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公　　　　　告

（茨城県共同募金会）

◉茨城県共同募金会　平成28年度共同募金運動結果報告 

　社会福祉法第120条に基づき，茨城県における平成28年度共同募金の結果並びに災害等準備金の状況について，次

のとおり公告します。

　　　平成29年４月28日

社会福祉法人　茨城県共同募金会　　

会　長　　岩 　 上 　 　 　 堯

記

１　募金の総額　568,387,275円

　　内訳　　一般募金　　　　　　　　　　　　　　　･　384,361,934円

　　　　　　歳末たすけあい募金　　　　　　　　　 　　173,622,348円

　　　　　　NHK歳末たすけあい　　　　　　　　 　 　　8,964,122円

　　　　　　テーマ型募金（子どもの福祉）　　　　　　 　1,438,871円

２　配分を受けた者の氏名又は名称及び所在地，配分した額並びに配分の対象事業

　⑴　一般募金の配分

　　①　広域配分

配分を受けた者
配分した額（円） 配分対象事業

氏名又は名称 所在地

（福）茨城県社会福祉協議会 水戸市 6,250,000
福祉コミニティ県民運動，ボランティアフェ
スティバル開催等

（公財）茨城県老人クラブ連合会 水戸市 370,000 「いきいきジャーナル茨城」発行事業

（一社）茨城県身体障害者福祉団体連合会 水戸市 180,000 「いばらき身障福祉」発行事業

（特非）茨城県中途失聴・難聴者協会 つくば市 130,000 会報発行事業及び耳マーク表示板設置事業

茨城県児童館連絡協議会 大洗町 60,000 館長研修及びスキルアップ研修事業
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配分を受けた者
配分した額（円） 配分対象事業

氏名又は名称 所在地

茨城県保護司会連合会 水戸市 90,000 機関紙「更生保護いばらき」発行事業

（一財）茨城県民生委員児童委員協議会 水戸市 760,000 研修事業

茨城県肢体不自由児者父母の会連合会 水戸市 330,000 会報等発行事業及び研修会事業

（福）茨城県視覚障害者協会 水戸市 130,000 点字刊行物発行事業

茨城県母子生活支援施設連絡協議会 水戸市 90,000 夏のつどい実施事業

茨城県保育協議会 水戸市 810,000 「いばらき保育通信」発行事業

（福）茨城県母子寡婦福祉連合会 水戸市 330,000 機関紙「母子草」発行事業

（一社）茨城県聴覚障害者協会 水戸市 180,000 機関紙「やすらぎ」発行事業

茨城県手をつなぐ育成会 水戸市 320,000 研修事業

茨城県難病団体連絡協議会 水戸市 180,000 会報「いばらき難連」発行事業

茨城県里親連合会 水戸市 220,000 研修及び広報事業

（公社）日本オストミー協会茨城県支部 常陸太田市 180,000 社会適応訓練事業の広報活動事業

（一社）茨城県精神保健福祉会連合会 水戸市 1,020,000 機関紙発行事業及び家族会支援助成事業

茨城県精神保健協会 水戸市 180,000 心の健康づくり講演会事業

（福）茨城いのちの電話 つくば市 470,000 機関紙作成事業

（更保）茨城県更生保護協会 水戸市 90,000 自立更生援助事業（一時保護事業）

（公財）茨城カウンセリングセンター 水戸市 90,000 パンフレット作成事業

茨城県自閉症協会 潮来市 90,000 自閉症理解についての広報活動事業

（公財）茨城県アイバンク 水戸市 90,000
献眼登録者及び角膜移植に関する普及啓発事
業

茨城県身体障害者相談員連絡協議会 水戸市 50,000 「PROPレポート」発行事業

（一社）茨城県身体障害者福祉協議会 水戸市 90,000 「身障いばらき」発行事業

（一社）日本筋ジストロフィー協会茨城県支部 水戸市 90,000 患者と家族のための療育キャンプ事業

（公社）認知症の人と家族の会茨城県支部 牛久市 90,000 会報発行事業

茨城県知的障害者相談員連絡協議会 水戸市 50,000 会報発行事業

茨城県児童福祉施設協議会 常陸太田市 2,842,000
児童自立支援事業（免許取得，進学，アパー
ト借入）

茨城県人権擁護委員連合会 水戸市 90,000 啓発活動における福祉施設出前相談事業

茨城障害のある人の権利条例をつくる会 水戸市 170,000
障害者権利条例の県民への周知と理解の欠同
事業

茨城県特別支援教育推進連盟 水戸市 153,000 障害児教育及び福祉に関する振興・啓発事業

（公社）日本てんかん協会茨城県支部 水戸市 155,000 第44回全国大会開催事業

（一社）茨城県聴覚障害者協会 水戸市 50,000 第46回関東ろうあ者体育大会開催事業

（特非）茨城の専攻科を考える会 守谷市 75,000 東日本指導者研修交流大会開催事業

（福）幸樹会（にじいろ保育園） つくば市 2,674,000 自然とふれあう遊び場作り事業

（福）小川会（ひばり保育園） 水戸市 1,320,000 木道・木柵等改築工事事業

（特非）KASHIMA アディクションサ
ポートセンター（レインボー・ブリッジ）

神栖市 410,000
作業所アプローチ増設・自転車置場屋根工事
事業

（特非）春きゃべつ（ひまわりの郷） 小美玉市 795,000
障がいを持つ通所者のための休憩設備整備事
業
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配分を受けた者
配分した額（円） 配分対象事業

氏名又は名称 所在地

（福）ナザレ園（ナザレ園） 那珂市 2,115,000 就労訓練用ペレット製造機購入事業

（福）すはま会（ニュー鹿島） 鹿嶋市 2,093,000 入浴用給湯設備の更新

（特非）潮騒ジョブトレーニングセンター
（潮騒ジョブトレーニングセンター）

鹿嶋市 1,035,000 空調設備工事事業

（特非）まごころねっとわーく（ちあきの家） ひたちなか市 180,000 食糧支援に使用する備品等購入事業

（特非）ひだまり（ひなた） 常総市 1,900,000 送迎用車輌整備事業

（福）くれよん（くれよん工房） 水戸市 1,920,000 障害者就労支援の送迎用車輌整備事業

（福）常陸青山会（光風荘） 石岡市 2,000,000 障害者外出等支援に係る車輌整備事業

（特非）自然生クラブ（自然生ホーム） つくば市 1,900,000
障害者の生活支援に係る送迎・運搬用車輌整
備事業

（福）秀心会（こどものいえ学童クラブ） 日立市 1,530,000 学童保育児送迎車輌新規導入事業

（特非）ドリームたんぽぽ（ドリームたんぽぽ） 東海村 1,680,000 障害者就労支援の送迎用車輌整備事業

（福）共生社（あじさい学園八千代） 八千代町 1,100,000 就労製品販売車輌整備事業

（特非）メロディーハウス（ハーモニー） かすみがうら市 970,000 送迎用車輌整備事業

（福）明清会（ほびき園） かすみがうら市 1,700,000 野外活動や送迎のための車輌整備事業

（特非）茨城依存症回復支援協会（こいぶち） 笠間市 1,700,000 トラクター運搬用車輌購入事業

（福）ふたば福祉会（かなくぼ保育園） 結城市 1,950,000 送迎用車輌整備事業

（福）仁川会（御前山保育園） 常陸大宮市 2,000,000 送迎・園外保育用車輌整備事業

（福）日立市社会福祉協議会 日立市 1,000,000 地域福祉推進車輌整備事業

（福）結城市社会福祉協議会 結城市 1,000,000 地域福祉推進車輌整備事業

（福）龍ケ崎市社会福祉協議会 龍ケ崎市 1,303,030 地域福祉推進車輌整備事業

（福）北茨城市社会福祉協議会 北茨城市 1,303,030 地域福祉推進車輌整備事業

（福）牛久市社会福祉協議会 牛久市 1,000,000 地域福祉推進車輌整備事業

（福）茨城町社会福祉協議会 茨城町 1,303,030 地域福祉推進車輌整備事業

（福）大洗町社会福祉協議会 大洗町 1,000,000 地域福祉推進車輌整備事業

（福）東海村社会福祉協議会 東海村 1,000,000 地域福祉推進車輌整備事業

（福）茨城補成会（石崎学園） 茨城町 5,962 カルピス（470ml）×12本

（福）慈川会（チルドレンズ・ホーム） 那珂市 5,962 カルピス（470ml）×12本

災害時の救援活動のための積立金 15,307,000

共同募金管理・運営費 42,742,023 人件費・事務費・事業費

市町村共同募金委員会募金運動事務費 13,456,100 事務費・事業費

計 127,943,137

　　②　地域配分

配分を受けた者
配分した額（円） 配分対象事業

氏名又は名称 所在地

（福）水戸市社会福祉協議会 水戸市 18,668,868 ふれあいサロン活動事業ほか

（福）日立市社会福祉協議会 日立市 13,700,134 日常生活サポート事業ほか

（福）土浦市社会福祉協議会 土浦市 7,481,958 電話訪問活動事業ほか
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配分を受けた者
配分した額（円） 配分対象事業

氏名又は名称 所在地

（福）古河市社会福祉協議会 古河市 18,462,562
ひとり暮らし高齢者給食サービス（会食型）
事業ほか

（福）石岡市社会福祉協議会 石岡市 6,215,704 高齢者犯罪予防支援事業ほか

（福）結城市社会福祉協議会 結城市 4,323,821 健康農園管理運営事業ほか

（福）龍ケ崎市社会福祉協議会 龍ケ崎市 2,749,529
知的障がい者の社会自立・就労への助成事業
ほか

（福）下妻市社会福祉協議会 下妻市 11,824,857 子育て応援講座事業ほか

（福）常総市社会福祉協議会 常総市 12,073,146
子育て支援のためのおもちゃ広場整備事業ほ
か

（福）常陸太田市社会福祉協議会 常陸太田市 9,566,748 ふれあいサロンボランティア養成事業ほか

（福）高萩市社会福祉協議会 高萩市 3,561,074 心配ごと相談所事業ほか

（福）北茨城市社会福祉協議会 北茨城市 6,674,026
小学生ワークキャンプボランティア体験学習
事業ほか･

（福）笠間市社会福祉協議会 笠間市 8,263,705
介護をしている家族の方がたのリフレッシュ
交流会事業ほか

（福）取手市社会福祉協議会 取手市 3,787,332 いこいの場事業ほか

（福）牛久市社会福祉協議会 牛久市 5,680,681
重度身体障害者福祉タクシー利用料助成事業
ほか

（福）つくば市社会福祉協議会 つくば市 6,193,556 地域見守りネットワーク事業ほか

（福）ひたちなか市社会福祉協議会 ひたちなか市 16,059,670 ボランティアスクール事業ほか

（福）鹿嶋市社会福祉協議会 鹿嶋市 1,360,013 ひとり暮らし高齢者食事会事業ほか

（福）潮来市社会福祉協議会 潮来市 1,726,172 市内施設へのクリスマスケーキ配布事業ほか

（福）守谷市社会福祉協議会 守谷市 1,861,830 母子・父子家庭交流の集い事業ほか

（福）常陸大宮市社会福祉協議会 常陸大宮市 7,390,325
ボランティアを推進するための研修会事業ほ
か

（福）那珂市社会福祉協議会 那珂市 3,653,962 ふれあい給食サービス事業ほか

（福）筑西市社会福祉協議会 筑西市 12,438,088 ひとり暮らし高齢者とふれあい電話事業ほか

（福）坂東市社会福祉協議会 坂東市 7,501,695 愛のバス送迎サービス事業ほか

（福）稲敷市社会福祉協議会 稲敷市 1,884,116 ボランティア広報誌の発行事業ほか

（福）かすみがうら市社会福祉協議会 かすみがうら市 3,727,450 日帰り福祉体験事業ほか

（福）桜川市社会福祉協議会 桜川市 4,593,819 ぼうさい探検隊事業ほか

（福）神栖市社会福祉協議会 神栖市 130,337 福祉教育出前講座事業ほか･

（福）行方市社会福祉協議会 行方市 2,962,198 在宅言語リハビリアドバイス事業ほか

（福）鉾田市社会福祉協議会 鉾田市 7,842,606 ふれあいいきいきサロン事業ほか

（福）つくばみらい市社会福祉協議会 つくばみらい市 3,202,413
団塊世代対象の地域活動に活かせる技術所得
研修事業ほか

（福）小美玉市社会福祉協議会 小美玉市 10,496,293 車椅子送迎車貸出事業ほか

（福）茨城町社会福祉協議会 茨城町 7,672,525 いきいきサロンづくり事業ほか

（福）大洗町社会福祉協議会 大洗町 2,905,785 シルバービューティーサービス事業ほか･

（福）城里町社会福祉協議会 城里町 3,369,930 子育て支援事業ほか

（福）東海村社会福祉協議会 東海村 3,912,535 障がい児の療育キャンプ事業ほか

（福）大子町社会福祉協議会 大子町 3,657,900 児童・生徒の福祉教育推進事業ほか
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配分を受けた者
配分した額（円） 配分対象事業

氏名又は名称 所在地

（福）美浦村社会福祉協議会 美浦村 1,466,416 ひとりぐらし高齢者配食サービス事業ほか

（福）阿見町社会福祉協議会 阿見町 3,714,135 障害者就労支援講座事業ほか

（福）河内町社会福祉協議会 河内町 1,072,084 かわち子どもヘルパー派遣事業ほか

（福）八千代町社会福祉協議会 八千代町 2,805,736
ひとり暮らし高齢者の安否確認のための友愛
訪問事業ほか

（福）五霞町社会福祉協議会 五霞町 1,848,663 ふれ愛ベンチ設置助成事業ほか

（福）境町社会福祉協議会 境町 2,308,018 シニアカレッジ事業ほか

（福）利根町社会福祉協議会 利根町 1,126,382
ひきこもりがちな青少年の居場所づくり事業
ほか

計 261,918,797

　⑵　地域歳末たすけあい募金の配分

配分を受けた者
配分した額（円） 配分対象事業

氏名又は名称 所在地

（福）水戸市社会福祉協議会 水戸市 8,894,806
ひとり暮らし高齢者世帯（要支援）への支援
金贈呈事業ほか

（福）日立市社会福祉協議会 日立市 16,824,043 特別支援世帯見舞金配分事業ほか

（福）土浦市社会福祉協議会 土浦市 11,421,451 おせち料理配布事業ほか

（福）古河市社会福祉協議会 古河市 8,913,890 ひとり暮らし高齢者への配分事業ほか

（福）石岡市社会福祉協議会 石岡市 4,602,546 要介護認定世帯援護金配分事業ほか

（福）結城市社会福祉協議会 結城市 5,269,260 寝たきり高齢者支援事業ほか

（福）龍ケ崎市社会福祉協議会 龍ケ崎市 1,080,911
ひとり暮らしの高齢者へ歳末の見守りとお節
料理の宅配事業ほか

（福）常総市社会福祉協議会 常総市 461,115 生活困窮世帯への見舞金支給事業ほか

（福）常陸太田市社会福祉協議会 常陸太田市 4,932,700 地域で支えあう赤い羽根大掃除事業ほか

（福）高萩市社会福祉協議会 高萩市 2,936,200 児童福祉施設入所児歳末見舞金配分事業ほか

（福）北茨城市社会福祉協議会 北茨城市 4,500,000 在宅重度身障者歳末見舞金贈呈事業ほか

（福）笠間市社会福祉協議会 笠間市 9,226,878 母子・父子世帯へ歳末援護金の支給事業ほか

（福）取手市社会福祉協議会 取手市 7,266,026 ひとり暮らし高齢者安否確認事業ほか

（福）牛久市社会福祉協議会 牛久市 5,593,047 地域ふれあい訪問事業ほか

（福）つくば市社会福祉協議会 つくば市 8,348,479 ふれあい型食事サービス事業ほか

（福）ひたちなか市社会福祉協議会 ひたちなか市 10,393,912 災害ボランティア事業ほか

（福）鹿嶋市社会福祉協議会 鹿嶋市 367,429 ひとり暮らし高齢者歳末見舞事業

（福）潮来市社会福祉協議会 潮来市 691,954 ひとり暮らし高齢者へのおせち料理配布事業

（福）守谷市社会福祉協議会 守谷市 2,649,792 交通遺児歳末配分事業ほか

（福）常陸大宮市社会福祉協議会 常陸大宮市 2,700,000 歳末たすけあい支援事業ほか

（福）那珂市社会福祉協議会 那珂市 3,898,678 歳末たすけあい配分事業ほか

（福）筑西市社会福祉協議会 筑西市 13,042,437 寝たきり高齢者歳末支援事業ほか

（福）坂東市社会福祉協議会 坂東市 1,847,675 愛のバス送迎サービス事業ほか

（福）稲敷市社会福祉協議会 稲敷市 1,535,000 市内福祉施設への歳末事業支援ほか

（福）かすみがうら市社会福祉協議会 かすみがうら市 3,842,030 子育てサロンクリスマス会事業ほか
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配分を受けた者
配分した額（円） 配分対象事業

氏名又は名称 所在地

（福）桜川市社会福祉協議会 桜川市 2,733,570 ひとり親家庭歳末見舞金配分事業ほか

（福）行方市社会福祉協議会 行方市 300,000 住宅環境整備サービス事業ほか

（福）鉾田市社会福祉協議会 鉾田市 1,990,000
障害者手帳の交付を受けている方への歳末見
舞金支給事業ほか

（福）つくばみらい市社会福祉協議会 つくばみらい市 453,048 ひとり暮らし高齢者おせち弁当配布事業ほか

（福）小美玉市社会福祉協議会 小美玉市 3,797,085 母子・父子世帯見舞金支給事業ほか

（福）茨城町社会福祉協議会 茨城町 2,455,950 住宅環境整備サービス事業ほか

（福）大洗町社会福祉協議会 大洗町 6,884,325 生活困窮者世帯見舞金贈呈事業ほか

（福）城里町社会福祉協議会 城里町 2,357,880 寝たきり高齢者世帯訪問事業ほか

（福）東海村社会福祉協議会 東海村 3,868,672 地域支え合い推進講座開催事業ほか

（福）大子町社会福祉協議会 大子町 1,733,036 ひとり暮らし高齢者おせち品配布事業ほか

（福）美浦村社会福祉協議会 美浦村 1,948,703
保育所と高齢者のふれあい運動会開催事業ほ
か

（福）阿見町社会福祉協議会 阿見町 5,300,353 施設入所児への支援金配布事業ほか

（福）河内町社会福祉協議会 河内町 1,246,506 障害者世帯歳末配分見舞金事業ほか

（福）八千代町社会福祉協議会 八千代町 2,521,123
幼稚園や保育園へのサンタクロース派遣事業
ほか

（福）五霞町社会福祉協議会 五霞町 931,022
長期療養患者・生活困難世帯への歳末たすけ
あい見舞金運動事業ほか

（福）境町社会福祉協議会 境町 1,977,974 子育て支援ファミリーコンサート事業ほか

（福）利根町社会福祉協議会 利根町 2,180,210 ふれあいサロン支援事業ほか

計 183,919,716

　⑶　NHK歳末たすけあいの配分

配分を受けた者
配分した額（円） 配分対象事業

氏名又は名称 所在地

茨城県藤楓協会 水戸市 300,000
ハンセン病療養所入所者の支援事業（見舞品
贈呈）

茨城県自閉症協会 潮来市 100,000 自閉症啓発のためのイベント開催事業

（福）淑徳会（かがやき荘） 東海村 80,000 入所者の生活支援事業（見舞金贈呈）

（福）律芯会（ブレス・オブ・ライフ） 那珂市 50,000 入所者の生活支援事業（見舞金贈呈）

ラーク・ハイツ 水戸市 100,000 入所者の生活支援事業（見舞金贈呈）

（福）茨城県母子寡婦福祉連合会 水戸市 1,200,000 平成28年度小学校新入学児童祝い品購入事業

（福）保内園（泉荘） 大子町 100,000
利用者自立支援のための洗濯機・衣類乾燥機
購入事業

（福）日立高寿園（豊浦の郷） 日立市 60,000
入居者の仲間づくりの場提供のための交流事
業

（福）聖桜会（すずらんの里） 笠間市 100,000
入居者の食生活の質向上のための厨房用皮剥
き器購入事業

（福）鹿島更生園（鹿島更生園救護寮） 鹿嶋市 100,000 利用者の生活環境整備のための椅子購入事業

（福）北養会（もくせい） 水戸市 100,000
利用者就労支援のための野菜販売用テント購
入事業
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配分を受けた者
配分した額（円） 配分対象事業

氏名又は名称 所在地

（福）同仁会（さくらの森乳児院） つくば市 100,000
乳幼児食環境充実及び健康確保のためのテー
ブル・電動チェア購入事業

（福）同仁会（同仁会乳児院） 高萩市 100,000 乳幼児頭脳発育のための玩具購入事業

（福）小川会（こどもの里） 水戸市 100,000
入所児童交流の場提供のためのクリスマス会
開催事業

（福）同仁会（内原和敬寮） 水戸市 100,000
入所児童交流の場提供のためのクリスマス会
開催事業

（福）同仁会（同仁会子どもホーム） 高萩市 100,000
入所児童の心身健全育成のためのスキー体験
教室実施事業

（福）同仁会（臨海学園） 高萩市 100,000
入所児童の心身健全育成のためのスキー体験
教室実施事業

（福）慶育会（茨城育成園） 筑西市 100,000
余暇充実と健康増進のためのスポーツ用品購
入事業

（福）日照養徳園（日照養徳園） 日立市 100,000
地域交流イベント開催のためのテント購入事
業

（特非）どんぐりの家 龍ケ崎市 100,000
重症心身障害児の発達支援のための喀たん吸
引及び経管栄養事業

（福）慶育会（白山学園） 筑西市 80,000 感覚統合訓練のための遊具の購入事業

（福）慈光学園（慈光良児園） 坂東市 100,000
利用者交流の場拡充のためのソファー購入事
業

（福）慶育会（児童デイサービスそだち） 筑西市 100,000 障害児療育のためのテーブル購入事業

（福）共生社（あじさい学園八千代） 八千代町 100,000
利用者の作業環境改善のための調理器購入事
業

（福）共生社（あじさい学園） 古河市 76,000 相談支援環境整備のためのテーブル購入事業

（福）くれよん（くれよん工房） 水戸市 100,000
利用者と地域住民の交流「くれよん祭」開催
事業

（福）にいはり福祉会（にいはり園） 土浦市 100,000
防災対策のための災害救助用カーペット購入
事業

（福）身障者ポニーの会（ポニーの家） 取手市 100,000 利用者と地域住民の交流会開催事業

（福）あすなろ会（ＡＭＩ福祉工場） 阿見町 100,000 就労支援のためのビニールハウス修繕事業

（福）慈光学園（慈光ホーム） 坂東市 100,000
健康管理及び生活環境整備のための血圧計購
入・ソファー等購入事業

（福）慶育会（あんずの里） 筑西市 100,000 利用者交流の場充実のためのテレビ購入事業

（福）梅の里（あいの家） 茨城町 65,000
利用者の健康管理支援のための自転車購入事
業

（福）朝日会（愛の里） 笠間市 100,000
利用者間の仲間づくりの場提供のための新年
会開催事業

（福）恒徳会（菫授園） 筑西市 70,000
利用者の健康管理支援のためのトレーニング
機器購入事業

（福）筑紫会（真壁厚生学園） 桜川市 100,000
就労支援及び生活環境整備のためのミシン・
おしぼり蒸し器購入事業

（福）筑紫会（真壁授産学園） 桜川市 100,000
利用者の仲間づくりの場提供のためのクリス
マス会開催事業

（福）恒徳会（桃香園） 桜川市 100,000
利用者の余暇活動充実のためのプロジェク
ター・スクリーン購入事業

（福）紫峰会（紫峰厚生園） 桜川市 100,000 利用者の生活訓練のための洗濯機購入事業
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配分を受けた者
配分した額（円） 配分対象事業

氏名又は名称 所在地

（福）神栖啓愛園（神栖啓愛園） 神栖市 100,000
利用者の健康管理支援のための体重計購入事
業

（福）鹿島更生園（鹿島更生園援護寮） 鹿嶋市 100,000
利用者の救急介護のためのリクライニング車
椅子購入事業

（福）青洲会（さくら苑） 土浦市 100,000
利用者の仲間づくりの場提供のためのテント
購入事業

（福）川惣会（しらゆり荘） かすみがうら市 100,000
利用者の生活環境整備のためのテーブル購入
事業

（福）敬山会（たまりメリーホーム） 小美玉市 100,000
利用者の健康管理支援のためのエアマッサー
ジ器購入事業

（福）恒徳会（すみれ園） 筑西市 100,000
利用者の救急介護のためのストレッチャー購
入事業

（福）慈光学園（慈光青年寮） 坂東市 100,000 利用者交流の場充実のためのテレビ購入事業

（福）慶育会（白山成年館） 筑西市 100,000
利用者の自立支援のための衣類乾燥機購入事
業

茨城県健康生きがいづくり協議会 水戸市 200,000 避難者支援事業

大熊町避難者コミュニティ「積小為大の会」 水戸市 200,000 避難者支援事業

未来への風いちから つくば市 128,000 避難者支援事業

元気つく場会 つくば市 200,000 避難者支援事業

たまり場・たろう 筑西市 200,000 避難者支援事業

NHK歳末たすけあい事務費 465,122

平成29年度への繰越金 1,890,000

計 8,964,122

　⑷　テーマ型募金（子どもの福祉）の配分

配分を受けた者
配分した額（円） 配分対象事業

氏名又は名称・所在地

茨城県保育協議会 水戸市

1,438,871
子育て支援・児童虐待防止・児童健全育成な
どに資する事業

茨城県児童福祉施設協議会 常陸太田市

茨城県地域活動連絡協議会 つくば市

計 1,438,871

合　　　　計 584,184,643

　※･　上表において，「（福）」とあるのは社会福祉法人，「（公財）」とあるのは公益財団法人，「（一社）」とあるのは

一般社団法人，「（特非）」とあるのは特定非営利活動法人，「（一財）」とあるのは一般財団法人，「（公社）」とあ

るのは公益社団法人，「（更保）」とあるのは更生保護法人のそれぞれ略称です。

　※　上表の配分した総額584,184,643円のうち，15,797,368円は，前年度の募金繰越金によるものです。

３　社会福祉法第118条第１項の規定により，平成28年度に新たに積み立てた災害等準備金の額　　15,307,000円

４･　社会福祉法第118条第２項の規定により，平成28年熊本地震災害の支援資金として社会福祉法人熊本県共同募金

会に拠出した災害等準備金の額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,730,000円

５　災害等準備金の総額（３月31日現在）　　52,502,921円
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