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公告

　

酸茨城県共同募金会　令和元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令和元年度共同募金運動計画について，次のとおり公告します。

　　　令和元年９月30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　　　　　　　　　　　　令和元年10月１日から令和元年12月31日まで

　　歳末たすけあい募金　　　　　　　令和元年12月１日から令和元年12月31日まで

　　ＮＨＫ歳末たすけあい　　　　　　令和元年12月１日から令和元年12月25日まで

　　テーマ型募金　　　　　　　　　　令和２年１月１日から令和２年３月31日まで

２　募金の目標額　555,600,470円

　　内訳　　　　　一般募金　　　　　　　　　　　　 　375,808,000円　　

　　　　　　　　　歳末たすけあい募金　　　　　　　 　168,884,000円

　　　　　　　　　ＮＨＫ歳末たすけあい　　　　　　　 　9,474,000円

　　　　　　　　　テーマ型募金　　　　　　　　　　　 　1,434,470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。

　敢　一般募金の助成計画
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　　①　広域助成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円
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助成対象事業助成計画額
助成を受ける者

所在地名称

福祉コミュニティづくり県民運動事業ほか6,451,000水戸市（福）茨城県社会福祉協議会

いきいきジャーナル茨城発行事業400,000水戸市（公財）茨城県老人クラブ連合会

機関紙「いはらき身障福祉」発行事業200,000水戸市
（一社）茨城県身体障害者福祉団
体連合会

耳マーク設置事業ほか120,000つくば市
（特非）茨城県中途失聴・難聴者
協会

館長研修及びスキルアップ研修事業60,000大洗町茨城県児童館連絡協議会

機関紙「更生保護いばらき」発行事業100,000水戸市茨城県保護司会連合会

会長副会長合同研修事業ほか800,000水戸市
（一財）茨城県民生委員児童委員
協議会

会報発行事業200,000水戸市
茨城県肢体不自由児者父母の会連
合会

点字刊行物等発行事業140,000水戸市（福）茨城県視覚障害者協会

夏のつどい実施事業100,000水戸市
茨城県母子生活支援施設連絡協議
会

「いはらき保育通信」発行事業850,000水戸市茨城県保育協議会

「母子草」発行事業340,000水戸市（福）茨城県母子寡婦福祉連合会

会報発行事業200,000水戸市（一社）茨城県聴覚障害者協会

会報発行事業350,000水戸市茨城県手をつなぐ育成会

会報発行事業198,000水戸市茨城県難病団体連絡協議会

里親制度に関する啓発事業240,000常陸太田市茨城県里親連合会

オストメイト社会適応訓練事業の広報活動事
業

200,000鹿嶋市
（公社）日本オストミー協会茨城
県支部

機関紙「県連ニュース」の発行事業200,000水戸市
（一社）茨城県精神保健福祉会連
合会

「心の健康づくり講演会」開催事業200,000水戸市茨城県精神保健協会

機関紙及びパンフ発行・配布事業500,000つくば市（福）茨城いのちの電話

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

広報資料発行事業90,000水戸市
（公財）茨城カウンセリングセン
ター

自閉症理解のための会報発行事業100,000茨城町茨城県自閉症協会

献眼登録者及び角膜移植に関する普及啓発事
業

100,000水戸市（公財）茨城県アイバンク

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

会報「身障いばらき」発行事業100,000水戸市
（一社）茨城県身体障害者福祉協
議会

患者と家族のための療育キャンプ事業100,000水戸市
（一社）日本筋ジストロフィー協
会茨城県支部

会報発行事業90,000牛久市
（公社）認知症の人と家族の会茨
城県支部

広報紙発行事業50,000水戸市
茨城県知的障害者相談員連絡協議
会



　

　

　　②　地域助成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円
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助成対象事業助成計画額
助成を受ける者

所在地名称

児童自立支援事業3,240,000常陸太田市茨城県児童福祉施設協議会

社会福祉施設出前相談事業100,000水戸市茨城県人権擁護委員連合会

ともだち活動・スポーツ交流事業50,000水戸市茨城県ＢＢＳ連盟

会長研修会事業100,000つくば市茨城県地域活動連絡協議会

令和２年度東日本ブロック公認卓球バレー交
流大会

100,000日立市茨城県卓球バレー協会

外壁漏水補修工事3,000,000筑西市（福）筑圃苑　紫穂苑

大型園庭遊具購入事業1,377,000行方市（福）永翔会　龍翔寺こども園

印刷機の購入396,000結城市茨城ダルク　今日一日ハウス

作業棟外壁張替工事事業1,547,000結城市（福）希望会　あすなろ園

園児バス整備事業2,000,000下妻市（福）雄仁会　もみの木保育園

園児バス整備事業2,000,000龍ケ崎市（福）育心会　ながと夢保育園

送迎用車輌整備事業1,200,000水戸市（福）くれよん　くれよん工房

送迎用車輌整備事業1,700,000ひたちなか市（特非）チェリー館　チェリー館

送迎用福祉車輌整備事業2,300,000牛久市（福）銈光会　ケアセンター梵

地域福祉推進車輌整備事業1,000,000古河市（福）古河市社会福祉協議会

地域福祉推進車輌整備事業1,000,000石岡市（福）石岡市社会福祉協議会

地域福祉推進車輌整備事業1,000,000常陸大宮市（福）常陸大宮市社会福祉協議会

地域福祉推進車輌整備事業1,000,000那珂市（福）那珂市社会福祉協議会

地域福祉推進車輌整備事業1,200,000坂東市（福）坂東市社会福祉協議会

地域福祉推進車輌整備事業1,200,000かすみがうら市
（福）かすみがうら市社会福祉協
議会

地域福祉推進車輌整備事業1,000,000鉾田市（福）鉾田市社会福祉協議会

ホカホカ・もぐもぐ食堂実施事業ほか174,000石岡市石岡ハーモニーネット

子ども食堂「TABEROBE」実施事業ほか174,000つくば市
（特非）居場所サポートクラブ　
ロべ

災害時に備えた準備金の積立16,020,000災害等準備金積立金

人件費・事務費・事業費42,110,000共同募金管理・運営費

事務費・事業費13,249,000
市町村共同募金委員会募金運動事
務費

110,856,000計

助成対象事業助成計画額
助成を受ける者

所在地名称

ふれあいサロン活動事業ほか18,755,000水戸市（福）水戸市社会福祉協議会

リーフレット作成事業ほか11,500,000日立市（福）日立市社会福祉協議会

各地域ボランティア養成講座事業ほか7,781,000土浦市（福）土浦市社会福祉協議会

ひとり暮らし高齢者給食サービス事業ほか18,977,000古河市（福）古河市社会福祉協議会
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助成対象事業助成計画額
助成を受ける者

所在地名称

高齢者犯罪予防支援事業ほか7,076,000石岡市（福）石岡市社会福祉協議会

敬老の日記念品贈呈事業ほか4,418,000結城市（福）結城市社会福祉協議会

広域的なボランティア活動を推進する協働事
業ほか

2,950,000龍ケ崎市（福）龍ケ崎市社会福祉協議会

ひとり暮らし高齢者への絵手紙お届け事業ほ
か

10,979,000下妻市（福）下妻市社会福祉協議会

子育て支援のためのおもちゃ広場整備事業ほ
か

9,428,000常総市（福）常総市社会福祉協議会

ふれあいサロンボランティア養成事業ほか11,838,000常陸太田市（福）常陸太田市社会福祉協議会

心配ごと相談所事業ほか3,757,000高萩市（福）高萩市社会福祉協議会

小学生ワークキャンプボランティア体験学習
事業ほか

6,200,000北茨城市（福）北茨城市社会福祉協議会

ひとり暮らし高齢者ふれあい訪問事業ほか8,300,000笠間市（福）笠間市社会福祉協議会

市内福祉団体助成事業ほか3,956,000取手市（福）取手市社会福祉協議会

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

地域見守りネットワーク事業ほか5,860,000つくば市（福）つくば市社会福祉協議会

ボランティアスクール事業ほか14,775,000ひたちなか市
（福）ひたちなか市社会福祉協議
会

児童生徒福祉作文事業ほか1,530,000鹿嶋市（福）鹿嶋市社会福祉協議会

ひとり暮らし高齢者お楽しみふれあい遠足事
業ほか

2,550,000潮来市（福）潮来市社会福祉協議会

ふれあいボランティア講座事業ほか1,750,000守谷市（福）守谷市社会福祉協議会

児童・生徒のボランティア活動協力校助成事
業ほか

7,358,000常陸大宮市（福）常陸大宮市社会福祉協議会

地域コミュニティー推進事業ほか3,583,000那珂市（福）那珂市社会福祉協議会

ひとり暮らし高齢者給食サービス事業ほか12,545,000筑西市（福）筑西市社会福祉協議会

学生向けボランティア体験「福祉に挑戦」事
業ほか

7,850,000坂東市（福）坂東市社会福祉協議会

福祉学習助成事業ほか1,800,000稲敷市（福）稲敷市社会福祉協議会

日帰り福祉体験事業ほか4,850,000かすみがうら市
（福）かすみがうら市社会福祉協
議会

子育て支援事業ほか4,326,000桜川市（福）桜川市社会福祉協議会

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

在宅言語リハビリアドバイス事業ほか2,481,000行方市（福）行方市社会福祉協議会

高齢者健康増進事業ほか7,972,000鉾田市（福）鉾田市社会福祉協議会

赤ちゃんと保護者を対象にした赤ちゃんフェ
スタ事業ほか

3,100,000つくばみらい市
（福）つくばみらい市社会福祉協
議会

生きがい外出サポート事業ほか10,219,000小美玉市（福）小美玉市社会福祉協議会

いきいきサロンづくり普及啓発事業ほか8,750,000茨城町（福）茨城町社会福祉協議会

子育て支援券配布事業ほか2,690,000大洗町（福）大洗町社会福祉協議会

子育て支援事業ほか3,447,000城里町（福）城里町社会福祉協議会

ママリフレッシュ事業ほか5,370,000東海村（福）東海村社会福祉協議会



　

　柑　歳末たすけあい募金の助成計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円
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助成対象事業助成計画額
助成を受ける者

所在地名称

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

ひとり暮らし高齢者配食サービス事業ほか1,936,000美浦村（福）美浦村社会福祉協議会

高齢者健康機器維持管理事業ほか3,860,000阿見町（福）阿見町社会福祉協議会

福祉作文集発行事業ほか1,230,000河内町（福）河内町社会福祉協議会

高齢者安否確認のための友愛訪問事業ほか2,722,000八千代町（福）八千代町社会福祉協議会

訪問福祉美容助成金事業ほか2,100,000五霞町（福）五霞町社会福祉協議会

障害者と健常者の交流会事業ほか2,520,000境町（福）境町社会福祉協議会

地域のひとり暮らし高齢者交流会・つどい開
催事業ほか

1,100,000利根町（福）利根町社会福祉協議会

264,952,000計

助成対象事業助成計画額
助成を受ける者

所在地名称

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

8,286,000水戸市（福）水戸市社会福祉協議会

あんしん・安全ネットワーク事業ほか14,500,000日立市（福）日立市社会福祉協議会

ひとり暮らし高齢者世帯歳末配分事業ほか8,300,000土浦市（福）土浦市社会福祉協議会

ひとり暮らし高齢者への歳末配分事業ほか9,614,000古河市（福）古河市社会福祉協議会

ひとり暮し高齢者世帯援護金配分事業ほか4,383,000石岡市（福）石岡市社会福祉協議会

ひとり暮らし高齢者安否確認強化事業ほか5,220,000結城市（福）結城市社会福祉協議会

障がい児理解のための交流事業ほか1,200,000龍ケ崎市（福）龍ケ崎市社会福祉協議会

生活困窮世帯等見舞金贈呈事業500,000常総市（福）常総市社会福祉協議会

歳末ふれあい訪問事業ほか3,303,000常陸太田市（福）常陸太田市社会福祉協議会

福祉施設歳末もち米配分事業ほか3,191,000高萩市（福）高萩市社会福祉協議会

生活困窮世帯歳末見舞金贈呈事業ほか4,200,000北茨城市（福）北茨城市社会福祉協議会

母子・父子世帯歳末援護金支給事業ほか9,000,000笠間市（福）笠間市社会福祉協議会

ひとり暮らし高齢者安否確認事業ほか7,828,000取手市（福）取手市社会福祉協議会

地域ふれあい訪問事業ほか5,600,000牛久市（福）牛久市社会福祉協議会

ふれあい型食事サービス事業ほか8,740,000つくば市（福）つくば市社会福祉協議会

要支援者に対する支援金交付事業ほか10,050,000ひたちなか市
（福）ひたちなか市社会福祉協議
会

ひとり暮らし高齢者歳末見舞事業270,000鹿嶋市（福）鹿嶋市社会福祉協議会

歳末慰問金配布事業712,000潮来市（福）潮来市社会福祉協議会

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

生活困窮者支援事業2,600,000常陸大宮市（福）常陸大宮市社会福祉協議会

要保護・準要保護世帯児童支援事業ほか3,767,000那珂市（福）那珂市社会福祉協議会

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

愛のバス送迎サービス事業ほか1,850,000坂東市（福）坂東市社会福祉協議会



　

　

　

　桓　ＮＨＫ歳末たすけあいの助成計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円
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助成対象事業助成計画額
助成を受ける者

所在地名称

福祉施設歳末行事支援事業2,000,000稲敷市（福）稲敷市社会福祉協議会

子育てサロンクリスマス会事業ほか4,000,000かすみがうら市
（福）かすみがうら市社会福祉協
議会

在宅高齢者見舞金配分事業ほか2,400,000桜川市（福）桜川市社会福祉協議会

住宅環境整備サービス事業795,000行方市（福）行方市社会福祉協議会

ひとり暮らし高齢者見舞金支給事業ほか2,240,000鉾田市（福）鉾田市社会福祉協議会

ひとり暮らし高齢者おせち弁当配布事業ほか470,000つくばみらい市
（福）つくばみらい市社会福祉協
議会

重度障害者見舞金支給事業ほか3,623,000小美玉市（福）小美玉市社会福祉協議会

住宅環境整備サービス事業ほか2,400,000茨城町（福）茨城町社会福祉協議会

生活困窮者世帯見舞金贈呈事業ほか1,380,000大洗町（福）大洗町社会福祉協議会

母子・父子世帯訪問事業ほか2,000,000城里町（福）城里町社会福祉協議会

きれい！スッキリ！年末ごみ出しお助け隊事
業ほか

2,348,000東海村（福）東海村社会福祉協議会

ひとり暮らし高齢者おせち品配布事業ほか1,700,000大子町（福）大子町社会福祉協議会

シルバー人材センター利用券贈呈事業ほか2,118,000美浦村（福）美浦村社会福祉協議会

歳末ふれあい交流会事業ほか5,200,000阿見町（福）阿見町社会福祉協議会

ひとり暮らし高齢者世帯歳末配分見舞金事業
ほか

1,250,000河内町（福）河内町社会福祉協議会

幼稚園や保育園へのサンタクロース派遣事業
ほか

2,500,000八千代町（福）八千代町社会福祉協議会

長期療養患者等歳末たすけあい見舞金運動事
業ほか

1,100,000五霞町（福）五霞町社会福祉協議会

生活困窮世帯見舞金給付事業1,746,000境町（福）境町社会福祉協議会

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

168,884,000計

助成対象事業助成計画額
助成を受ける者

所在地名称

ハンセン病療養所入所者支援事業240,000水戸市茨城県藤楓協会

社会参加実践のための体験・交流事業等100,000茨城町茨城県自閉症協会

ひとり親家庭への新入学児童祝い品購入事業1,200,000水戸市（福）茨城県母子寡婦福祉連合会

入所者の生活支援事業（見舞金贈呈） 95,000東海村（福）淑徳会　かがやき荘

入所者の生活支援事業（見舞金贈呈） 65,000那珂市
（福）律芯会　ブレス・オブ・ラ
イフ

入所者の生活支援事業（見舞金贈呈） 100,000水戸市ラーク・ハイツ

洗濯機購入事業70,000水戸市（福）愛友園　愛友園

ワイヤレス携帯型受信機購入事業100,000常総市
（福）日本キングス・ガーデン筑
波キングス・ガーデン　ケアハウ
ス
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助成対象事業助成計画額
助成を受ける者

所在地名称

年末ふれあい交流事業100,000日立市（福）日立高寿園　豊浦の郷

冷蔵庫購入事業100,000日立市（福）山桜会　ケアハウス小咲園

災害対策用備品購入事業100,000 水戸市 （福）北養会　もくせい

レクリエーション用具購入事業80,000 鹿嶋市 
（福）鹿島更生園　鹿島更生園救
護寮

ベビーベット購入事業100,000高萩市（福）同仁会　同仁会乳児院

屋外活動用玩具購入事業100,000つくば市（福）同仁会　さくらの森乳児院

地域交流クリスマス会開催事業100,000那珂市
（福）慈川会　チルドレンズ・
ホーム

クリスマス会開催事業100,000水戸市（福）小川会　こどもの里

球技大会用ユニフォーム購入事業100,000筑西市（福）慶育会　茨城育成園

児童成長記録用ビデオカメラ等購入事業93,000下妻市（福）惠生会　自生園

キャンプレクリエーション開催事業100,000高萩市
（福）同仁会　同仁会子どもホー
ム

スキー体験教室実施事業100,000高萩市（福）同仁会　臨海学園

クリスマス会開催事業100,000水戸市（福）同仁会　内原和敬寮

空気清浄機購入事業100,000つくば市（福）同仁会　つくば香風寮

地域交流事業100,000日立市（特非）茨城居場所研究会

交流のための備品購入事業100,000潮来市
（福）鹿島育成園　鹿島育成園児
童寮

体調管理のための体重計購入事業100,000高萩市（福）愛正会　水方苑

療育のための運動用具購入事業100,000筑西市
（福）慶育会　児童デイサービス
そだち

冷蔵庫購入事業100,000筑西市（福）慶育会　白山学園

掃除機購入事業100,000桜川市（福）上の原学園　上の原学園

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

余暇活動充実のための大型テレビ購入事業100,000阿見町
（福）あすなろ会　ＡＭＩ福祉工
場

「くれよんまつり」開催事業100,000水戸市（福）くれよん　くれよん工房

自主製品制作用乾燥棚購入事業82,000古河市（福）共生社　あじさい学園

掃除機等備品購入事業100,000八千代町
（福）共生社　あじさい学園八千
代

年末親睦会開催事業90,000神栖市
（福）しあわせ会　ハミングハウ
ス

ふれあい交流事業100,000水戸市
（福）ユーアイ村　ユーアイファ
クトリー

エアシャワー購入事業100,000水戸市
（福）ユーアイ村　ユーアイキッ
チン

ふれあい交流会開催事業100,000取手市
（福）身障者ポニーの会　ポニー
の家

作業服購入事業45,000古河市（福）亮和会　サフラン工房

クリスマス会開催事業100,000水戸市（福）友幸会　かがやき
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助成対象事業助成計画額
助成を受ける者

所在地名称

創作活動用椅子購入事業100,000水戸市
（福）友幸会　障害福祉サービス
事業者きらきら

自主製品制作用真空パック機購入事業86,000土浦市
（福）にいはり福祉会　にいはり
園

作業活動用テーブル購入事業100,000潮来市
（福）鹿島育成園　鹿島育成園ア
イリス

清浄機購入事業100,000高萩市
（福）親交会　リバティ・サポー
トセンターゆい

新成人を祝う会等開催事業100,000土浦市（福）尚恵学園　コスモス

パソコン購入事業100,000水戸市（福）育実会　水戸どんぐりの家

防火カーテン購入事業100,000 水戸市 
（福）ユーアイ村　ユーアイホー
ム

衣類乾燥機購入事業100,000筑西市（福）慶育会　あんずの里

食器棚購入事業100,000水戸市
（福）友幸会　ケアホームきらき
ら

ダイニングチェア購入事業100,000坂東市（福）慈光学園　慈光ホーム

ふれあい交流事業100,000土浦市（福）尚恵学園　ぼだいじゅ

交流会開催事業100,000筑西市（福）征峯会　ピアしらとり

交流会開催事業100,000那珂市（福）実誠会　なるみ園

クリスマス会開催事業100,000石岡市（福）陽山会　大雅荘

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

折りたたみテーブル購入事業100,000桜川市（福）紫峰会　紫峰厚生園

衣類乾燥機購入事業100,000筑西市（福）慶育会　白山成年館

感染症対策用空気清浄機購入事業100,000 桜川市 （福）筑紫会　真壁厚生学園

クリスマス会開催事業100,000 桜川市 （福）筑紫会　真壁授産学園

洗濯機購入事業89,000 茨城町 （福）梅の里　あいの家

交流のための新年会開催事業100,000笠間市（福）朝日会　愛の里

車椅子購入事業100,000神栖市（福）神栖啓愛園　神栖啓愛園

交流促進のためのソファー等購入事業100,000坂東市（福）慈光学園　慈光青年寮

クリスマス会開催事業100,000石岡市（福）白銀会　しろがね苑

健康管理のための備品購入事業100,000石岡市（福）常陸青山会　光風荘

機能回復訓練用備品購入事業100,000石岡市
（福）常陸青山会　光風荘アネッ
クス

加湿式空気清浄機購入事業100,000高萩市（福）親交会　リバティ若栗

クリスマス会開催事業100,000 水戸市 （福）勇成会　ユーカリの里

クリスマス会開催事業100,000水戸市（福）勇成会　あさひの家

行事記録用カメラ購入事業93,000水戸市（福）勇成会　ありすの杜

電動ギャッジベット購入事業100,000鹿嶋市
（福）鹿島更生園　鹿島更生園援
護寮

交流会開催事業100,000土浦市（福）尚恵学園　尚恵成人寮



　

　棺　テーマ型募金の助成計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円

　

※　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。
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助成対象事業助成計画額
助成を受ける者

所在地名称

子育て支援事業540,000水戸市茨城県保育協議会

子どもを守ろう　オレンジリボンたすきリ
レー2020

180,000常陸太田市茨城県児童福祉施設協議会

親子のふれあい推進事業「おうちでも楽しめ
る親子遊び教室」

180,000つくば市茨城県地域活動連絡協議会

障害者権利条例の周知と障害者への理解の促
進事業

126,000水戸市
茨城に障害のある人の権利条例を
つくる会

電話相談員養成講座受講生募集事業94,470つくば市（福）茨城いのちの電話

子ども食堂運営事業180,000水戸市
茨城保健生活協同組合　にこにこ
食堂

事務費134,000テーマ型募金運動事務費

1,434,470計

555,600,470合計

助成対象事業助成計画額
助成を受ける者

所在地名称

交流会開催事業100,000土浦市（福）尚恵学園　尚恵厚生園

機能回復用下肢マッサージ器購入事業100,000桜川市（福）恒徳会　桃香園

電動二輪車バランスボード購入事業99,000桜川市
（福）上の原学園　上の原学園成
人寮

食堂用テーブル購入事業100,000かすみがうら市（福）川惣会　しらゆり荘

行事用折りたたみテーブル購入事業100,000土浦市（福）青洲会　さくら苑

災害時に備えた準備金の積立280,000災害等準備金積立金

事務費567,000ＮＨＫ歳末たすけあい運動事務費

9,474,000計
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