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公　　　　　告

　

（茨城県共同募金会）

酸茨城県共同募金会　令和２年度共同募金運動結果報告

　社会福祉法第120条に基づき、茨城県における令和２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。

　　　令和３年４月30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　535,998,789円

　　内訳　　　一般募金　　　　　　　　　　　　　　　　365,619,961円

　　　　　　　歳末たすけあい募金　　　　　　　　　　　155,003,058円

　　　　　　　ＮＨＫ歳末たすけあい　　　　　　　　　 　12,198,852円

　　　　　　　テーマ型募金　　　　　　　　　　　　　　　3,176,918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

　敢　一般募金の助成

　　①　広域助成
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令和３年（2021年）４月30日

金　曜　日

号外第７１号

　　　　

公　　　　　告

助成対象事業
助成した額
（円）

助成を受けた者

所在地氏名又は名称

県社会福祉大会開催事業ほか6,000,000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360,000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180,000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110,000つくば市
（特非）茨城県中途失聴・難聴者
協会

機関紙「更生保護いばらき」発行事業90,000水戸市茨城県保護司会連合会
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助成対象事業
助成した額
（円）

助成を受けた者

所在地氏名又は名称

会長副会長合同研修事業ほか720,000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180,000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110,000水戸市（福）茨城県視覚障害者協会

夏のつどい実施事業90,000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760,000水戸市茨城県保育協議会

「母子草」発行事業300,000水戸市（福）茨城県母子寡婦福祉連合会

会報発行事業180,000水戸市（一社）茨城県聴覚障害者協会

会報発行事業310,000水戸市茨城県手をつなぐ育成会

会報発行事業180,000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210,000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

180,000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180,000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180,000水戸市茨城県精神保健協会

ＳＮＳ相談員養成研修事業ほか450,000つくば市（福）茨城いのちの電話

啓発事業としての協会しおり作成配布事業50,000水戸市（更保）茨城県更生保護協会

広報資料発行事業80,000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90,000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

90,000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45,000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90,000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70,000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45,000水戸市
茨城県知的障害者相談員連絡協議
会

児童自立支援事業2,200,000日立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90,000水戸市茨城県人権擁護委員連合会

ともだち活動・デイキャンプ事業ほか80,000水戸市茨城県ＢＢＳ連盟

会長研修会事業90,000つくば市茨城県地域活動連絡協議会

機関誌発行及び支援活動員養成チラシ作製事
業

230,000水戸市
（公社）いばらき被害者支援セン
ター

第60回関東ブロック母子生活支援施設研究協
議会

45,000水戸市
茨城県母子生活支援施設連絡協議
会
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助成対象事業
助成した額
（円）

助成を受けた者

所在地氏名又は名称

室内エアコン取替工事事業1,760,000筑西市（福）筑圃苑（紫穂苑）

調理室改修工事事業1,750,000潮来市
（特非）ふれあい潮来（デイホー
ムきらきら）

入浴支援施設整備事業800,000日立市
（特非）ワークスたんぽぽを支え
る会（ワークスたんぽぽひたちが
丘Ｂ）

下駄箱新設工事事業450,000土浦市
（福）めぐみ愛育会（めぐみ保育
園）

資料作成用パソコン等整備事業400,000結城市茨城ダルク（今日一日ハウス）

空調設備改修工事事業2,600,000大子町（福）保内園（泉荘）

厨房施設増設及び備品整備事業1,510,000ひたちなか市（特非）チェリー館（チェリー館）

送迎用車輌整備事業1,760,000日立市
（福）秀心会（こどものいえ認定
こども園）

送迎用車輌整備事業950,000つくば市
（特非）マナーズ（ハレルヤファ
ミリー）

送迎用園児バス整備事業1,760,000稲敷市（福）盡誠会（幸田保育園）

送迎用福祉車輌整備事業1,760,000古河市（福）パステル（平吉ヤシキ）

送迎用車輌整備事業1,500,000水戸市（特非）優心会（ゆずりは）

送迎用福祉車輌整備事業1,760,000小美玉市
（福）敬山会（たまりメリーホー
ム）

地域福祉推進車輌整備事業800,000常陸太田市（福）常陸太田市社会福祉協議会

地域福祉推進車輌整備事業1,080,000高萩市（福）高萩市社会福祉協議会

地域福祉推進車輌整備事業1,080,000鹿嶋市（福）鹿嶋市社会福祉協議会

地域福祉推進車輌整備事業1,080,000つくばみらい市
（福）つくばみらい市社会福祉協
議会

地域福祉推進車輌整備事業1,080,000美浦村（福）美浦村社会福祉協議会

地域福祉推進車輌整備事業1,080,000河内町（福）河内町社会福祉協議会

食材等購入事業66,800水戸市おひさま食堂（子ども食堂）

炊飯ジャー購入事業66,800土浦市たんぽぽ食堂（子ども食堂）

コロナ禍のひとり親家庭新入学児童への文具
配布事業ほか

1,783,500水戸市ほか
（福）茨城県母子寡婦福祉連合会
ほか

災害時に備えた準備金の積立15,619,000災害等準備金積立金

人件費・事務費・事業費42,322,859募金管理・運営費

事務費・事業費12,910,000
市町村共同募金委員会募金運動事
務費

111,883,959計

　　②　地域助成

助成対象事業
助成した額
（円）

助成を受けた者

所在地氏名又は名称

ふれあいサロン活動事業ほか19,900,757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11,800,631日立市（福）日立市社会福祉協議会
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助成対象事業
助成した額
（円）

助成を受けた者

所在地氏名又は名称

各地域ボランティア養成講座事業ほか7,544,220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16,853,454古河市（福）古河市社会福祉協議会

高齢者犯罪予防支援事業ほか7,576,606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4,554,584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

2,794,214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

11,171,209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

9,420,436常総市（福）常総市社会福祉協議会

高齢者ふれあい事業ほか11,868,996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3,171,128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

5,776,678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8,417,241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3,968,396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5,583,561牛久市（福）牛久市社会福祉協議会

みんなでDo！スポーツ事業ほか5,503,830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14,821,422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1,393,369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

1,755,267潮来市（福）潮来市社会福祉協議会

母子・父子家庭交流の集い事業ほか1,914,342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

7,367,509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3,568,597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10,787,281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事業ほか7,274,516坂東市（福）坂東市社会福祉協議会

福祉学習助成事業ほか1,835,497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3,355,451かすみがうら市
（福）かすみがうら市社会福祉協
議会

生きいきサロン事業ほか4,901,739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263,768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2,229,667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7,860,195鉾田市（福）鉾田市社会福祉協議会

赤ちゃんフェスタ事業ほか2,877,175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8,370,363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7,457,092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2,463,707大洗町（福）大洗町社会福祉協議会
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助成対象事業
助成した額
（円）

助成を受けた者

所在地氏名又は名称

子育て支援事業ほか3,443,795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5,641,666東海村（福）東海村社会福祉協議会

ふれあいいきいきサロン事業ほか3,642,919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1,417,955美浦村（福）美浦村社会福祉協議会

単身高齢者（ほのぼの）交流事業ほか3,818,825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1,035,380河内町（福）河内町社会福祉協議会

ひとり暮らし高齢者友愛訪問事業ほか3,167,681八千代町（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1,615,060五霞町（福）五霞町社会福祉協議会

シニアカレッジ事業ほか2,376,165境町（福）境町社会福祉協議会

ひとり暮らし高齢者交流会開催事業ほか1,173,658利根町（福）利根町社会福祉協議会

253,736,002計

　柑　地域歳末たすけあい募金の助成

助成対象事業
助成した額
（円）

助成を受けた者

所在地氏名又は名称

ひとり暮らし高齢者世帯への支援金贈呈事業
ほか

6,231,560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13,293,518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8,045,675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8,483,505古河市（福）古河市社会福祉協議会

ひとり暮らし高齢者世帯援護金配分事業ほか4,523,756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4,670,456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752,316龍ケ崎市（福）龍ケ崎市社会福祉協議会

歳末たすけあい見舞金贈呈事業598,400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3,156,100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2,423,651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3,748,450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9,063,399笠間市（福）笠間市社会福祉協議会

歳末慰問金配布事業たすけあい助成事業ほか6,702,841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5,339,694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7,431,084つくば市（福）つくば市社会福祉協議会

サロン活動支援事業ほか9,944,448ひたちなか市
（福）ひたちなか市社会福祉協議
会等

ひとり暮らし高齢者歳末見舞事業35,007鹿嶋市（福）鹿嶋市社会福祉協議会

歳末慰問金配布事業582,700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2,888,155守谷市（福）守谷市社会福祉協議会

歳末たすけあい助成事業2,550,000常陸大宮市（福）常陸大宮市社会福祉協議会

歳末たすけあい助成事業3,653,006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12,352,584筑西市（福）筑西市社会福祉協議会
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助成対象事業
助成した額
（円）

助成を受けた者

所在地氏名又は名称

愛のバス送迎サービス事業ほか1,414,939坂東市（福）坂東市社会福祉協議会

福祉施設歳末行事支援事業1,491,414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3,522,710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2,424,163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754,788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1,987,888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436,766つくばみらい市
（福）つくばみらい市社会福祉協
議会

要保護世帯見舞金支給事業ほか3,475,890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2,336,810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680,493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1,836,548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

2,253,250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1,605,257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1,530,191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4,943,614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

1,089,022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

2,178,348八千代町（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

924,000五霞町（福）五霞町社会福祉協議会

生活困窮世帯見舞金給付事業1,733,952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1,912,710利根町（福）利根町社会福祉協議会

155,003,058計

　桓　ＮＨＫ歳末たすけあいの助成

助成対象事業
助成した額
（円）

助成を受けた者

所在地氏名又は名称

ハンセン病療養所入所者支援事業　見舞金品
贈呈

180,000水戸市茨城県藤楓協会

非接触形式の研修事業100,000茨城町茨城県自閉症協会

ひとり親家庭新入学児童への文具配布事業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 60,000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 85,000水戸市ラーク・ハイツ

感染症予防のための加湿器購入事業80,000水戸市（福）愛友園（愛友園）
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助成対象事業
助成した額
（円）

助成を受けた者

所在地氏名又は名称

行事用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）

ふれあい交流事業100,000日立市（福）日立高寿園（豊浦の郷）

健康増進のための器具整備事業100,000日立市（福）山桜会（ケアハウス小咲園）

防災用毛布購入事業100,000鹿嶋市
（福）鹿島更生園（鹿島更生園救
護寮）

自動掃除機購入事業100,000高萩市（福）同仁会（同仁会乳児院）

遊具購入事業100,000つくば市（福）同仁会（さくらの森乳児院）

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）

余暇活動充実のための雲梯設置事業100,000筑西市（福）慶育会（茨城育成園）

ドッジボール用ユニフォーム整備事業100,000下妻市（福）惠生会（自生園）

クリスマス会開催事業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高萩市（福）同仁会（同仁会子どもホーム）

クリスマス会開催事業100,000水戸市（福）同仁会（内原和敬寮）

洗濯機購入事業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

サッカー設備整備事業86,000潮来市
（福）鹿島育成園（鹿島育成園児
童寮）

テレビ購入事業100,000高萩市（福）愛正会（水方苑）

障害児療育のための運動用具等整備事業100,000筑西市
（福）慶育会（児童デイサービス
そだち）

障害特性に応じた活動用品等整備事業100,000筑西市（福）慶育会（放課後等デイびび）

洗濯機購入事業100,000筑西市（福）慶育会（白山学園）

クリスマス会開催事業100,000高萩市（福）同仁会（くれよんクラブ高萩）

テレビ購入事業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等購入事業100,000坂東市（福）慈光学園（慈光良児園）

作業用椅子整備事業100,000阿見町
（福）あすなろ会（ＡＭＩ福祉工
場）

ベットマットレス購入事業100,000茨城町
（福）梅の里（デイサービスあい
の家）

就労支援のための画材購入事業98,000古河市（福）共生社（あじさい学園）

電動自転車購入事業97,000八千代町
（福）共生社（あじさい学園八千
代）

親睦交流会開催事業90,000神栖市（福）しあわせ会（ハミングハウス）

花壇整備事業100,000水戸市
（福）ユーアイ村（ユーアイファ
クトリー）

お弁当製造用トレーカート整備事業100,000水戸市
（福）ユーアイ村（ユーアイキッ
チン）

イベント用ワイヤレスアンプ等購入事業100,000取手市
（福）身障者ポニーの会（ポニー
の家）
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助成対象事業
助成した額
（円）

助成を受けた者

所在地氏名又は名称

作業台マット整備事業31,000古河市（福）亮和会（サフラン工房）

エアコン整備事業100,000水戸市
（福）友幸会（障害福祉サービス
事業者きらきら）

就労支援のための什器・備品購入事業100,000潮来市
（福）鹿島育成園（鹿島育成園ア
イリス）

新型コロナウイルス感染拡大防止対策整備事
業

100,000水戸市（福）くれよん（くれよん工房）

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）

農作業用耕運機購入事業100,000水戸市（福）育実会（水戸どんぐりの家）

コロナ感染対策備品購入事業100,000土浦市（福）尚恵学園（ぼだいじゅ）

災害のための物品整備事業96,000古河市
（福）共生社（あじさい学園ホー
ム）

ソファー購入事業100,000茨城町（福）梅の里（希望のうめ）

洗濯機購入事業100,000茨城町（福）梅の里（希望のさくら）

居室及び食堂用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）

調理用器具整備事業74,000水戸市
（福）友幸会（ケアホームきらき
ら）

生活環境整備のためのソファー購入事業100,000坂東市（福）慈光学園（慈光ホーム）

園芸活動用移動式大型プランター整備事業100,000古河市（福）芳香会（青嵐荘療護園）

全自動洗濯機購入事業100,000那珂市（福）実誠会（なるみ園）

イベント用機材購入事業100,000石岡市（福）陽山会（大雅荘）

自動手指消毒器購入事業100,000小美玉市
（福）敬山会（たまりメリーホー
ム）

日常生活訓練用洗濯機整備事業100,000桜川市（福）紫峰会（紫峰厚生園）

交流会開催事業100,000筑西市（福）征峯会（ピアしらとり）

活動支援のための備品購入事業100,000筑西市（福）慶育会（白山成年館）

生活環境整備のための除湿器購入事業100,000桜川市（福）筑紫会（真壁厚生学園）

クリスマス会等開催事業100,000桜川市（福）筑紫会（真壁授産学園）

洗濯機購入事業100,000茨城町（福）梅の里（あいの家）

新年会開催事業100,000笠間市（福）朝日会（愛の里）

安全確保のための椅子整備事業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）

余暇活動推進のための備品整備事業98,000石岡市（福）常陸青山会（光風荘）

余暇活動推進のための備品整備事業100,000石岡市
（福）常陸青山会（光風荘アネッ
クス）

介護用レクリエーション用品購入事業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）

安全確保のための電動ベット整備事業100,000水戸市（福）勇成会（ありすの杜）



　

　

　※　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538,567,249円のうち、1,574,919円はＮＨＫ歳末たすけあいの前年度の繰越金によるも

の、993,541円はテーマ型募金の加算助成によるものです。

３　社会福祉法第118条第１項の規定により、令和２年度に新たに積み立てた災害等準備金の額　　15,984,000円

茨　　　城　　　県　　　報　 　号外第 71 号　令和３年（2021年）４月30日（金曜日） 9

助成対象事業
助成した額
（円）

助成を受けた者

所在地氏名又は名称

新型コロナウイルス感染症予防事業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）

交流会開催事業100,000土浦市（福）尚恵学園（尚恵厚生園）

サークル活動充実のための備品購入事業100,000桜川市（福）恒徳会（桃香園）

余暇活動用室内運動器具購入事業92,000桜川市
（福）上の原学園（上の原学園成
人寮）

食堂用テレビ購入事業100,000かすみがうら市（福）川惣会（しらゆり荘）

体圧測定器購入事業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365,000災害等準備金積立金

事務費1,195,000ＮＨＫ歳末たすけあい事務費

令和３年度ＮＨＫ歳末たすけあいに充当3,451,771次年度募金運動引当金

13,773,771計

　棺　テーマ型募金の助成

助成対象事業
助成した額
（円）

助成を受けた者

所在地氏名又は名称

子育て支援事業907,190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

250,000日立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」

150,000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

146,272つくば市
茨城に障害のある人の権利条例を
つくる会

ウキウキショッピングバス事業662,240八千代町（福）紬会

次世代に伝えたい戦争と平和事業182,768水戸市
次世代に伝えたい朗読と紙芝居の
オリーブ

子ども食堂運営事業498,974筑西市筑西こども食堂　有りの実

子ども食堂うしくっ子Sun運営事業283,655牛久市きらきらスペース

園児送迎用バス安全装置整備事業802,141日立市（福）秀心会

事務費287,219テーマ型募金事務費

4,170,459計

538,567,249合計



４　災害等準備金の総額（３月31日現在）　　55,435,463円
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