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公　　　　　告

（茨城県共同募金会）

◉茨城県共同募金会　平成30年度共同募金運動計画

　社会福祉法第119条に基づき茨城県における平成30年度共同募金運動計画について，次のとおり公告します。

　　　平成30年９月28日

社会福祉法人　茨城県共同募金会

会　長　　岩 　 上 　 　 　 堯

１　運動の期間

　　一般募金　　　　　　　　　　　　平成30年10月１日から平成30年12月31日まで

　　歳末たすけあい募金　　　　　　　平成30年12月１日から平成30年12月31日まで

　　NHK歳末たすけあい　　　　　　･平成30年12月１日から平成30年12月25日まで

　　テーマ型募金　　　　　　　　　　平成31年１月１日から平成31年３月31日まで

２　募金の目標額　568,789,000円

　　内訳　　　　　一般募金　　　　　　　　　　　　　　385,262,000円

　　　　　　　　　歳末たすけあい募金　　　　　　　　　171,433,000円

　　　　　　　　　NHK歳末たすけあい　　　　　　　　　10,094,000円

　　　　　　　　　テーマ型募金　　　　　　　　　　　　　2,000,000円

３　助成の範囲

　･　茨城県内において，社会福祉事業，更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者（国及び地方

公共団体を除く）とする。

４　助成の計画及び方法

　　助成要望のあった次に掲げる事業に対し，募金実績の範囲内において助成を行う。

　⑴　一般募金助成計画

　ページ
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　　①　広域助成計画･ 単位：円

助成を受ける者
助成計画額 助成対象事業

名称 所在地

（福）茨城県社会福祉協議会 水戸市 6,451,000 福祉コミニティ県民運動事業ほか

（公財）茨城県老人クラブ連合会 水戸市 400,000 「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 200,000 「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

茨城県保護司会連合会 水戸市 100,000 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 800,000 研修事業

茨城県肢体不自由児者父母の会連
合会

水戸市 317,000 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 点字刊行物等発行事業

茨城県母子生活支援施設連絡協議
会

水戸市 100,000 夏のつどい実施事業

茨城県保育協議会 水戸市 850,000 「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 200,000 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 350,000 会報発行事業

茨城県難病団体連絡協議会 水戸市 200,000 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 200,000 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 450,000 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 200,000 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 500,000 機関紙発行・配布事業

（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 茨城町 100,000 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 100,000
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 100,000 「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 100,000 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
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茨城県児童福祉施設協議会 常陸太田市 3,120,000
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 100,000 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 100,000
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 120,000
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 129,000
障害児の教育及び福祉に関する振興・啓発事
業

茨城県地域活動連絡協議会 つくば市 100,000 会長研修会事業

茨城県卓球バレー協会 土浦市 100,000
平成31年度東日本ブロック公認卓球バレー交
流会事業

（特非）kosodate はぐはぐ つくば市 100,000
平成31年度家庭訪問支援型（ホームスタート）
関東エリア研修会事業

（福）愛の会　ハートピア石岡 石岡市 1,539,000 非常用照明交換事業

（特非）マナーズ　ハレルヤファ
ミリー

つくば市 500,000 台所改修工事事業

（福）松寿福祉会　橘保育園 筑西市 3,000,000 門扉・門柱改修工事事業

（特非）潮騒ジョブトレーニングセ
ンター　アディクションヴィレッジ

鹿嶋市 1,000,000 空調設備工事事業

（福）めぐみ愛育会　めぐみ保育園 土浦市 2,826,000 園庭人工芝敷設工事事業

（特非）茨城依存症回復支援協会･
こいぶち

笠間市 931,000 作業スペース舗装整備事業

（特非）ちゅーりっぷの心　おは
な保育園

古河市 3,000,000 園庭遊具整備事業

茨城ダルク　今日一日ハウス 結城市 347,000 複写機更新事業

（福）保内園　泉荘 大子町 3,000,000 給湯設備改修工事業

（福）聖朋会　美並未来みなみ保育
園

かすみがうら市 765,000 送迎用車輌購入事業

（福）征峯会　ピアしらとり 筑西市 1,969,000 送迎用車輌購入事業

（福）鹿島育成園　鹿島育成園児童
寮

潮来市 1,700,000 送迎用車輌購入事業

（福）親交会　リバティ・サポート
センターゆい

高萩市 2,300,000 送迎用福祉車輌購入事業

（福）取手市社会福祉協議会 取手市 830,000 地域福祉推進車輌整備事業

（福）つくば市社会福祉協議会 つくば市 859,000 地域福祉推進車輌整備事業

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

（福）桜川市社会福祉協議会 桜川市 1,200,000 地域福祉推進車輌整備事業

（福）行方市社会福祉協議会 行方市 916,000 地域福祉推進車輌整備事業

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

（福）八千代町社会福祉協議会 八千代町 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 16,700,000

共同募金管理・運営費 42,845,000 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 13,205,000 事務費・事業費

計 119,485,000
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　　②地域助成計画･ 単位：円

助成を受ける者
助成計画額 助成対象事業

名称 所在地

（福）水戸市社会福祉協議会 水戸市 18,817,000 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 12,200,000 リーフレット作成事業ほか

（福）土浦市社会福祉協議会 土浦市 7,017,000 地域ボランティア養成講座事業ほか

（福）古河市社会福祉協議会 古河市 19,853,000 ひとり暮らし高齢者給食サービス事業ほか

（福）石岡市社会福祉協議会 石岡市 6,664,000 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 4,317,000 敬老の日記念品贈呈事業ほか

（福）龍ケ崎市社会福祉協議会 龍ケ崎市 3,260,000
広域的なボランティア活動を推進する協働事
業ほか

（福）下妻市社会福祉協議会 下妻市 11,645,000
ひとり暮らし高齢者への絵手紙お届け事業ほ
か

（福）常総市社会福祉協議会 常総市 9,496,000
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 9,618,000 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 3,757,000 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 6,200,000
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 9,300,000
ひとり暮らし高齢者等ふとん乾燥サービス事
業ほか

（福）取手市社会福祉協議会 取手市 3,695,000 市内福祉団体助成事業ほか

（福）牛久市社会福祉協議会 牛久市 7,103,000 家族介護者たまり場事業ほか

（福）つくば市社会福祉協議会 つくば市 6,120,000 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 15,970,000 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 1,520,000 児童生徒福祉作文事業ほか

（福）潮来市社会福祉協議会 潮来市 2,550,000
ひとり暮らし高齢者お楽しみふれあい遠足事
業ほか

（福）守谷市社会福祉協議会 守谷市 1,700,000 ふれあいボランティア講座事業ほか

（福）常陸大宮市社会福祉協議会 常陸大宮市 7,370,000
児童・生徒のボランティア活動協力校助成事
業ほか

（福）那珂市社会福祉協議会 那珂市 3,648,000 地域コミュニティー推進事業ほか

（福）筑西市社会福祉協議会 筑西市 12,588,000 ひとり暮し高齢者給食サービス事業ほか

（福）坂東市社会福祉協議会 坂東市 7,850,000 傾聴ボランティア養成講座事業ほか

（福）稲敷市社会福祉協議会 稲敷市 1,820,000 福祉学習助成事業ほか

（福）かすみがうら市社会福祉協議
会

かすみがうら市 4,850,000 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 4,365,000 子育て支援事業ほか

（福）神栖市社会福祉協議会 神栖市 290,000 精神障害者地域生活支援事業ほか

（福）行方市社会福祉協議会 行方市 2,341,000 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 7,972,000 高齢者健康増進事業ほか

（福）つくばみらい市社会福祉協議
会

つくばみらい市 3,046,000 ボランティア育成のための入門講座事業ほか

（福）小美玉市社会福祉協議会 小美玉市 10,524,000 生きがい外出サポート事業ほか
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（福）茨城町社会福祉協議会 茨城町 7,466,000 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 3,055,000 子育て支援券配布事業ほか

（福）城里町社会福祉協議会 城里町 3,418,000 子育て支援事業ほか

（福）東海村社会福祉協議会 東海村 5,622,000 ママリフレッシュ事業ほか

（福）大子町社会福祉協議会 大子町 3,370,000 ふれあいいきいきサロン事業ほか

（福）美浦村社会福祉協議会 美浦村 1,900,000 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 3,800,000 高齢者健康機器維持管理事業ほか

（福）河内町社会福祉協議会 河内町 1,230,000 福祉作文集発行事業ほか

（福）八千代町社会福祉協議会 八千代町 2,770,000 高齢者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 2,100,000 訪問福祉美容助成金事業ほか

（福）境町社会福祉協議会 境町 2,480,000 身障者と健常者の交流会事業ほか

（福）利根町社会福祉協議会 利根町 1,100,000
ひきこもりがちな青少年の居場所づくり事業
ほか

計 265,777,000

　⑵　歳末たすけあい募金助成計画･ 単位：円

助成を受ける者
助成計画額 助成対象事業

名称 所在地

（福）水戸市社会福祉協議会 水戸市 8,286,000
在宅で生活が困難な重度障害者への支援金贈
呈事業ほか

（福）日立市社会福祉協議会 日立市 15,500,000 あんしん・安全ネットワーク事業ほか

（福）土浦市社会福祉協議会 土浦市 7,100,000 ひとりぐらし高齢者世帯歳末配分事業ほか

（福）古河市社会福祉協議会 古河市 9,595,000 ひとり暮らし高齢者への歳末配分事業ほか

（福）石岡市社会福祉協議会 石岡市 4,513,000 ひとり暮し高齢者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 5,000,000 ひとり暮らし高齢者安否確認強化事業ほか

（福）龍ケ崎市社会福祉協議会 龍ケ崎市 1,300,000 障がい児理解のための交流事業ほか

（福）常総市社会福祉協議会 常総市 500,000 生活困窮世帯等見舞金贈呈事業

（福）常陸太田市社会福祉協議会 常陸太田市 4,903,000 歳末ふれあい訪問事業ほか

（福）高萩市社会福祉協議会 高萩市 3,245,000 福祉施設歳末もち米配分事業ほか

（福）北茨城市社会福祉協議会 北茨城市 4,300,000 生活困窮世帯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 9,200,000 母子・父子世帯歳末援護金支給事業ほか

（福）取手市社会福祉協議会 取手市 8,029,000 歳末助け合い配分事業ほか

（福）牛久市社会福祉協議会 牛久市 5,600,000 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 8,700,000 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 10,000,000 外出支援事業ほか

（福）鹿嶋市社会福祉協議会 鹿嶋市 261,000 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 712,000 歳末慰問金配布事業

（福）守谷市社会福祉協議会 守谷市 2,700,000 在宅障がい児者歳末配分事業ほか

（福）常陸大宮市社会福祉協議会 常陸大宮市 2,600,000 歳末たすけあい支援事業

（福）那珂市社会福祉協議会 那珂市 3,835,000 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 12,000,000 寝たきり高齢者等歳末支援事業ほか

（福）坂東市社会福祉協議会 坂東市 1,850,000 愛のバス送迎サービス事業ほか
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（福）稲敷市社会福祉協議会 稲敷市 1,900,000 福祉施設歳末支援事業

（福）かすみがうら市社会福祉協議
会

かすみがうら市 4,000,000 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 2,400,000 在宅高齢者見舞金配分事業ほか

（福）行方市社会福祉協議会 行方市 816,000 住宅環境整備サービス事業

（福）鉾田市社会福祉協議会 鉾田市 2,240,000 歳末たすけあい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 475,000 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 3,656,000 重度障害者見舞金支給事業ほか

（福）茨城町社会福祉協議会 茨城町 2,400,000 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 1,779,000 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 2,000,000 母子・父子世帯訪問事業ほか

（福）東海村社会福祉協議会 東海村 2,500,000
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 1,725,000 一人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 2,155,000 シルバー人材センター利用券贈呈事業ほか

（福）阿見町社会福祉協議会 阿見町 5,300,000 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 1,250,000
ひとり暮らし高齢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 2,500,000
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 1,100,000
長期療養患者等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 1,708,000 歳末たすけあい見舞金給付事業ほか

（福）利根町社会福祉協議会 利根町 1,800,000 ふれあいサロン支援事業ほか

計 171,433,000

　⑶　NHK歳末たすけあい助成計画･ 単位：円

助成を受ける者
助成計画額 助成対象事業

名称 所在地

茨城県藤楓協会 水戸市 255,000
ハンセン病療養所入所者支援事業　見舞金品
贈呈等

茨城県自閉症協会 潮来市 100,000
社会参加実践のための美術館見学・体験・交
流事業

（福）淑徳会　かがやき荘 東海村 95,000 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 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 75,000 掃除機購入事業

（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）山桜会　ケアハウス小咲園 日立市 100,000 空気清浄器購入事業

（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 マイク・アンプセット購入事業

（福）鹿島更生園　鹿島更生園救護
寮

･鹿嶋市･ 73,000 レクリエーション用具購入事業
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（福）北養会　もくせい ･水戸市･ 100,000 災害対策用備品の管理環境整備事業

（福）同仁会　さくらの森乳児院 つくば市 100,000 外出用散歩車・チャイルドシート購入事業

（福）同仁会　同仁会乳児院 高萩市 100,000 災害時避難・屋外活動用散歩車購入事業

（福）小川会　こどもの里 水戸市 100,000 クリスマス会開催事業

（福）惠生会　自生園 下妻市 100,000 アルバム作成用デジタルカメラ購入事業

（福）慶育会　茨城育成園 筑西市 100,000 生活訓練用プロジェクター購入事業

（福）慈川会　チルドレンズ・ホー
ム

那珂市 100,000 地域交流クリスマス会開催事業

（福）同仁会　つくば香風寮 つくば市 100,000 自転車購入事業

（福）同仁会　内原和敬寮 水戸市 100,000 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 スキー体験教室実施事業

（福）同仁会　臨海学園 高萩市 100,000 スキー体験教室実施事業

（特非）茨城居場所研究会 日立市 100,000 地域交流事業

（特非）親和会　はるか学園 かすみがうら市 100,000 車椅子用洗面台導入事業

（福）上の原学園　上の原学園 桜川市 100,000 全自動洗濯機購入事業

（福）愛正会　水方苑 高萩市 100,000 空気清浄機購入事業

（福）慶育会　白山学園 筑西市 100,000 大容量洗濯機購入事業

（福）慶育会　児童デイサービスそ
だち

筑西市 100,000 室内運動遊具購入事業

（福）慈光学園　慈光良児園 坂東市 100,000 交流の場拡充用座卓・ソファー購入事業

（福）身障者ポニーの会　ポニーの
家

取手市 100,000 地域住民とのふれあい交流会開催事業

（福）亮和会　サフラン工房 古河市 100,000 防災用具購入事業

（福）友幸会　かがやき 水戸市 100,000 親睦交流事業

（福）友幸会　障害福祉サービス事
業者きらきら

水戸市 100,000 ソファーベッド購入事業

（福）にいはり福祉会　にいはり園 土浦市 60,000 就労支援のための餅つき機購入事業

（福）鹿島育成園　鹿島育成園アイ
リス

潮来市 90,000 掃除機購入事業

（福）育実会　水戸どんぐりの家 水戸市 60,000 椅子購入事業

（福）共生社　あじさい学園八千代 八千代町 100,000 余暇活動用音楽機材購入事業

（福）親交会　リバティ・サポート
センターゆい

高萩市 100,000 自立訓練用備品購入事業

（福）くれよん　くれよん工房 水戸市 100,000 「くれよんまつり」開催事業

（福）尚恵学園　コスモス 土浦市 100,000 親睦会及び新成人を祝う会開催事業

（福）勇成会　障がい者サポートセ
ンターなの花

ひたちなか市 100,000 日中活動促進のための備品購入事業

（福）あすなろ会　ＡＭＩ福祉工場 阿見町 100,000 就労訓練用パソコン購入事業

（福）ユーアイ村　ユーアイファク
トリー

水戸市 100,000 地域まつり用法被制作事業

（福）ユーアイ村　ユーアイキッチ
ン

水戸市 100,000 就労支援用電気式食器消毒保管庫整備事業

（福）しあわせ会　ハミングハウス 神栖市 90,000 親睦会開催事業

（福）尚恵学園　ぼだいじゅ 土浦市･ 100,000 新年会開催事業
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（福）ユーアイ村　ユーアイホーム 水戸市 68,000 地域まつり用Ｔシャツ制作事業

（福）慈光学園　慈光ホーム 坂東市 100,000 掃除機購入事業

（福）友幸会　ケアホームきらきら 水戸市 100,000 健康管理推進のための備品整備事業

（福）慶育会　あんずの里 筑西市 100,000 洗濯機購入事業

（福）陽山会　大雅荘 石岡市 100,000 地域交流イベント開催用テント購入事業

（福）神栖啓愛園　神栖啓愛園 神栖市 100,000 環境整備・安全確保のためのベット購入事業

（福）慈光学園　慈光青年寮 坂東市 100,000 ソファー等購入事業

（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）勇成会　あさひの家 鉾田市 100,000 クリスマス会開催事業

（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　ユーカリの里 ･鉾田市･ 100,000 クリスマス会開催事業

（福）征峯会　ピアしらとり ･筑西市･ 100,000 クリスマス会開催事業

（福）常陸青山会　光風荘 ･石岡市･ 100,000 レクリエーション用具購入事業

（福）常陸青山会　光風荘アネック
ス

石岡市 100,000 レクリエーション用具購入事業

（福）親交会　リバティ若栗 高萩市 100,000 洗濯機購入事業

（福）鹿島更生園　鹿島更生園援護
寮

鹿嶋市 100,000 介護支援用電動ギャッジベット購入事業

（福）尚恵学園　尚恵成人寮 土浦市 100,000 交流会開催事業

（福）尚恵学園　尚恵厚生園 土浦市 100,000 交流会開催事業

（福）芳香会　青嵐荘つくし園 古河市 100,000 屋外活動用テーブル整備事業

（福）梅の里　あいの家 茨城町 91,000 電子ピアノ購入事業

（福）朝日会　愛の里 ･笠間市･ 100,000 新年会開催事業

（福）恒徳会　菫授園 筑西市 70,000 食堂用椅子購入事業

（福）恒徳会　桃香園 桜川市 100,000 感染症対策用大型加湿器購入事業

（福）恒徳会　すみれ園 筑西市 100,000 トイレ用車椅子整備事業

（福）筑紫会　真壁厚生学園 桜川市 100,000 プロジェクター購入事業

（福）筑紫会　真壁授産学園 桜川市 100,000 クリスマス会開催事業

（福）上の原学園　上の原学園成人
寮

桜川市 90,000 DVD レコーダー購入事業

（福）川惣会　しらゆり荘 かすみがうら市 100,000 食堂用テーブル購入事業

（福）青洲会　さくら苑 土浦市 97,000 折りたたみテーブル購入事業

（福）敬山会　たまりメリーホーム 小美玉市 100,000 レクリエーション用具購入事業

（福）実誠会　なるみ園 那珂市 100,000 農耕作業用備品購入事業

（福）紫峰会　紫峰厚生園 桜川市 100,000 災害対策用テント購入事業

茨城県健康生きがいづくり協議会 水戸市 100,000 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 100,000 避難者支援事業

未来への風いちから つくば市 80,000 避難者支援事業

元気つく場会 つくば市 100,000 避難者支援事業

たまり場・たろう 筑西市 100,000 避難者支援事業

災害時の救援活動のための積立金 300,000
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NHK歳末たすけあい運動事務費 550,000

計 10,094,000

　⑷　テーマ型募金助成計画･ 単位：円

助成を受ける者
助成計画額 助成対象事業

名称 所在地

茨城県保育協議会 水戸市 540,000 子育て支援事業

茨城県児童福祉施設協議会 常陸太田市 180,000
子どもを守ろう　オレンジリボンたすきリ
レー 2019事業

茨城県地域活動連絡協議会 つくば市 180,000 子どもとメディアを考える研修会事業

茨城ダルク 結城市 900,000
依存症を繰り返すサイクルから治療へ繋ぐプ
ログラムづくり事業

テーマ型募金運動事務費 200,000

計 2,000,000

合計 568,789,000

※･　上表において，「（福）」とあるのは社会福祉法人，「（公財）」と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。

◉茨城県共同募金会　災害等準備金拠出結果報告

　社会福祉法第120条第２項の規定に基づき，茨城県の区域外に拠出した災害等準備金の状況（平成30年８月31日現

在）について，次のとおり公告します。

　　　平成30年９月28日

社会福祉法人　茨城県共同募金会

会　長　　岩 　 上 　 　 　 堯

１　拠出の趣旨

　　社会福祉法第118条２項の規定により，平成30年７月豪雨災害の支援資金として

２　拠出先の共同募金会

　　岡山県共同募金会，広島県共同募金会，愛媛県共同募金会

３　拠出した額

　　13,600,000円（３県合計）
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