
○広域配分

１．福祉・更生保護団体事業費
№ 所在地 施設・団体名 事業内容 配分金額
1 山形市 山形県社会福祉協議会 連絡推進事業費 3,000,000
2 山形市 山形県老人クラブ連合会 老人福祉推進費 300,000
3 山形市 山形県母子寡婦福祉連合会 母子福祉対策費 300,000
4 山形市 山形県民生委員児童委員協議会 地域福祉対策費 300,000
5 山形市 山形いのちの電話 広報事業費 300,000
6 山形市 山形県聴覚障害者協会 第29回ろう教育を考える全国討論集会 300,000
7 山形市 羽陽和光会 更生保護事業費 130,000
8 山形市 山形県更生保護事業協会 更生保護事業費 170,000

4,800,000

２．社会福祉施設整備事業
№ 所在地 施設・団体名 事業内容 配分金額
1 山形市 むつみ保育園 施設新築工事費 266,000
2 村山市 ふたば大高根保育園 施設新築工事費 560,000
3 村山市 ふたば袖崎保育園 施設新築工事費 490,000

1,316,000

３．障がい者小規模作業所支援事業
№ 所在地 施設・団体名 事業内容 配分金額
1 山形市 ひなぎくアルファー十日町事業所 物置購入事業 100,000
2 山形市 たいよう 耕耘機購入事業 150,000
3 山形市 グループ未知 ガスオーブン購入事業 146,000
4 山形市 クリエイティブハウス未知 パイプハウス購入事業 100,000
5 米沢市 楓 加熱乾燥式　水分計購入事業 150,000
6 米沢市 ぽぷら 耕運機購入事業 100,000
7 米沢市 森の子ひかり園 屋根型テント購入事業 150,000
8 米沢市 夢工房 オーブンレンジ、パソコン購入事業 150,000
9 米沢市 キッチンから・ころ 電子レンジ購入事業 150,000
10 鶴岡市 きらり稲生 施設外就労用作業着、作業用チェア購入事業 135,000
11 鶴岡市 あけぼの ロッカー、テーブル、イス、テーブルクロス購入事業 150,000
12 鶴岡市 ひかり 作業用エプロン、作業着購入事業 140,000
13 鶴岡市 青柳作業所 作業用テーブル、イス、座布団購入事業 99,000
14 鶴岡市 レインボー広場 ノートパソコン購入事業 150,000
15 鶴岡市 いちほ ノートパソコン購入事業 150,000
16 酒田市 ふれあい 冷蔵庫購入事業 100,000

合計

合計



№ 所在地 施設・団体名 事業内容 配分金額
17 酒田市 みらいず ガスオーブンレンジ購入事業 150,000
18 酒田市 支援センターなのはな畑生活介護事業所東大町 冷蔵ディスプレイケース購入事業 100,000
19 新庄市 すぎのこハウス 作業用テーブル購入事業 150,000
20 尾花沢市 はながさ 介護用イス購入事業 100,000
21 南陽市 花工房 99,000

2,719,000

４．民間立学童保育所支援事業
№ 所在地 施設・団体名 事業内容 配分金額
1 山形市 第二こまくさ子どもクラブ プロジェクター購入事業 88,000
2 山形市 なかよしクラブ パソコン、電話機購入事業 150,000
3 山形市 恵クラブⅠ 机、ブロック、カメラ、CDラジオ、電子レンジ購入事業 126,000
4 山形市 千歳学童保育クラブ エアコン、冷蔵庫購入事業 150,000
5 山形市 たてやまっ子クラブ エアコン購入事業 150,000
6 山形市 第１滝山こどもクラブ 物置、冷凍庫購入事業 150,000
7 山形市 第２滝山こどもクラブ 冷蔵庫、冷凍庫購入事業 150,000
8 山形市 杉の子クラブ第２ カーテン、ポータブルテレビ購入事業 100,000
9 山形市 とかみこどもクラブ ホームフリーザ購入事業 47,000
10 米沢市 みどりの家 ホッピング、一輪車、けん玉購入事業 150,000
11 米沢市 つくしんぼクラブジュニア ミーティングテーブル購入事業 150,000
12 米沢市 しゃぼん玉クラブ愛宕 エアコン購入事業 150,000
13 米沢市 しゃぼん玉クラブ西部Ⅳ 温水器購入事業 124,000
14 米沢市 しゃぼん玉クラブ窪田 ロッカー、書庫購入事業 100,000
15 米沢市 森の子園第１学童クラブ パソコン購入事業 150,000
16 米沢市 森の子園第２学童クラブ パソコン、プリンタ複合機購入事業 150,000
17 米沢市 風の子クラブ モニター付きインターホン購入事業 150,000
18 米沢市 ぐっとホーム 簡易フェンス、安全バリケード購入事業 150,000
19 米沢市 学童保育レインボー 洗濯機、炊飯器、エアコン購入事業 150,000
20 米沢市 げんきっ子クラブ 机、キャビネット、簡易ベッド、イス、ロッカー購入事業 92,000
21 鶴岡市 太陽の子３ 空気清浄器購入事業 150,000
22 鶴岡市 おひさまクラブ 耕運機購入事業 108,000
23 酒田市 宮野浦学区学童保育所 折りたたみテーブル、置き畳購入事業 150,000
24 酒田市 泉学区第１学童保育所 座卓、テーブル、シュレッダー購入事業 150,000
25 酒田市 みすみっこクラブ プロジェクター、スクリーン、かき氷機購入事業 150,000
26 酒田市 みさとクラブ スピーカー、CDラジカセ、ヒーター、ブロック購入事業 150,000
27 酒田市 つくしクラブ つみき等遊具、傘立て購入事業 100,000
28 酒田市 新堀学区学童保育所 ブロック購入事業 100,000
29 酒田市 広野学区学童保育所 加湿器、卓球台、ハードル、紙芝居、運動遊びセット購入事業 100,000

合計



№ 所在地 施設・団体名 事業内容 配分金額
30 酒田市 浜中学区学童保育所 キャビネット、ソフトベンチ購入事業 100,000
31 酒田市 黒森学区学童保育所 図鑑、書籍、フラフープ、ドミノ等遊具購入事業 100,000
32 寒河江市 だいごっ子クラブ 炊飯器、ホットプレート、トースター、木製ままごと、ブロック購入事業 100,000
33 寒河江市 泉っこクラブ 加湿器、電子レンジ、ブロック購入事業 100,000
34 長井市 長井中央南学童クラブ シュレッダー、パソコン、プリンター購入事業 150,000
35 長井市 長井中央北学童クラブ 卓球台、シュレッダー、傘立て購入事業 150,000
36 天童市 天童中央学童保育所 ノートパソコン、DVDプレーヤー購入事業 150,000
37 天童市 天童中央第四学童保育所 昔話DVD購入事業 150,000
38 天童市 はらっぱクラブ 書類保管庫、デジタルカメラ購入事業 144,000
39 天童市 天童南部第二学童保育所 冷蔵庫、ドームテント購入事業 150,000
40 天童市 天童南部第三学童保育所 看護用折りたたみベッド購入事業 150,000
41 東根市 神町さくらんぼクラブ 冷蔵庫購入事業 150,000
42 東根市 大けやき第１学童クラブ 知育玩具（ブロック）購入事業 150,000
43 東根市 大森なかよしクラブ第３ ターゲットゲーム購入事業 150,000
44 東根市 かりがね学童クラブ デジタルカメラ、炊飯器、ホットプレート購入事業 78,000
45 大石田町 横山児童クラブ 卓球用具購入事業 100,000
46 高畠町 クレヨンクラブ 冷凍冷蔵庫、電子レンジ購入事業 150,000
47 川西町 すぎの子クラブ カメラ、スクリーン一式購入事業 80,000

6,087,000

５．福祉車両整備事業
№ 所在地 施設・団体名 事業内容 配分金額
1 山形市 サポートセンターハーモニィ 961,000
2 米沢市 障害福祉サービス事業所 森の子ひかり園 1,500,000
3 鶴岡市 障害者支援オフィス　ひので 883,000
4 酒田市 支援センター　なのはな畑 1,500,000
5 新庄市 はぐくみ保育園 1,278,000
6 上山市 障害児通所放課後デイサービスPOCCOかみのやま 1,392,000

7,514,000

６．地域福祉・在宅福祉事業
№ 所在地 施設・団体名 事業内容 配分金額
1 山形市 山形市第一地区社会福祉協議会 高齢者への配食事業 129,000
2 山形市 山形市第一地区社会福祉協議会 地域のきずなづくり事業 225,000
3 山形市 山形市第二地区社会福祉協議会 第二地区住民の福祉と健康の集い事業 112,000
4 山形市 山形市第四地区社会福祉協議会 地域福祉交流のつどい事業 176,000
5 山形市 山形市第五地区社会福祉協議会 高齢者の孤独死防止と地域包括ケアシステムの推進事業 180,000
6 山形市 山形市第六地区社会福祉協議会 認知症家族介護者ふれあい事業 225,000

合計

合計



№ 所在地 施設・団体名 事業内容 配分金額
7 山形市 山形市第六地区社会福祉協議会 地域福祉を推進するための交流事業 225,000
8 山形市 山形市第七地区社会福祉協議会 地域福祉まるごと教室事業 300,000
9 山形市 山形市第八地区社会福祉協議会 老いても健康を保つ為身体を上手に動かそう事業 95,000
10 山形市 山形市第八地区社会福祉協議会 障がい者の理解を深める交流事業 91,000
11 山形市 山形市鈴川地区社会福祉協議会 高齢者の福祉支援事業 112,000
12 山形市 山形市出羽地区社会福祉協議会 高齢者が安心安全に暮らせる地域福祉事業 300,000
13 山形市 山形市金井地区社会福祉協議会 金井地区ふれあい福祉活動事業 225,000
14 山形市 山形市東沢地区社会福祉協議会 高齢者生きがいづくり支援事業 300,000
15 山形市 山形市東沢地区社会福祉協議会 世代間交流推進事業 300,000
16 山形市 山形市南沼原地区社会福祉協議会 南沼原ふれあいのつどい事業 240,000
17 山形市 山形市南山形地区社会福祉協議会 毎日の食事から考える健康な生活づくり事業 150,000
18 山形市 山形市蔵王地区社会福祉協議会 地域のボランティア育成事業 220,000
19 山形市 山形市大曽根地区社会福祉協議会 地域のきずなづくり事業 150,000
20 山形市 山形市社会福祉協議会 しゃきょうの地域ネットワークモデルづくり事業 200,000
21 山形市 ふれあいにこにこの丘 地産野菜で簡単スイーツを作って楽しむ語らう居場所事業 200,000
22 山形市 東北RELATIONSHIP ぶらいんどれすとらん事業 300,000
23 山形市 東北RELATIONSHIP すまいるミュージアム事業 300,000
24 山形市 やまがた福祉移動サービスネットワーク 移動困難者の安全な移動を支えるための運転者向け研修会・勉強会の開催事業 300,000
25 山形市 やまがた福わたし（フードバンク山形中央） フードバンク事業 300,000
26 山形市 山形県 手をつなぐ育成会 ライフステージに合った地域福祉充実事業 300,000
27 米沢市 Ｗｉｔｈ優 駄菓子屋が繋ぐ人の輪、出番作りプロジェクト事業 295,000
28 鶴岡市 鶴岡市第一学区社会福祉協議会 地域福祉活動推進事業～住み良い街づくりを考える～事業 300,000
29 鶴岡市 鶴岡市第二学区社会福祉協議会 一人暮し高齢者宅　節分豆まき訪問事業 96,000
30 鶴岡市 鶴岡市第五学区社会福祉協議会 福祉教育推進事業 37,000
31 鶴岡市 鶴岡市ボランティア 連絡協議会 鶴岡市内におけるボランティア活動の普及・啓発事業 200,000
32 鶴岡市 鶴岡災害ボランティア ネットワーク 町内会組織向け防災マップ作り支援および啓蒙活動の実施事業 220,000
33 鶴岡市 ぼらんたす 楽屋（らくや）こども食堂事業 300,000
34 鶴岡市 ＣＡＰ（キャップ）庄内 子どもを孤立させない地域づくり事業 300,000
35 鶴岡市 自立支援センター ふきのとう 大人の発達障害支援と二次障害予防事業 300,000
36 鶴岡市 明日のたね 地域他世代交流「隣のおばちゃんち」事業 300,000
37 鶴岡市 明日のたね 子育て世代を応援！託児請負事業 300,000
38 鶴岡市 山形県盲ろう者友の会 盲ろう者向けパソコン通訳者養成研修と盲ろうの周知事業 187,000
39 酒田市 酒田市松原学区社会福祉協議会 地域もひとつの家族・世代間交流事業 150,000
40 酒田市 酒田市亀ヶ崎社会福祉協議会 地域の住民、中学生、小学生による福祉標語募集事業 35,000
41 酒田市 ちょうかい子育て 応援団 酒田市北部３地区子育て支援・応援事業 55,000
42 酒田市 泉学区子育て応援団 泉学区子育て応援団事業 60,000
43 酒田市 宮野浦未来創成会議ホッとなる 宮野浦つながってホッとなる街おこし事業 300,000
44 酒田市 ほっとハート庄内 心の健康づくりボランティア「ほっとハート庄内」事業 210,000



№ 所在地 施設・団体名 事業内容 配分金額
45 新庄市 新庄市社会福祉協議会 元気・ハツラツ予防体操事業 225,000
46 新庄市 新庄市社会福祉協議会 ホームページによる広報活動強化事業 284,000
47 寒河江市 寒河江市社会福祉協議会 災害ボランティアセンター設営事業 231,000
48 寒河江市 寒河江市社会福祉協議会 シニアパソコン教室開催事業 213,000
49 寒河江市 寒河江市社会福祉協議会 まちなかサロン開設事業 150,000
50 寒河江市 寒河江市社会福祉協議会 身体障がい者のためのパソコン教室開催事業 180,000
51 寒河江市 寒河江市社会福祉協議会 福祉出前講座事業（高齢者・障がい者議事体験教室） 135,000
52 寒河江市 障がい者情報支援ネットワーク・あいむネット シアターインザダーク開催事業 300,000
53 上山市 上山市社会福祉協議会 サロン活動推進事業 300,000
54 上山市 上山市社会福祉協議会 高齢者いきがいづくり促進事業 300,000
55 上山市 上山市社会福祉協議会 地域福祉活動の担い手促進事業 300,000
56 上山市 上山市社会福祉協議会 災害時の支援体制整備事業 140,000
57 村山市 村山市社会福祉協議会 地域高齢者買い物支援事業 300,000
58 天童市 天童市社会福祉協議会 荒谷地域高齢者いきいきネットワーク事業 200,000
59 飯豊町 飯豊町社会福祉協議会 赤い羽根婚活サポート事業 300,000
60 飯豊町 ほっと 地域で行うふれあいクッキング事業 300,000

13,158,000

７．　赤い羽根「福祉の心」推進事業
№ 所在地 施設・団体名 事業内容 配分金額
1 鶴岡市 新形保育園 赤い羽根　高齢者との世代間交流事業 60,000
2 鶴岡市 くしびき西部 保育園 児童虐待防止事業 60,000
3 酒田市 酒田報恩会保育園 福祉施設訪問事業 60,000
4 酒田市 若浜保育園 七夕まつり事業 60,000
5 酒田市 宮野浦保育園 人形劇を楽しむ会事業 60,000
6 酒田市 新堀保育園 みんなで人形劇を楽しもう事業 60,000
7 酒田市 広野保育園 ふれあい広場事業 60,000
8 酒田市 浜中保育園 地域の方々との交流事業 60,000
9 酒田市 黒森保育園 黒森保育園仲良しクラブ事業 60,000
10 酒田市 若宮保育園 夏祭りの行事を通して、人と人との繋がりや地域文化の伝承を子ども達に育む事業 60,000
11 酒田市 小鳩保育園 赤い羽根　老人等世代間交流事業 60,000
12 酒田市 亀ヶ崎保育園 赤い羽根　老人等世代間交流事業 60,000
13 酒田市 泉保育園 老人クラブとの交流事業 60,000
14 酒田市 北新橋保育園 みんなで遊ぼう会事業 60,000
15 酒田市 西荒瀬保育園 おたのしみコンサート事業 60,000
16 酒田市 十坂保育園 世代間交流事業 60,000
17 酒田市 北平田保育園 ゆうぎ発表会事業 60,000
18 酒田市 アテネ乳幼児 センター 地域の方との触れ合い、親しむ事業 60,000

合計



№ 所在地 施設・団体名 事業内容 配分金額
19 酒田市 酒田ふたば園 親子と地域の人々とのふれあい行事事業 60,000
20 長井市 はなぞの保育園 障がい者の方や高齢者との触れ合い事業 60,000
21 大石田町 ふたば保育園 地域（高齢者を含む）との交流活動事業 60,000
22 小国町 白百合保育園 人形劇講演会・施設訪問事業 60,000
23 小国町 すみれ保育園 お年寄りとの交流から学ぶこと事業 60,000
24 白鷹町 愛真こども園 おじいちゃんおばあちゃんに感謝する会事業 60,000
25 白鷹町 よつばこども園 おじいちゃんおばあちゃんに感謝する会事業 60,000
26 白鷹町 さくらの保育園 人形劇鑑賞事業 60,000

1,560,000

８．大規模災害等の発生に対応するための積立
1 4,000,000

９．共同募金運動経費等
1 26,300,000
2 2,000,000
3 2,000,000

30,300,000

71,454,000

合計

広域配分合計

合計

災害等準備金

運営費繰入金
中央共募分担金
次年度運動準備引当金


