）
（自立援助ホーム＠321,000円× 2名分）

2,336,000

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 1団体 4,894,000

合計 71施設・団体 21,544,000

静岡県児童養護施設協議会 児童支援（社会的養護）静岡県内71



法人名 施設名 区分 品名

1 （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)

活動用資機材 テント          1張
高圧洗浄機　　　1台
スチール台車    1台
他20種

497,707

・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

活動用資機材 発電機　　　　  2台
スコップ（角） 15個
スコップ（剣） 15個
他6種

収納庫（設置込） 収納庫3.84㎡   1棟
活動用資機材 発電機         1台

投光器         2台
一輪車  　　   5台
他9種

収納庫（設置込） 収納庫3.60㎡   1棟
活動用資機材 高圧洗浄機     2台

スコップ（角）15個
スコップ（剣）15個
他9種

収納庫（設置込） 収納庫3.96㎡   1棟
活動用資機材 発電機　   　　1台

チェンソー     2台
高圧洗浄機     2台
他2種

収納庫（設置込） 収納庫4.18㎡   1棟
活動用資機材 スコップ（角） 10個

スコップ（剣） 16個
バール大　　　　5個
他14種

収納庫（設置込） 収納庫9.13㎡    1棟
活動用資機材 発電機　　　　   2台

スコップ（角）  15個
スコップ（剣）  15個
他7種

収納庫（設置込） 収納庫3.35㎡    1棟
活動用資機材 スコップ（角）  10個

スコップ（剣）  10個
バール　　　　   2個
他2種

収納庫（設置込） 収納庫5.72㎡    1棟

3

4

6

5

・(福)八生会 豊田一空園
・チーム豊田
  (ボランティアネットワーク)

499,830

・下土方区 畑ヶ谷
・(福)大東福祉会 介護老人福祉施設大東苑
・災害ボランティアコーディネーター掛川499,572

・安西学区自治会連合会
・安西地区民生委員・児童委員協議会
・(福)静岡ホーム 児童養護施設静岡ホーム
・災害ボランティアコーディネーター静岡

497,980

・南部学区自治会連合会
・南部地区民生委員児童委員協議会
・(福)花園会 百花園児童発達支援センター「もも」
・災害ボランティアコーディネーター
  (平成31年度発足予定)

499,560

・焼津市自治会連合会
・焼津市民生委員児童委員協議会
・(福)(福)嬰育会 特別養護老人ホーム福聚荘
・(福)春風会 児童家庭支援センターはるかぜ
・(福)東益津福祉会 特別養護老人ホーム高麓
・焼津市災害時ボランティアコーディネーター

500,000

・駒越地区自治会連合会
・駒越地区民生委員児童委員協議会
・(福)静岡市しみず社会福祉事業団
・清水災害ボランティアネットワーク

499,600

豊田一空園
(特別養護老人ホーム)

(福)八生会（福）磐田市社会福祉協議会

高麓
(特別養護老人ホーム)

(福)東益津
福祉会

（福）焼津市社会福祉協議会

大東苑
(特別養護老人ホーム)

(福)大東福
祉会

（福）掛川市社会福祉協議会

静岡ホーム
(児童養護施設)

(福)静岡ホー
ム

（福）静岡市社会福祉協議会

清水なぎさホーム
(障害福祉サービス生活
介護事業所）

(福)静岡市し
みず社会福
祉事業団

百花園児童発達支援セ
ンター「もも」
(児童発達支援セン
ター)

(福)花園会

富岳の郷
(指定障害者支援施設)

(福)富岳会（福）御殿場市社会福祉協議会2

・御殿場市区長会
・御殿場市民生委員児童委員協議会
・御殿場市福祉施設協働事業
　((福)富岳会含む社会福祉法人他23団体加盟)
・災害ボランティアコーディネーター御殿場

488,160

平成30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）】

事業内容
協力者

保管設置場所
団体No.

助成額
（円）



法人名 施設名 区分 品名

平成30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）】

事業内容
協力者

保管設置場所
団体No.

助成額
（円）

活動用資機材 テント　　      1張
拡声器　　　　  1個
高圧洗浄機　　　1台
他9種

収納庫（設置込） 収納庫3.38㎡    1棟

8 （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)

活動用資機材 折り畳みリヤカー  1台
テント            1張
スコップ（剣）   30個
他10種

499,640

・河津町区長会
・(福)南寿会 特別養護老人ホームサンシニア河津
・河津町災害ボランティアコーディネーター連絡会

活動用資機材 高圧洗浄機     1台
スコップ（角）10個
スコップ（剣）10個
他7種

収納庫（設置込） 収納庫6.73㎡   1棟

(福)蒼樹会
さつき園
(特別養護老人ホーム)

活動用資機材 スコップ（角）150個
スコップ（剣）100個
発電機          1台
他15種

・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
・(福)長泉町社会福祉協議会
・(福)静岡県ボランティア協会

(福)富水会
第2開寿園
(特別養護老人ホーム)

活動用資機材 スコップ（角）100個
スコップ（剣）100個
発電機          1台
他15種

・(福)富水会 特別養護老人ホーム第2開寿園
・災害ボランティアコーディネーター藤枝
・(福)藤枝市社会福祉協議会
・(福)静岡県ボランティア協会

(福)明和会
袋井学園
(障害福祉サービス事業
生活介護)

活動用資機材 スコップ（角）150個
スコップ（剣）100個
発電機          1台
他15種

・上貫名自主防災隊
・(福)明和会 袋井学園
・(福)袋井市社会福祉協議会
・(福)静岡県ボランティア協会

11 (特非)静岡県ボランティア協会 (福)富水会
第2開寿園
(特別養護老人ホーム)

収納庫（設置込） 収納庫6.75㎡  1棟
（防災倉庫）
収納庫3.42㎡  1棟 1,000,000

・(福)富水会 特別養護老人ホーム第2開寿園
・災害ボランティアコーディネーター藤枝
・(福)藤枝市社会福祉協議会
・(福)静岡県社会福祉協議会

合計 11団体 15ヶ所 9,396,738

10 3,000,000

・宇久須地区
・西伊豆町災害ボランティアコーディネーター連絡会

443,156

7

9

・(福)伊豆つくし会 東伊豆ワークセンター
・東伊豆町災害ボランティア協議会

471,533

ヒューマンヴィラ伊豆
(特別養護老人ホーム)(福)秀生会（福）西伊豆町社会福祉協議会

（福）静岡県社会福祉協議会

東伊豆ワークセンター
(障害福祉サービス事業
生活介護事業所)

(福)伊豆つく
し会

（福）東伊豆町社会福祉協議会



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）

備考

福祉施設
機器整備
（当年度）

（創設）

1 （仮称）グループホームたいよう 磐田市
障害福祉サービス事業
（共同生活援助）

冷蔵庫、洗濯乾燥機、エアコン等（11種類 46点）
　冷蔵庫　    1台
　テレビ　    2台
　洗濯乾燥機　2台
　電子レンジ　1台
　掃除機　    2台
　木製椅子　 12脚
　テーブル  　3台
　座椅子　    6台
　ベッド　    8台
　食器棚　    1台
　エアコン  　8台

2,636,000

福祉施設
機器整備
（当年度）

（増築）

2 サンサンいわた東原 磐田市
障害福祉サービス事業
（就労継続支援B型）

物置、間仕切り、作業台他（9種類 67点）
　物置　　　　　      1棟
　扇風機　　　　　　　2基
　ホワイトボード　    1枚
　間仕切り　　　　    3枚
　作業台　           11台
　作業台用椅子　     27脚
　ワゴン　            2台
　ヘルメットスタンド　4台
　ブラインド　       16枚

1,782,000

福祉施設
機器整備
（当年度）

（改築）

3 天竜ワークキャンパス 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）

作業用エアコンプレッサー 1種類
　エアーコンプレッサー　1式

1,179,000

平成30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）】



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）

備考

平成30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）

4 グループホーム光明 浜松市
障害福祉サービス事業
（共同生活援助）

ベッド、食堂テーブル・椅子他（18種類 47点）
　冷蔵庫　      　　　      1台
　テレビ　      　　　      1台
　衣類乾燥機　　　　        3台
　洗濯機      　　　      　3台
　ブルーレイレコーダー　    1台
　掃除機　    　　　        3台
　オーブンレンジ　　　　    1台
　炊飯器　         　　　   1台
　乾燥機ユニット台　　　　  3台
　空気清浄機　      　　　  1台
　食堂テーブル　    　　　  2台
　食堂用椅子　     　　　   8脚
　応接テーブル　      　　　1台
　応接ソファ　        　　　2台
　サイドテーブル　  　　　  1台
　肘付シャワーチェア　　　　1脚
　タンス　       　　　     7台
　ベッド   　　　   　7台

2,802,000

福祉施設
機器整備
（当年度）

（創設）

5 たけし文化センター連尺町 浜松市
障害福祉サービス事業
（生活介護）

エアコン（5台）、楽器他（6点）
　エアコン（1F） 　2台
　エアコン（2F） 　3台
　ドラムセット　   1セット
　エレキギター　   2本
　エレキベース　   1本
　アンプ　         2台

2,739,000

福祉施設
機器整備
（当年度）

（増改築）

6 富岳の郷 御殿場市
障害福祉サービス事業
（生活介護・施設入所支援・短
期入所）

防災設備　（6種類 16点）
　テント　            4基
　発電機　            3基
　炊き出し器　        1台
　浄水器　            1台
　バルーン投光器　    2基
　テント型簡易トイレ　5台

3,000,000

福祉施設
機器整備
（当年度）

（創設）

7 わかばみや保育園 藤枝市 保育所
園庭遊具　1種類
　園庭総合遊具　1基

2,700,000



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）

備考

平成30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）

（増改築）

8 たけのこ保育園 島田市 保育所

遊具　4種類
　木製すべり台　  1基
　ままごとハウス　1基
　ブランコ　      1基
　鉄棒　          1基

2,610,000

福祉施設
機器整備
（当年度）

（創設）

9 （仮称）チャイルドスクエア浜松 浜松市 保育所
園庭遊具　1種類
　園庭総合遊具　1基

2,550,000

福祉施設
機器整備
（当年度）

（創設）

10 (仮称）どれみ会第３こども園 浜松市 認定こども園

テーブル・椅子・おむつ交換台等（11種類 118点）
　テーブル（0,1,2,低年齢児用）16台
　椅子（0,1,2歳児用）      　 34脚
　ベンチ（1,2歳児用）          6台
　おむつ交換台　               2台
　おむつワゴン　               2台
　ベッド　                    38台
　おもちゃ殺菌庫　             1台
　あかちゃんすべり台           1台
　対面ワゴン4人用　            1台
　パーテーションシェルフ　    14台
　避難兼用おでかけぐるま　     3台

3,000,000

福祉施設
機器整備
（当年度）

（拡張）

11 若宮こども園 浜松市 認定こども園

ロッカー、テーブル、椅子等（6種類 56点）
　2歳児用ロッカー（3名用）　8台
　2歳児用ロッカー（2名用）　4台
　テーブル　中　　　　　　　8台
　テーブル　小　　　　　　　2台
　2歳児用乳児椅子          29脚
　0歳児用乳児椅子         　5脚

1,761,000

福祉施設
機器整備
（当年度）

（増築）

12 ハローこども園 浜松市 認定こども園

乳児用玩具、机（3種類 13点）
　木製色付き積み木 　3セット
　木製組木　　　　 　3セット
　3歳未満児用6人掛け机 　7台

378,000

合計 12施設 27,137,000



No. 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」

開北地区社会福祉協議会 沼津市
高齢者及び要援護者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　1,200個

189,000

2
要支援者に対する支援体制づ
くり「見守り事業」

沼津市第五地区社会福祉協議会 沼津市
高齢者及び要援護者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　800個

164,000

3
在宅福祉活動「引きこもりや孤
立を防ぐ事業（勉強会）」

特定非営利活動法人サンフォレスト 静岡市
ひきこもり支援・相談スタッフ初級養成講座開催事業
・開催回数：6回（予定）
・対象者：ひきこもり相談従事者等

121,000

4
在宅福祉活動「食事サービス事
業（子ども食堂）」

ＴＥＡＭももいろ 焼津市
孤食・孤立を防ぐ為のセミナー開催事業
・自然農法セミナー（6回）
・食育セミナー（3回）

166,000

5
在宅福祉活動「引きこもりや孤
立を防ぐ事業（勉強会）」

【かいごラボ】 島田市

「介護保険のかしこい利用者になるための講座」開催事業
（開催日）平成31年3月
（対象者）要支援者
・第一部：講演「ケアを受けるということ」
・第二部：「丸投げしない老後のくらしかた」ワークショップ

186,000

行政、社協と事業実
施について協議し、
内容及び集客を充実
させること。

6
在宅福祉活動「引きこもりや孤
立を防ぐ事業（勉強会）」

麁玉地区社会福祉協議会 浜松市
認知症講座開催・買い物支援活動事業
⑴あらたま認知症あんしん講座6回）
⑵買い物支援活動事業（12ヶ所、週3回）

144,000

7
子どもの遊び場の遊具整備の
新設

今沢自治会 沼津市
子どもの遊び場遊具整備事業
・すべり台　1基

283,000
設置後の適切な管理
と安全確保に努めて
ほしい。

8
子どもの遊び場の遊具整備の
新設

三本松自治会 沼津市
子どもの遊び場遊具整備事業
・すべり台　1基

283,000
設置後の適切な管理
と安全確保に努めて
ほしい。

9
子どもの遊び場の遊具整備の
新設

有東１丁目自治会 静岡市
子どもの遊び場遊具整備事業
・2連ブランコ　1基

283,000
設置後の適切な管理
と安全確保に努めて
ほしい。

10
子どもの遊び場の遊具整備の
新設

焼津市利右衛門自治会第三町内
会

焼津市
子どもの遊び場遊具整備事業
・ウッドマウンテン（ボルダリング遊具）1基

283,000
設置後の適切な管理
と安全確保に努めて
ほしい。

11
子どもの遊び場の遊具整備の
新設

掛川市西大渕区自治会 掛川市
子どもの遊び場遊具整備事業
・すべり台　1基

220,000
設置後の適切な管理
と安全確保に努めて
ほしい。

12
子どもの遊び場の遊具整備の
新設

東同笠自治会 袋井市
子どもの遊び場遊具整備事業
・すべり台　1基

284,000
設置後の適切な管理
と安全確保に努めて
ほしい。

13
子どもの遊び場の遊具整備の
新設

新津町自治会 浜松市
子どもの遊び場遊具整備事業
・ロッキング遊具　1基

212,000
設置後の適切な管理
と安全確保に努めて
ほしい。

平成30年度地域ふれあい支え合い助成事業助成一覧（平成29年度共同募金分）
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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）」

市山ふれあいサロン 伊豆市
高齢者サロン用低座椅子整備事業
・低座椅子　40脚

283,000

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）」

サロン大野 伊豆市
高齢者サロン用低座椅子整備事業
・低座椅子　30脚

129,000

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）」

サロン大平 伊豆市
高齢者サロン用低座椅子整備事業
・低座椅子　30脚

129,000

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）」

サロン柏久保 伊豆市
高齢者サロン用低座椅子整備事業
・低座椅子　30脚

244,000

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）」

西平ふれあいサロン 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

283,000

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）」

本柿木ふれあいサロン 伊豆市
高齢者サロン用低座椅子整備事業
・低座椅子　30脚

239,000

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）」

宿ふれあいサロン 伊豆市
高齢者サロン用低座椅子整備事業
・低座椅子　30脚

239,000

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）」

浮島地区社会福祉協議会 沼津市
高齢者サロン用ワイヤレスアンプ整備事業
・ハンズフリー拡声器　3台

130,000

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）」

鈴原区ふれあいサロン 裾野市

高齢者サロン用ワイヤレスアンプ・レクリエーション遊具整備事業
・ワイヤレスアンプ   　　1式
・ワイヤレスマイク　 　　2本
・グラウンドゴルフ8ホールセット　1式
・ホールポスト用ケース　 2個
・グラウンドゴルフチームセット　  1式
・チームセットケース　　 1個
・GGボール　　　　　　　 6個

234,000

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）」

ふれあい塾　本村下 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　3本

193,000

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）」

石坂２いきいきサロン 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
・ワイヤレスマイク  2本
・充電器　　　　　　1台

280,000

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）」

いきいきサロンはなもも 富士市
高齢者サロン用低座椅子整備事業
・低座椅子　20脚
・台車　　　 1台

165,000

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）」

ふれあい・いきいきサロンみはら 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

212,000

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）」

中藁科地区社会福祉推進協議会 静岡市
高齢者サロン用低座椅子整備事業
・低座椅子　42脚

180,000

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）」

やまびこの会 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

164,000
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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）」

竜南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・レクリエーション遊具整備事業
・ワイヤレスアンプ　1式
・有線マイク　　　　1本
・マイクスタンド　　1台
・マイクホルダー　　1台
・安全ソフトダーツ　1式
・室内ペタンク　　　1式
・デスコンセット　　1式

156,000

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）」

安東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・血圧計整備事業
・ワイヤレスアンプ          　1式
・ハンド型ワイヤレスマイク  　1本
・タイピン型ワイヤレスマイク　1個
・マイク　　　　　　　　　　　1本
・血圧計                    　2個

235,000

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）」

S型デイサービス　石部いそくらぶ
長田南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・レクリエーション遊具
整備事業
・ワイヤレスアンプ　   　　  1式
・タイピン型ワイヤレスマイク 1個
・マイクホルダー　　　     　1個
・ハンズフリー拡声器　     　1台
・室内ペタンク　　　　     　2セット
・ジャンボサイコロ　　     　2個
・手のひら健康バレー　     　1個
・バルバレー　　　　　     　1個
・バレーネット　　　　     　1個

176,000

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）」

久能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
・ハンド型ワイヤレスマイク　　1本
・タイピン型ワイヤレスマイク　1個

199,000

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）」

中田学区社会福祉協議会（中田本
町いきいき会）

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  2個

147,000

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）」

南部学区保健福祉推進協議会 静岡市
高齢者サロン用ワイヤレスアンプ整備事業
・ハンズフリー拡声器　4台

201,000

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）」

有明なごみ 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
・マイクスタンド　　1本
・キャリーバッグ　　1個

138,000
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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）」

由比地区社会福祉協議会　町屋原
Ｓ型デイサービス　このはな会

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
・ハンド型マイク            　1本
・タイピン型マイク　          1個
・ハンド型ダイナミックマイク　1個

189,000

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）」

ふれあいサロンすみれ 焼津市
高齢者サロン用ワイヤレスアンプ整備事業
・ポータブルアンプ　１台
・マイク　　　　　　１本

138,000
購入商品はサロンと
して的確に処理する
こと。

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）」

ミニデイ坂本 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
・ハンド型ワイヤレスマイク  　1本
・タイピン型ワイヤレスマイク　1個

218,000

39
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）」

平三輪の会 藤枝市

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
整備事業
・ワイヤレスアンプ　          1式
・ワイヤレスマイク　          2本
・ふまねっと（活用事例集含む）1セット

147,000

40
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）」

平二さわやかカフェ　ふれあいサロ
ン

藤枝市

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
・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個

246,000

41
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）」

ひらよんクローバー会 藤枝市
高齢者サロン用レクリエーション遊具整備事業
・グラウンドゴルフ用具　2セット

153,000

42
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）」

平一サロン「ちょっくらよってみざぁ」 藤枝市

高齢者サロン用レクリエーション遊具・血圧計整備事業
・血圧計、架台　　　1式
・室内ペタンク    　1セット
・安全ソフトダーツ　1セット

210,000

43
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）」

兵中ふれあいサロン 藤枝市

高齢者サロン用レクリエーション遊具整備事業
・スカットボールセット　2セット
・角度自在クラブ      　2本
・収納ケース　　　　　　2個

148,000

44
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）」

金谷地区社会福祉協議会 島田市

高齢者サロン用レクリエーション遊具整備事業
・ブローゴルフ対面式2台　1セット
・スカットボール       　1セット
・室内ペタンク　       　1セット

141,000

一過性の遊具となら
ないよう大会等を開
催するなど、発展的
に健康づくりに寄与
できるよう工夫して欲
しい。

45
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）」

東町地区社会福祉協議会：ふれあ
いタイム

島田市
高齢者サロン用レクリエーション遊具整備事業
・トランポビクスジョグ　15台

132,000
ケガ防止対策に努め
ること。

46
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）」

もみじの会 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

223,000
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47
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）」

笑話会 菊川市

高齢者サロン用レクリエーション遊具整備事業
・輪投げセット　        5セット
・ストライクボーリング　1セット
・ふくろう物語ゲーム  　5セット

160,000

48
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）」

サロンふじつか 掛川市
高齢者サロン用低座椅子整備事業
・低座椅子　40脚

152,000

49
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）」

一色ふれあいサロン 磐田市
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

230,000

50
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）」

河原町たっちゃんの会 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

183,000

51
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）」

鳥之瀬さわやかサロン 磐田市

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
整備事業
・ワイヤレスアンプ　1式
・ボッチャボール　　1台
・ボッチャ的　　　　1台
・輪投げセット　　　1台

149,000

52
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）」

西平松サロン　なかよし学園 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

148,000

53
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　白鳥
町みどりの会（白鳥町地区）

浜松市
高齢者サロン用低座椅子整備事業
・低座椅子　40脚

142,000

54
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）」

知波田地区社会福祉協議会 湖西市

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　　　　2本
・収納ボックス　　　1個

159,000

55
在宅福祉活動「引きこもりや孤
立を防ぐ事業（子育てサロン）」

片浜地区社会福祉協議会 沼津市

子育て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
・水素電池　　　　　　2個
・ケーブル　　　　　　1本

271,000

56
在宅福祉活動「引きこもりや孤
立を防ぐ事業（子育てサロン）」

天間地区民生委員児童委員協議
会（てんま子育てサロン　ころころ）

富士市
子育て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

181,000

57
在宅福祉活動「引きこもりや孤
立を防ぐ事業（子育てサロン）」

有度地区社会福祉協議会（子育て
トーク長崎会場）

静岡市

子育て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台
・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個

210,000

58
在宅福祉活動「引きこもりや孤
立を防ぐ事業（子育てサロン）」

大洲地区社会福祉協議会 藤枝市
子育てサロン用レクリエーション遊具整備事業
・ユニットフロアーマット　30枚
・収納袋 　　　　　　　　　2個

130,000
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59
在宅福祉活動「引きこもりや孤
立を防ぐ事業（子育てサロン）」

まいせるふ 島田市

親育ち・子育ち「いきいき子育て勉強会」事業
・各期5日間×2期
・内容　①開校式　子育てについて
　　　　②クッキング、食育
　　　　③遊び、フリートーク
　　　　④多肉植物、寄せ植え講座
　　　　⑤グループトーク

189,000

行政と連携を図り、周
知活動を充実し、事
業の必要性への理
解を求めていくことが
重要。

60
在宅福祉活動「障害児者への
情報提供事業」

音訳グループ　ラ・コンテ 焼津市
視覚障害者情報提供用音訳機器整備事業
・ノートパソコン　3台

278,000

61
在宅福祉活動「視覚障害者へ
の情報提供事業」

菊川文庫　朗読の会 菊川市
視覚障害者情報提供用音訳機器整備事業
・ＣＤダビング機  1台
・ノートパソコン　1台

129,000

62
在宅福祉活動「難病患者勉強
会」

静岡市難病障害者協議会 静岡市
難病と福祉の勉強会、当事者同士の懇談会開催事業
・難病と福祉の勉強会（2回）
・しゃべくり広場・希望（2回）

170,000

合計 62件 12,000,000


