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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３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３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４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　533,159,614円

　　内訳　　　一般募金　　　　　　　　　　　　　　　　364,888,680円

　　　　　　　歳末たすけあい募金　　　　　　　　　　　154,858,038円

　　　　　　　ＮＨＫ歳末たすけあい　　　　　　　　　　　9,848,547円

　　　　　　　テーマ型募金　　　　　　　　　　　　　　　3,564,349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４年（2022年）４月28日

木　曜　日

号外第４７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ほか5,760,000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100,000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80,000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

民生委員児童委員全体研修会ほか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160,000水戸市
茨城県肢体不自由児者父母の会連
合会

福祉機器展実施事業200,000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270,000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

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

広報資料発行事業70,000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

角膜移植等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2,000,000日立市茨城県児童福祉施設協議会

ともだち活動・デイキャンプ事業ほか90,000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

機関誌発行事業ほか190,000水戸市
（公社）いばらき被害者支援セン
ター

保育室のサッシ取替工事事業1,200,000古河市（福）総和保育園（総和保育園）

エアコン更新事業2,400,000鹿嶋市（福）すはま会（ニュー鹿島）

空調設備工事事業900,000鹿嶋市
（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）
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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

作業用トラック整備事業1,350,000石岡市（福）滴翠会（慈翠館）

送迎用車輌整備事業1,350,000ひたちなか市（特非）ネモフィラの丘（つばさ）

送迎用車輌整備事業1,350,000筑西市（特非）天神の郷（天神の郷）

運搬用車輌整備事業1,250,000牛久市
（特非）フードバンク茨城（フー
ドバンク茨城）

行事用車輌整備事業1,000,000高萩市（福）博洋会（あおぞら保育園）

送迎用車輌整備事業1,600,000つくば市
（特非）自然生クラブ（自然生ク
ラブ）

送迎用車輌整備事業1,600,000つくば市
（特非）茨城ＹＭＣＡ（ＹＭＣＡ
ひかりの子第２）

送迎用福祉車輌整備事業1,600,000水戸市（福）清順会（蛍）

送迎用車輌整備事業1,500,000水戸市（福）友幸会（きらきら）

送迎用車輌整備事業1,500,000筑西市（福）征峯会（ピアしらとり）

作業用車輌整備事業750,000水戸市（福）ひだまり会（みなみかぜ）

作業用トラック整備事業1,650,000結城市（福）希望会（あすなろ園）

地域福祉推進車輌整備事業800,000日立市（福）日立市社会福祉協議会

地域福祉推進車輌整備事業1,000,000牛久市（福）牛久市社会福祉協議会

地域福祉推進車輌整備事業850,000ひたちなか市
（福）ひたちなか市社会福祉協議
会

地域福祉推進車輌整備事業850,000守谷市（福）守谷市社会福祉協議会

地域福祉推進車輌整備事業850,000茨城町（福）茨城町社会福祉協議会

子ども食堂での食材等購入事業63,440水戸市Happyリレーいろいろ

子ども食堂での食材等購入事業63,440常陸太田市なかよし食堂mogu-mogu

災害時に備えた準備金の積立15,234,000災害等準備金積立金

人件費・事務費・事業費43,402,609募金管理・運営費

事務費・事業費12,933,725
市町村共同募金委員会募金運動事
務費

110,557,214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19,163,987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11,050,285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8,261,136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16,905,076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7,568,443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4,640,046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

2,612,062龍ケ崎市（福）龍ケ崎市社会福祉協議会
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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

ひとり暮らし高齢者への絵手紙お届け事業ほ
か

11,296,737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

9,480,772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11,923,905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3,152,892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

5,819,711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8,291,042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3,958,462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5,770,135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5,519,404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14,705,505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1,509,282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

1,784,839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2,008,710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

7,336,232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3,569,594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9,990,695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

7,284,485坂東市（福）坂東市社会福祉協議会

福祉学習助成事業ほか1,768,216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3,486,240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5,010,338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360,525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2,516,930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8,262,929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2,673,314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8,437,033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7,404,953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2,438,069大洗町（福）大洗町社会福祉協議会

子育て支援事業ほか3,562,515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5,879,052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3,696,144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1,454,116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3,916,967阿見町（福）阿見町社会福祉協議会
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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

福祉作文集発行事業ほか1,126,537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3,124,576八千代町（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1,912,547五霞町（福）五霞町社会福祉協議会

シニアカレッジ事業ほか2,434,714境町（福）境町社会福祉協議会

ひとり暮らし高齢者交流会・つどい開催事業
ほか

1,262,314利根町（福）利根町社会福祉協議会

254,331,466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

6,897,210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12,654,004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8,484,853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8,516,467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4,363,150石岡市（福）石岡市社会福祉協議会

ひとり暮らし高齢者支援事業ほか4,644,880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798,668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551,107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3,076,300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2,333,324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4,034,211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8,835,412笠間市（福）笠間市社会福祉協議会

歳末たすけあい助成事業ほか6,650,882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5,187,393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6,937,253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9,776,700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37,143鹿嶋市（福）鹿嶋市社会福祉協議会

歳末慰問金配布事業572,900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2,763,259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2,705,760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3,536,956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11,796,966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1,477,627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1,549,720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3,489,136かすみがうら市
（福）かすみがうら市社会福祉協
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

在宅高齢者見舞金配分事業ほか2,408,452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879,523行方市（福）行方市社会福祉協議会

一人暮らし高齢者見舞金支給事業ほか1,850,825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418,200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4,528,406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2,474,950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791,230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1,849,519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

2,255,793東海村（福）東海村社会福祉協議会

一人暮らし高齢者おせち品配布事業ほか1,582,455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1,381,095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4,861,607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

1,048,000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

2,279,774八千代町（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

892,000五霞町（福）五霞町社会福祉協議会

生活困窮世帯見舞金給付事業1,732,621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1,952,307利根町（福）利根町社会福祉協議会

154,858,038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165,000水戸市茨城県藤楓協会

社会参加実践のための交流事業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品配布事業1,200,000水戸市（福）茨城県母子寡婦福祉連合会

入所者支援事業85,000東海村（福）淑徳会（かがやき荘）

入所者支援事業50,000那珂市
（福）律芯会（ブレス・オブ・ラ
イフ）

入所者支援事業75,000水戸市ラーク・ハイツ

ホワイトボード購入事業60,000水戸市（福）愛友園（愛友園）

ふれあい交流事業100,000日立市（福）日立高寿園（豊浦の郷）

健康増進のための備品整備事業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）

遊具用倉庫整備事業100,000つくば市（福）同仁会（さくらの森乳児院）

一時保護用ベッド購入事業100,000高萩市（福）同仁会（同仁会乳児院）
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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

クリスマス会開催事業100,000水戸市（福）小川会（こどもの里）

クリスマス会開催事業100,000水戸市（福）同仁会（内原和敬寮）

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）

楽器購入事業100,000筑西市（福）慶育会（茨城育成園）

冷蔵庫購入事業100,000つくば市（福）同仁会（つくば香風寮）

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）

地域交流事業100,000日立市（特非）茨城居場所研究会

ソファー購入事業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）

障害児の日常生活支援事業100,000龍ケ崎市（特非）どんぐりの家

ソファー等購入事業100,000坂東市（福）慈光学園（慈光良児園）

タブレット購入事業100,000高萩市（福）愛正会（水方苑）

発達支援のための備品整備事業100,000筑西市（福）慶育会（放課後等デイびび）

ブルーレイレコーダー購入事業100,000桜川市（福）上の原学園（上の原学園）

テレビボード設置事業99,000潮来市
（福）鹿島育成園（鹿島育成園児
童寮）

障害児療育のための備品整備事業100,000筑西市
（福）慶育会（児童デイサービス
そだち）

シーラー購入事業100,000古河市（福）共生社（あじさい学園）

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）

健康増進のための環境整備事業100,000ひたちなか市
（福）勇成会（障がい者サポート
センターなの花）

利用者への情報伝達等事業100,000水戸市（福）くれよん（くれよん工房）

椅子整備事業100,000水戸市（福）育実会（水戸どんぐりの家）

衛生環境整備事業100,000水戸市
（福）ユーアイ村（ユーアイキッ
チン）

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）

健康維持のための備品整備事業100,000八千代町
（福）共生社（あじさい学園八千
代）

レクリエーション用備品購入事業100,000潮来市
（福）鹿島育成園（鹿島育成園ア
イリス）

プロジェクター整備事業100,000取手市
（福）身障者ポニーの会（ポニー
の家）

余暇活動支援事業100,000茨城町
（福）梅の里（デイサービスあい
の家）

夏用作業服整備事業100,000阿見町
（福）あすなろ会（ＡＭＩ福祉工
場）
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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

食器整備事業84,000古河市（福）亮和会（サフラン工房）

衣類乾燥機購入事業100,000筑西市（福）慶育会（あんずの里）

余暇活動支援事業100,000茨城町（福）梅の里（希望のさくら）

余暇活動支援事業100,000茨城町（福）梅の里（希望のうめ）

洗濯機購入事業100,000水戸市
（福）ユーアイ村（ユーアイホー
ム）

空気清浄機等購入事業100,000坂東市（福）慈光学園（慈光ホーム）

清掃用具整備事業100,000古河市
（福）共生社（あじさい学園ホー
ム）

仮設トイレ整備事業100,000水戸市
（福）友幸会（ケアホームきらき
ら）

クリスマス会開催事業100,000石岡市（福）白銀会（しろがね苑）

クリスマス会開催事業80,000鉾田市（福）勇成会（あさひの家）

入所者の生活環境整備事業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）

電動ベット整備事業100,000水戸市（福）勇成会（ありすの杜）

ビデオカメラ購入事業100,000桜川市（福）紫峰会（紫峰厚生園）

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）

ベンチ整備事業100,000神栖市（福）神栖啓愛園（神栖啓愛園）

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）

新年会開催事業100,000笠間市（福）朝日会（愛の里）

電動ベッド購入事業100,000土浦市（福）青洲会（さくら苑）

テレビ購入事業100,000桜川市
（福）上の原学園（上の原学園成
人寮）

テーブル購入事業100,000那珂市（福）実誠会（なるみ園）

テレビ購入事業100,000坂東市（福）慈光学園（慈光青年寮）

洗濯機購入事業83,000茨城町（福）梅の里（あいの家）

レクリエーション用品整備事業100,000高萩市（福）親交会（リバティ若栗）

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）

健康管理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）

大型スチール台車購入事業100,000かすみがうら市（福）川惣会（しらゆり荘）

車椅子用体重計購入事業100,000桜川市（福）恒徳会（桃香園）

ＡＩサーマルカメラ購入事業100,000石岡市（福）陽山会（大雅荘）

トレーナー購入事業100,000小美玉市
（福）敬山会（たまりメリーホー
ム）

衛生環境整備事業100,000筑西市（福）慶育会（白山成年館）

交流会開催事業100,000土浦市（福）尚恵学園（尚恵厚生園）

交流会開催事業100,000筑西市（福）征峯会（ピアしらとり）



　

　

　※　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のそれぞれ略称です。

　※　上表の助成した総額537,986,875円のうち、3,451,771円はＮＨＫ歳末たすけあいの前年度の繰越金によるも

の、1,375,490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３年度に新たに積み立てた災害等準備金の額　　15,887,000円

４　災害等準備金の総額（３月31日現在）　　64,671,000円
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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

災害時に備えた準備金の積立653,000災害等準備金積立金

事務費1,021,000ＮＨＫ歳末たすけあい事務費

令和４年度ＮＨＫ歳末たすけあいに充当3,255,318次年度募金運動引当金

13,300,318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806,617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2022

250,000日立市茨城県児童福祉施設協議会

親子の居場所づくり支援事業150,000つくば市茨城県地域活動連絡協議会

障害者への理解促進事業ほか145,267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377,026八千代町（福）紬会

戦争の紙芝居上演充実事業184,936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599,555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215,867牛久市（特非）きらきらスペース

こ・こ・ろこども食堂運営事業616,518取手市（特非）こ・こ・ろ

ホカホカもぐもぐ食堂運営事業485,149石岡市石岡ハーモニーネット

障害者・高齢者フライングディスク生涯体育
推進事業

314,716常陸大宮市
茨城県障害者フライングディスク
協会

送迎用車輌整備事業448,419つくば市（特非）茨城ＹＭＣＡ

事務費345,769テーマ型募金事務費

4,939,839計

537,986,875合計
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