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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年度共同募金運動計画 

　社会福祉法第119条に基づき茨城県における平成29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29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（赤い羽根募金）　　　　　 平成29年10月1日から平成29年12月31日まで

　　歳末たすけあい募金　　　　　　　　平成29年12月1日から平成29年12月31日まで　

　　NHK歳末たすけあい　　　　　　　 平成29年12月1日から平成29年12月25日まで

　　テーマ型募金（こどもの福祉）　　　 平成30年1月1日から平成30年3月31日まで

２　募金の目標額　590,866,000円

　　一般募金（赤い羽根募金）　　　　　　　 403,140,000円　　

　　歳末たすけあい募金　　　　　　　　　　175,645,000円

　　NHK歳末たすけあい　　　　　　　　　　10,811,000円

　　テーマ型募金（こどもの福祉）　　　　　　 1,270,000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
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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 6,450,000 福祉コミュニティ県民運動事業等

（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 機関紙「いはらき身障福祉」発行事業

（特非）茨城県中途失聴・難聴者協会 つくば市 130,000 耳マーク設置事業等

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 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 800,000 会長副会長合同研修事業等

茨城県肢体不自由児者父母の会連合会 水戸市 350,000 会報発行事業，研修事業

（福）茨城県視覚障害者協会 水戸市 150,000 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 810,000 「いはらき保育通信」発行事業

（福）茨城県母子寡婦福祉連合会 水戸市 346,000 「母子草」発行事業

（一社）茨城県聴覚障害者協会 水戸市 200,000 会報発行事業

茨城県手をつなぐ育成会 水戸市 350,000 研修事業

茨城県難病団体連絡協議会 水戸市 200,000 会報発行事業

茨城県里親連合会 水戸市 250,000 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 オストメイト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 500,000 各精神障害者家族会への運営支援事業

茨城県精神保健協会 水戸市 200,000 「心の健康づくり講演会」開催事業

（福）茨城いのちの電話 つくば市 500,000 機関紙の発行・配布事業

（更保）茨城県更生保護協会 水戸市 100,000 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 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 機関紙「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 会報「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 100,000 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 2,520,000 児童自立支援事業

茨城県人権擁護委員連合会 水戸市 100,000 社会福祉施設出前相談事業

茨城県ＢＢＳ連盟 水戸市 100,000 ともだち活動スポーツ交流事業等

茨城に障害のある人の権利条例をつくる会 水戸市 200,000 障害者権利条例の県民への周知と理解の活動

茨城県特別支援教育推進連盟 水戸市 162,000 障害児の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 231,000 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

（福）小堀会　きさき保育園 神栖市 1,540,000 園舎外壁塗装工事事業
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（特非）チェリー館 ひたちなか市 1,000,000 作業所改築事業

（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 幼児のあそび充実のための「うんてい」購入事業

（福）愛の会　ハートピア水戸 水戸市 3,000,000 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 つばさ里山公園簡易トイレ新設工事事業

（福）めぐみ愛育会　牛久めぐみ保育園 牛久市 2,413,000 大型園庭遊具購入事業

（特非）自立支援センター　＠ホーム 古河市 149,000 グループホーム空調設備設置事業

（特非）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　ユーアイ保育園 水戸市 1,000,000 園庭遊具整備事業

（特非）自立支援センター・ライ
フサポート水戸

水戸市 125,000 当事者活動におけ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 取手市 1,000,000 福祉有償運送用福祉車輌購入事業

（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・まごころ福祉車輌購入事業

（福）希望会　あすなろ園 結城市 1,980,000 多機能事業所の利用者送迎用福祉車輌整備事業

（福）道邦会　麻生こども園 行方市 2,300,000 送迎・行事用車輌整備事業

（福）滴翠会　滴翠苑 石岡市 2,415,000 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 神栖市 770,000 送迎用福祉車輌整備事業

（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　わーくるほーぷ

東海村 1,559,000 製品運搬用福祉車輌整備事業

（福）ホザナ会　こばと保育園 古河市 2,000,000 送迎・行事用福祉車輌購入事業

（特非）ふれあい潮来　きらきら 潮来市 2,300,000 行事・外出用福祉車輌整備事業

（福）俊真会　はすね 土浦市 2,300,000 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 2,000,000 送迎用福祉車輌整備事業

（特非）ふれあい 古河市 1,000,000 送迎用福祉車輌整備事業

（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 17,400,000

共同募金管理・運営費 45,144,000 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 13,256,000 事務費・事業費

計 131,110,000

　　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 18,321,000 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 13,000,000 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 7,103,000 ふれあい電話訪問活動事業ほか
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助成を受ける者
助成計画額 助成対象事業

名称 所在地

（福）古河市社会福祉協議会 古河市 20,830,000 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 6,216,000 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 3,340,000 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 11,815,000 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 9,534,000 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 9,455,000 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 6,500,000 生きがい寺子屋講演会開催事業ほか

（福）笠間市社会福祉協議会 笠間市 9,300,000
高齢者や障がい者の方への訪問理美容サービ
ス事業ほか

（福）取手市社会福祉協議会 取手市 4,127,000 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 7,000,000 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 15,900,000 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 2,243,000 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 1,875,000 高齢者世帯対象一日遠足事業ほか

（福）常陸大宮市社会福祉協議会 常陸大宮市 7,270,000 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 4,189,000 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 12,426,000 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 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 1,885,000 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 4,410,000 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 福祉教育出前講座開催事業ほか

（福）行方市社会福祉協議会 行方市 2,962,000 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 7,805,000 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 3,100,000 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 10,704,000 生きがい外出サポート事業ほか

（福）茨城町社会福祉協議会 茨城町 7,673,000 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 2,980,000 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 3,540,000 子育て支援事業ほか

（福）東海村社会福祉協議会 東海村 6,501,000 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 3,378,000 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 1,931,000 ひとりぐらし高齢者のための配食サービス事業

（福）阿見町社会福祉協議会 阿見町 4,000,000 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 2,780,000 高齢者安否確認のための友愛訪問事業ほか
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助成を受ける者
助成計画額 助成対象事業

名称 所在地

（福）五霞町社会福祉協議会 五霞町 2,100,000 心配ごと相談事業ほか

（福）境町社会福祉協議会 境町 3,820,000 障害者と健常者の交流事業ほか

（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 272,030,000

　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 8,497,000
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 16,000,000 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 7,753,000 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 9,494,000 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 4,600,000 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 1,000,000 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 5,045,000 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 3,273,000 福祉団体歳末交流支援事業ほか

（福）北茨城市社会福祉協議会 北茨城市 4,500,000 認知症高齢者介護人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 9,200,000 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 7,999,000 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

（福）つくば市社会福祉協議会 つくば市 8,500,000 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 10,500,000 外出支援事業ほか

（福）鹿嶋市社会福祉協議会 鹿嶋市 265,000 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 在宅障害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 3,731,000 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 15,128,000 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 見守り訪問活動事業ほか

（福）稲敷市社会福祉協議会 稲敷市 1,900,000 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 在宅障害者交流事業ほか

（福）桜川市社会福祉協議会 桜川市 2,335,000 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 300,000 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 511,000 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 3,777,000 重度障害者見舞金支給事業ほか
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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 1,723,000 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 1,980,000 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 1,900,000 年末ゴミ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
在宅ねたきり高齢者・重度障がい者に対する
介護用品宅配事業ほか

（福）美浦村社会福祉協議会 美浦村 2,381,000 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 5,400,000 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事業ほか

（福）境町社会福祉協議会 境町 1,976,000 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 175,645,000

　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 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 水戸市 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 80,000 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 80,000
利用者の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 利用者の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
利用者のコミュニケーション充実のための応
接セット購入事業

（福）日立高寿園　豊浦の郷 日立市 100,000 入居者の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 入居者の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 利用者のための車椅子購入事業

（福）鹿島更生園　鹿島更生園救護寮 鹿嶋市 100,000
利用者の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 利用者の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 乳幼児の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
入所児童交流の場提供のためのクリスマス会
開催事業
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助成を受ける者
助成計画額 助成対象事業

名称 所在地

（福）同仁会　内原和敬寮 水戸市 100,000
入所児童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
入所児童の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
入所児童の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
入所児童の生活環境・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 入所児童の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 利用者の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
入所児童の余暇活動充実のためのキャンプ用
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 利用者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
利用者の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 利用者の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 利用者の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
利用者の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 利用者の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
利用者の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 利用者の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 利用者の交流の場提供のための新年会開催事業

（福）あすなろ会　ＡＭＩ福祉工場 阿見町 100,000 利用者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 利用者の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
利用者の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 利用者の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

（福）亮和会　サフラン工房 古河市 100,000 利用者の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 利用者の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 入所者の食環境整備事業

（福）慈光学園　慈光ホーム 坂東市 100,000
利用者の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
利用者の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 利用者の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 利用者の安全確保のための環境整備事業
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助成を受ける者
助成計画額 助成対象事業

名称 所在地

（福）勇成会　あさひの家 鉾田市 100,000
利用者の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 利用者の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
利用者の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
利用者の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 利用者の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
利用者の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
利用者の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
利用者の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
利用者の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
利用者の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
利用者間の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
利用者の生活環境充実及び身体機能訓練のた
めのコードレス掃除機購入事業

（福）恒徳会　桃香園 桜川市 100,000 利用者の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 利用者の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 利用者の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
利用者の身体機能維持・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
利用者の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 利用者の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 利用者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
利用者の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 利用者のための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
利用者の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 利用者の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 利用者の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 利用者の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
利用者の余暇活動充実のためのDVDレコー
ダー等購入事業

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
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助成を受ける者
助成計画額 助成対象事業

名称 所在地

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

NHK歳末たすけあい事務費 600,000

計 10,811,000

　⑷　テーマ型募金（こどもの福祉）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 600,000 子育て支援事業

茨城県児童福祉施設協議会 常陸太田市 300,000
子どもを守ろう　オレンジリボンたすきリ
レー 2018

茨城県地域活動連絡協議会 つくば市 370,000 防災教育事業　生存確率Ⅲ

計 1,270,000

合計 590,866,000

※･　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。
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