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公　　　　　告

（茨城県共同募金会）

◉茨城県共同募金会　平成29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29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30年４月27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　564,431,334円

　　内訳　　　一般募金　　　　　　　　　　　　　　　　382,243,086円

　　　　　　　　歳末たすけあい募金　　　　　　　　　　170,505,353円

　　　　　　　　NHK歳末たすけあい　　　　　　　　　　10,558,950円

　　　　　　　　テーマ型募金（子どもの福祉）　　　　　　1,123,945円

２　助成を受けた者の氏名又は名称及び所在地，助成した額並びに助成の対象事業

　⑴　一般募金の助成

　　①　広域助成

助成を受けた者 助成した額
（円）

助成対象事業
氏名又は名称 所在地

（福）茨城県社会福祉協議会 水戸市 6,326,000
福祉コミュニティ県民運動事業，ボランティ
アフェスティバル開催事業ほか

（公財）茨城県老人クラブ連合会 水戸市 390,000 「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 190,000 「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 120,000 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

　ページ
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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 790,000 研修事業

茨城県肢体不自由児者父母の会連
合会

水戸市 340,000 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 140,000 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 800,000 「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 336,000 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 190,000 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 340,000 研修事業

茨城県難病団体連絡協議会 水戸市 190,000 会報「いばらき難連」発行事業

茨城県里親連合会 水戸市 240,000 里親制度に関する啓発事業

（公社）日本オストミー協会茨城
県支部

常陸太田市 190,000 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 490,000 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 190,000 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 490,000 機関紙発行事業

（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 広報資料発行事業

茨城県自閉症協会 潮来市 90,000 自閉症理解のための会報発行事業

（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 広報紙発行事業

茨城県児童福祉施設協議会 常陸太田市 2,500,000
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

茨城県BBS 連盟 水戸市 90,000
ともだち活動事業（スポーツ交流・デイキャ
ンプ）

茨城に障害のある人の権利条例を
つくる会

水戸市 190,000
障害者権利条例の県民への周知と理解の活動
事業

茨城県特別支援教育推進連盟 水戸市 152,000 障害児教育及び福祉に関する振興・啓発事業

（特非）若年者社会参加支援普及
協会アストリンク

つくば市 221,000 いばらき合同相談会事業

（特非）新和会（ひめりんご） かすみがうら市 674,000 グループホーム内ユニットバス新設工事事業
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（福）小堀会（きさき保育園） 神栖市 1,453,000 園舎外壁塗装工事事業

（特非）チェリー館（チェリー館
作業所）

ひたちなか市 1,000,000 作業所改築工事事業

（福）雄仁会（もみの木保育園） 下妻市 1,447,000 園庭遊具購入事業

（福）諏訪福祉会（つくしんぼ保
育園）

日立市 532,000 幼児の遊び充実のためのうんてい購入事業

（福）愛の会（ハートピア水戸） 水戸市 2,842,000 共有部分空調機更新工事事業

（特非）つばさ（つばさ里山公園） 筑西市 455,000 簡易トイレ設置事業

（福）めぐみ愛育会（牛久めぐみ
保育園）

牛久市 2,283,000 大型園庭遊具購入事業

（特非）たんたん（たんたん） 常陸太田市 112,000 児童への食事支援のための備品整備事業

（福）ユーアイ村（ユーアイほい
くえん）

水戸市 1,000,000 園庭遊具購入事業

（特非）自立支援センター・ライ
フサポート水戸（ライフサポート
水戸）

水戸市 125,000 当事者活動によるパソコン購入事業

（福）筑峯学園（筑峯学園） つくば市 1,422,000 障害児入所施設での遊具整備事業

（福）聖隷会（あけぼの荘） 小美玉市 1,402,000 利用者の通院送迎用福祉車輌整備事業

（特非）活きる（活きる） 取手市 1,000,000 福祉有償運送用福祉車輌整備事業

（特非）茨城県あすなろの郷手を
つなぐ育成会（あすなろ）

水戸市 826,000 法人後見・まごころ車輌購入事業

（福）希望会（あすなろ園） 結城市 1,980,000 利用者送迎用車輌整備事業

（福）道邦会（麻生こども園） 行方市 2,200,000 送迎・行事用車輌整備事業

（福）滴翠会（滴翠苑） かすみがうら市 2,315,000 通院等送迎用福祉車輌整備事業

（特非）ハートスペースあゆみ
（ハートスペースあゆみ）

神栖市 770,000 送迎用車輌整備事業

（特非）東海村障がい者地域生活
自立支援ネットワークまつぼっく
り（わーくほーぷ）

東海村 1,559,000 製品運搬用車輌整備事業

（福）ホザナ会（こばと保育園） 古河市 1,900,000 送迎・行事用車輌購入事業

（特非）ふれあい潮来（きらきら） 潮来市 2,200,000 行事・外出用福祉車輌整備事業

（福）俊真会（はすね） 土浦市 2,200,000 送迎用福祉車輌整備事業

（特非）明豊会（さくら学園） つくば市 1,909,000 送迎用車輌整備事業

（特非）ふれあい（ふれあい） 古河市 1,000,000 送迎用車輌整備事業

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

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

（福）大子町社会福祉協議会 大子町 1,200,000 地域福祉推進車輌整備事業

災害時の救援活動のための積立金 16,536,000 災害時に備えた準備金の積立

共同募金管理・運営費 42,541,287 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

13,284,426 事務費・事業費

計 126,132,713
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　　②　地域助成

助成を受けた者 助成した額
（円）

助成対象事業
氏名又は名称 所在地

（福）水戸市社会福祉協議会 水戸市 18,606,128 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 13,373,824 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 7,457,286 ふれあい電話訪問活動事業ほか

（福）古河市社会福祉協議会 古河市 18,776,748
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 6,663,352 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 4,431,419 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 2,884,815
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 11,601,285 乳幼児発達相談事業ほか

（福）常総市社会福祉協議会 常総市 9,496,015
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 9,729,688 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 3,391,286 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 6,417,341
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 8,225,209
介護をしている家族の方々のリフレッシュ交
流会事業ほか

（福）取手市社会福祉協議会 取手市 3,694,236 いこいの場事業ほか

（福）牛久市社会福祉協議会 牛久市 5,770,857
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 6,119,028 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 16,011,941 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 1,318,069 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 1,660,567 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 1,727,564 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 7,449,029
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 3,648,866 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 12,347,280 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 7,235,386 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 1,821,951 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 3,832,197 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 4,648,799 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 159,442 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 2,857,130 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 8,226,552 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 3,045,080
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 9,328,397 車椅子送迎車貸出事業ほか
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（福）茨城町社会福祉協議会 茨城町 7,465,058 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 2,956,179 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 3,418,543 子育て支援事業ほか

（福）東海村社会福祉協議会 東海村 5,480,907 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 3,614,579 児童・生徒の福祉教育推進事業ほか

（福）美浦村社会福祉協議会 美浦村 1,497,734 ひとり暮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 3,776,651 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 1,088,581 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 2,773,753
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 1,841,898 シニアクラブ友愛訪問活動ほか

（福）境町社会福祉協議会 境町 2,515,780 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 1,074,943
ひきこもりがちな青少年の居場所づくり事業
ほか

計 259,461,373

　⑵　地域歳末たすけあい募金の助成

助成を受けた者 助成した額
（円）

助成対象事業
氏名又は名称 所在地

（福）水戸市社会福祉協議会 水戸市 8,497,000
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 16,204,608 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 8,532,796 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 9,625,368 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 4,512,647 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 4,768,526 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 872,443
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 369,278 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 4,903,950 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 2,818,388 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 4,312,552 遺児等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 9,258,592 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 6,940,573 いこいの場事業ほか

（福）牛久市社会福祉協議会 牛久市 5,519,730 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 8,259,170 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 10,379,915 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 288,590 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 691,678 歳末慰問金配布事業

（福）守谷市社会福祉協議会 守谷市 2,768,852 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 2,625,000 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 3,835,780 歳末たすけあい配分事業ほか
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（福）筑西市社会福祉協議会 筑西市 12,741,958 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 1,794,846 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 1,570,000 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 3,801,712 子育てサロンクリスマス会事業ほか

（福）桜川市社会福祉協議会 桜川市 2,475,654 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 301,638 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 1,940,000
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 473,824 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 3,734,221 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 2,412,744 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 1,490,991 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 2,017,963 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 2,692,862
きれい！スッキリ！年末ごみ出しお助け隊事
業ほか

（福）大子町社会福祉協議会 大子町 1,697,348 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 1,910,846
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 5,225,370 歳末ふれあい交流会事業ほか

（福）河内町社会福祉協議会 河内町 1,195,501 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 2,515,505
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 900,104
長期療養患者等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 1,706,882 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 1,919,948 ふれあいサロン支援事業ほか

計 170,505,353

　⑶　NHK歳末たすけあいの助成

助成を受けた者 助成した額
（円）

助成対象事業
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支援事業　見舞金贈
呈

茨城県自閉症協会 潮来市 100,000 自閉症者の社会参加実践のための研修事業

（福）淑徳会（かがやき荘） 東海村 90,000 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 80,000 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 ひとり親家庭への新入学児童祝い品購入事業

（福）愛友園（愛友園） 水戸市 80,000
身体機能の維持訓練のための体操用ベンチ購
入事業

（福）保内園（泉荘） 大子町 100,000 屋外活動支援のためのベンチ購入事業

（福）山桜会（ケアハウス小咲園） 日立市 100,000
コミュニケーション充実のための応接セット
購入事業
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（福）日立高寿園（豊浦の郷） 日立市 100,000 仲間づくりの場提供のための交流事業

（福）日本キングス・ガーデン（筑
波キングス・ガーデン）

常総市 100,000 生活環境整備のための椅子購入事業

（福）すはま会（ニュー鹿島） 鹿嶋市 100,000 車椅子購入事業

（福）鹿島更生園（鹿島更生園救
護寮）

鹿嶋市 100,000
安全確保のための簡易浴槽・専用担架購入事
業

（福）北養会（もくせい） 水戸市 100,000 自立支援のための花卉育成用備品購入事業

（福）同仁会（さくらの森乳児院） つくば市 100,000 心身健全育成のための玩具購入事業

（福）同仁会（同仁会乳児院） 高萩市 100,000
保育室内環境整備ためのフロアカーペット等
購入事業

（福）小川会（こどもの里） 水戸市 100,000 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 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
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
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
生活環境・食育環境充実のための冷蔵庫購入
事業

（福）緑会（みどり園） 水戸市 83,000 生活環境整備のための洗濯機購入事業

（特非）こ・こ・ろ 取手市 100,000
子どもの居場所づくりのための地域住民との
クリスマス会開催事業

（特非）親和会（はるか学園） かすみがうら市 65,000 運動能力支援のための遊具購入事業

（福）慶育会（白山学園） 筑西市 100,000 余暇活動充実のための行楽用品等購入事業

（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運動用具購入事業

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

（福）上の原学園（上の原学園） 桜川市 100,000 生活環境整備のための全自動洗濯機購入事業

（福）愛正会（水方苑） 高萩市 100,000 生活環境整備のための空気清浄器購入事業

（福）育実会（水戸どんぐりの家） 水戸市 86,000 生活環境整備のためのロッカー購入事業

（福）共生社（あじさい学園八千代） 八千代町 100,000
就労支援及び自立支援のための器具備品整備
事業

（福）共生社（あじさい学園） 古河市 87,000 就労支援のための製作作業用備品購入事業

（福）ユーアイ村（ユーアイファ
クトリー）

水戸市 100,000
屋外活動支援のためのデジタル簡易無線購入
事業

（福）ユーアイ村（ユーアイキッ
チン）

水戸市 100,000 就労支援のためのユニホーム購入事業

（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）尚恵学園（コスモス） 土浦市 100,000 交流の場提供のための親睦会開催事業

（福）あすなろ会（ＡＭＩ福祉工場） 阿見町 100,000 就労支援のための作業服整備事業

（福）しあわせ会（ハミングハウス） 神栖市 90,000 相互理解促進のための親睦会開催事業

（福）友幸会（かがやき） 水戸市 100,000 就労活動支援のための電動シーラー購入事業

（福）友幸会（障害福祉サービス
事業者きらきら）

水戸市 100,000 生活訓練のためのオーブンレンジ購入事業

（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
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（福）亮和会（サフラン工房） 古河市 100,000 災害対策支援のための発電機購入事業

（福）尚恵学園（ぼだいじゅ） 土浦市 100,000 仲間づくりの場提供のための交流事業

（福）ユーアイ村（ユーアイホーム） 水戸市 100,000 食環境整備事業

（福）慈光学園（慈光ホーム） 坂東市 100,000
生活環境整備のための洗濯機・高圧洗浄機購
入事業

（福）友幸会（ケアホームきらきら） 水戸市 100,000
コミュニケーション充実のためのダイニング
テーブル購入事業

（福）慶育会（あんずの里） 筑西市 100,000 生活環境整備のための洗濯機購入事業

（福）勇成会（ありすの杜） 水戸市 100,000 安全確保のための環境整備事業

（福）勇成会（あさひの家） 鉾田市 100,000 交流の場提供のためのクリスマス会開催事業

（福）尚恵学園（尚恵厚生園） 土浦市 100,000 交流の場提供のための新年会開催事業

（福）尚恵学園（尚恵成人寮） 土浦市 100,000
余暇活動充実のためのレクリエーション用物
品購入事業

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

（福）神栖啓愛園（神栖啓愛園） 神栖市 100,000 安全確保のための食堂介護用椅子購入事業

（福）鹿島更生園（鹿島更生園援
護寮）

鹿嶋市 100,000
健康管理のためのハンドレール付き体重計購
入事業

（福）勇成会（ユーカリの里） 鉾田市 100,000 交流の場提供のためのクリスマス会開催事業

（福）実誠会（なるみ園） 那珂市 96,000
交流活動促進のためのロビーチェアー購入事
業

（福）芳香会（青嵐荘つくし園） 古河市 100,000 太鼓サークル活動支援のための衣装購入事業

（福）梅の里（あいの家） 茨城町 100,000 衛生管理のための自動靴洗い洗濯機購入事業

（福）朝日会（愛の里） 笠間市 100,000 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
生活環境充実及び身体機能訓練のための備品
購入事業

（福）恒徳会（桃香園） 桜川市 100,000 感染症対策のための大型加湿器購入事業

（福）筑紫会（真壁厚生学園） 桜川市 100,000 余暇活動充実のためのスクリーン購入事業

（福）紫峰会（紫峰厚生園） 桜川市 100,000 余暇活動充実のための大型テレビ購入事業

（福）青洲会（さくら苑） 土浦市 100,000 身体機能維持・向上のための平行棒購入事業

（福）川惣会（しらゆり荘） かすみがうら市 100,000
生活環境整備のための食堂用テーブル購入事
業

（福）敬山会（たまりメリーホーム） 小美玉市 100,000 交流の場提供のためのテレビ購入事業

（福）慈光学園（慈光青年寮） 坂東市 100,000 交流の場充実のためのソファー購入事業

（福）慶育会（白山成年館） 筑西市 100,000 交流活動支援のための屋外用ベンチ購入事業

（福）白銀会（しろがね苑） 石岡市 100,000 クリスマス会開催事業

（福）親交会（リバティ若栗） 高萩市 100,000
生活環境整備のための椅子・シューズ棚購入
事業

（福）征峯会（ピアしらとり） 筑西市 100,000 地域交流のためのクリスマス会開催事業

（福）恒徳会（すみれ園） 筑西市 100,000 健康管理のための加湿空気清浄器購入事業

（福）常陸青山会（光風荘） 石岡市 100,000 機能回復訓練のための健康器具購入事業

（福）常陸青山会（光風荘アネッ
クス）

石岡市 100,000 健康管理のための健康器具等購入事業

（福）上の原学園（上の原学園成
人寮）

桜川市 100,000
余暇活動充実のためのDVDレコーダー等購
入事業
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茨城県健康生きがいづくり協議会 水戸市 300,000 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 300,000 避難者支援事業

未来への風いちから つくば市 110,000 避難者支援事業

元気つく場会 つくば市 300,000 避難者支援事業

たまり場・たろう 筑西市 300,000 避難者支援事業

災害時の救援活動のための積立金 314,000 災害時に備えた準備金の積立

NHK歳末たすけあい事務費 499,950 事務費

次年度募金運動引当金 1,748,000 平成30年度 NHK歳末たすけあいに充当

計 12,448,950

　⑷　テーマ型募金（子どもの福祉）の助成

助成を受けた者 助成した額
（円）

助成対象事業
氏名又は名称 所在地

茨城県保育協議会 水戸市

1,123,945

子育て支援事業

茨城県児童福祉施設協議会 常陸太田市
子どもを守ろう　オレンジリボンたすきリ
レー事業

茨城県地域活動連絡協議会 つくば市 防災教育事業「生存確率Ⅲ」事業

計 1,123,945

合計 569,672,334

※･　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。

※　上表の助成した総額569,672,334円のうち，5,241,000円は，前年度の募金繰越金等によるものです。

３　社会福祉法第118条第１項の規定により，平成29年度に新たに積み立てた災害等準備金の額　　16,850,000円

４　災害等準備金の総額（３月31日現在）　　67,457,000円
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