
№ 所在地 施設・団体名 事業内容 配分金額（円）

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 〃 山形県老人クラブ連合会 老人福祉推進費 300,000

3 〃 山形県母子寡婦福祉連合会 母子福祉対策費 300,000

4 〃 山形県民生委員児童委員協議会 地域福祉対策費 300,000

5 〃 山形いのちの電話 広報事業費 300,000

6 〃 羽陽和光会 更生保護事業費 130,000

7 〃 山形県更生保護事業協会 更生保護事業費 170,000

4,500,000

№ 所在地 施設・団体名 事業内容 配分金額（円）

1 山形市 ゆきわり工房 冷蔵庫購入事業 100,000

2 〃 ワーク・ポケット テーブル、組みひも作成用具購入事業 150,000

3 〃 グループ未知 テント購入事業 150,000

4 〃 クリエイティブハウス未知 洗濯機購入事業 100,000

5 〃 みちのく屋台こんにゃく道場 電気食品乾燥機購入事業 150,000

6 〃 たいよう 作業テーブル購入事業 150,000

7 米沢市 ぽぷら 卓上型脱気シーラー購入事業 100,000

8 〃 森の子ひかり園 刈払機、作業用テーブル、イス購入事業 150,000

9 〃 夢工房 物置購入事業 150,000

10 〃 ワークから・ころ 作業用イス購入事業 92,000

11 鶴岡市 手づくりクッキーおからや クッキー製造用型購入事業 121,000

12 〃 いちほ ノートパソコン購入事業 150,000

13 酒田市 みらいず 自動調理鍋購入事業 150,000

14 〃 ふれあい 収納ラック、かき氷機購入事業 100,000

15 新庄市 すぎのこハウス 冷凍庫購入事業 150,000

16 寒河江市 西村山共同作業所 作業用収納棚、プラスチックニッパ、はさみ購入事業 89,000

○広域配分

１．福祉・更生保護団体事業費

２．障がい者小規模作業所支援事業

合計



№ 所在地 施設・団体名 事業内容 配分金額（円）

17 南陽市 るーむ花 車いす用スロープ購入事業 50,000

18 〃 さくら 食器セット、ミシン、ロッカー購入事業 100,000

19 川西町 たんぽぽ 作業用テーブル購入事業 150,000

2,352,000

№ 所在地 施設・団体名 事業内容 配分金額（円）

1 山形市 五葉クラブ オーダーラック購入事業 150,000

2 〃 うめばち子どもの家 集会用テント購入事業 150,000

3 〃 クローバー学童クラブ エアコン、遊具購入事業 145,000

4 〃 クローバー学童クラブⅡ 座卓、カーペット、遊具購入事業 149,000

5 〃 学童保育あかしあクラブ エアコン、遊具購入事業 150,000

6 〃 南こどもクラブ ストーブ購入事業 150,000

7 〃 学童保育どんぐりクラブ エアコン、掃除機購入事業 150,000

8 〃 金井保育クラブ テレビ、DVDレコーダー購入事業 150,000

9 〃 大郷こどもクラブ ブルーレイレコーダー、ビデオカメラ、CDラジカセ、テレビ台購入事業 100,000

10 〃 第２大郷こどもクラブ ブルーレイレコーダー、テレビ購入事業 100,000

11 〃 山寺かじの木子どもクラブ 防災用品、遊具、CDラジカセ購入事業 100,000

12 〃 からまつ子どもクラブ 整理棚、屋内外兼用マット購入事業 150,000

13 〃 杉の子クラブ 冷蔵庫、冷凍庫購入事業 100,000

14 〃 第一みのりクラブ エアコン、掃除機、冷蔵庫購入事業 150,000

15 米沢市 正和こどもの家 耐火金庫、ハンドメガホン、 木製ブロック購入事業 150,000

16 〃 しゃぼん玉クラブ西部 液晶プロジェクター購入事業 150,000

17 〃 しゃぼん玉クラブ西部Ⅱ テレビ購入事業 97,000

18 〃 しゃぼん玉クラブ西部Ⅲ エアコン購入事業 150,000

19 〃 ほっとホーム 掃除機、ホットプレート、カメラ、調理器具、イス、給食缶購入事業 149,000

20 〃 ひっとホーム 座卓、こたつ、カーペット購入事業 150,000

21 〃 塩井さくらんぼクラブ バトミントンラケット、シャトル購入事業 72,000

22 〃 どんぐりクラブ 刈払機、ファミリープール、調理器具、CDラジカセ購入事業 100,000

23 鶴岡市 第２学区学童保育所 会議用テーブル購入事業 149,000

３．民間立学童保育所支援事業

合計



№ 所在地 施設・団体名 事業内容 配分金額（円）

24 鶴岡市 こどもの家 冷蔵庫購入事業 150,000

25 〃 こどもの城 ホットプレート、アイロン、空気清浄器、ハンドベル、テーブル、物干し台セット購入事業 149,000

26 〃 こどもの森 ホットプレート、キーボード、ガス台、ふかし釜、ストッカー購入事業 148,000

27 〃 太陽の子1 プロジェクター、一輪車購入事業 150,000

28 〃 虹っ子クラブ 冷蔵庫、ファンヒーター購入事業 150,000

29 〃 京田きらきらよいこの家 冷蔵庫購入事業 150,000

30 〃 藤島児童クラブ２ テレビ購入事業 150,000

31 〃 藤島児童クラブ３ エアコン購入事業 150,000

32 〃 泉学童保育所 ブロック等遊具購入事業 78,000

33 〃 広瀬学童保育所 卓球台購入事業 139,000

34 酒田市 若浜学区学童保育所 プロジェクター購入事業 150,000

35 〃 亀ヶ崎学区第１学童保育所 電動かき氷機、木製ブロック、ジョイントマット購入事業 150,000

36 〃 亀ヶ崎学区第２学童保育所 テレビ、スクリーン、積み木、パズルブロック購入事業 150,000

37 〃 松陵学区学童保育所 パソコン、傘立て、会議テーブル、パズル等遊具購入事業 150,000

38 〃 泉学区第２学童保育所 プロジェクター、ブルーレイプレーヤー、かき氷、座卓購入事業 150,000

39 〃 松山学童保育所 整理棚購入事業 70,000

40 新庄市 中央学童保育所 エアコン購入事業 99,000

41 〃 萩野放課後児童クラブ 除湿機購入事業 85,000

42 〃 なかよし放課後学童クラブ 除雪機購入事業 150,000

43 〃 にこにこ城南放課後児童クラブ オーブンレンジ、ホットプレート購入事業 100,000

44 〃 新庄幼稚園ジュニアクラブ 絵本、DVD、ボードゲーム購入事業 45,000

45 寒河江市 第二わんぱくクラブ ロッカー購入事業 116,000

46 〃 第四わんぱくクラブ ノートパソコン、カラー複合機購入事業 150,000

47 〃 第２なかよしクラブ 一輪車、竹馬等外遊び遊具一式購入事業 100,000

48 村山市 洗心児童クラブ 空間除菌脱臭機購入事業 99,000

49 〃 あじさいっ子クラブ ピアノ購入事業 100,000

50 長井市 めぐみ学童クラブ テーブル購入事業 100,000

51 天童市 天童中央第二学童保育所 和机購入事業 100,000

52 〃 天童北部学童保育所 カーテン購入事業 150,000

53 〃 天童南部学童保育所 プロジェクター、スクリーン、ドームテント購入事業 143,000



№ 所在地 施設・団体名 事業内容 配分金額（円）

54 天童市 成生児童クラブ ブロック購入事業 149,000

55 〃 成生第二児童クラブ 竹馬、避難用セット購入事業 100,000

56 〃 寺津児童クラブ FAX複合機、カメラ、掃除機購入事業 150,000

57 〃 高擶第一児童クラブ 台所用収納棚購入事業 100,000

58 〃 高擶第二児童クラブ 台所用収納棚購入事業 100,000

59 〃 あらやっ子児童クラブ 冷蔵庫購入事業 70,000

60 東根市 第一タントスマイルクラブ ノートパソコン購入事業 150,000

61 〃 第二タントスマイルクラブ 冷蔵庫購入事業 150,000

62 〃 第三タントスマイルクラブ ワイヤレスアンプセット購入事業 150,000

63 〃 第一小田島学童クラブ 掃除機購入事業 150,000

64 〃 大けやき第３学童クラブ ブロック、的あて遊び購入事業 150,000

65 〃 大森なかよしクラブ第１ 寸胴鍋、炊飯器、飲料水タンク、ブロック購入事業 150,000

66 〃 大森なかよしクラブ第４ 物置購入事業 150,000

67 〃 大森なかよしクラブ第５ 物置購入事業 150,000

68 〃 東郷学童クラブ ノートパソコン購入事業 150,000

69 中山町 豊田地区放課後児童クラブ シュレッダー、ブロック購入事業 99,000

70 大石田町 第１遊心館 トランペット購入事業 150,000

71 川西町 のびのびクラブ 掃除機、プリンター、ヒーター購入事業 150,000

72 三川町 みかわ学童保育所 ノートパソコン購入事業 138,000

9,388,000

№ 所在地 施設・団体名 事業内容 配分金額（円）

1 鶴岡市 さんのう 利用者送迎用車両整備事業 1,500,000

2 〃 工房せい 利用者送迎用車両整備事業 1,500,000

3 〃 青柳作業所 利用者送迎用車両整備事業 1,449,000

4 〃 レインボー広場 利用者送迎用車両整備事業 1,500,000

5 新庄市 かねやまハウス 利用者送迎用車両整備事業 1,090,000

6 上山市 ぽこ・あ・ぽこ 利用者送迎用車両整備事業 1,500,000

8,539,000合計

５．福祉車両整備事業

合計



№ 所在地 施設・団体名 事業内容 配分金額（円）

1 山形市 山形市第一地区社会福祉協議会 高齢者への配食サービス事業 109,000

2 〃 山形市第一地区社会福祉協議会 地域の絆づくり事業 225,000

3 〃 山形市第二地区社会福祉協議会 第二地区住民の福祉と懇談会事業 112,000

4 〃 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

7 〃 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 〃 山形市鈴川地区社会福祉協議会 ふれあい交流事業 187,000

12 〃 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 〃 山形市高瀬地区社会福祉協議会 在宅要援護者の介護援助及び単身高齢者等の援護サービス事業 292,000

15 〃 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

16 〃 山形市飯塚地区社会福祉協議会 高齢者いきいきのつどい事業 100,000

17 〃 山形市飯塚地区社会福祉協議会 単身老人在宅保健福祉事業 55,000

18 〃 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

19 〃 山形市東沢地区社会福祉協議会 総合友愛交流推進事業 300,000

20 〃 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

21 〃 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 260,000

22 〃 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

23 〃 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

24 〃 ふれあいにこにこの丘 こつこつカルシュウム事業 200,000

25 〃 東北RELATIONSHIP すまいるミュージアム事業 300,000

26 〃 東北RELATIONSHIP COOL CHOICE　推進事業 300,000

27 〃 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 250,000

28 〃 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

29 〃 やまがた被害者支援センター 機関紙「センターたより」の発行事業 300,000

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（円）

30 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

31 〃 認知症の人と家族の会山形県支部 山形県支部内各地にての「つどい」等実施による普及啓発事業 300,000

32 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～ 300,000

33 〃 鶴岡市第五学区社会福祉協議会 地域福祉活動推進事業 37,000

34 〃 鶴岡市湯野浜地区社会福祉協議会 湯野浜まがしぃり事業 150,000

35 〃 鶴岡市ボランティア 連絡協議会 鶴岡市における地域活動（ボランティア活動）の担い手養成事業 200,000

36 〃 鶴岡災害ボランティア ネットワーク 子ども防災教室の実施及び啓発パンフレットの作成事業 220,000

37 〃 ぼらんたす 楽屋（らくや）こども食堂事業 300,000

38 〃 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

39 〃 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

40 〃 明日のたね 地域多世代交流「Tomoniこうみん館」事業 300,000

41 〃 明日のたね 子育て世代を応援！託児請負事業 300,000

42 〃 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

43 酒田市 酒田市松原学区社会福祉協議会 世代間交流で「安全安心」のまちづくり事業 150,000

44 〃 ちょうかい子育て 応援団 第１０民児協の地域子育て支援事業 55,000

45 〃 泉学区子育て応援団 泉学区子育て応援団事業 60,000

46 〃 宮野浦未来創成会議ホッとなる 不登校からの脱出・生き抜く力育成事業 300,000

47 〃 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

48 〃 酒田市青少年を伸ばそう市民会議 青少年健全育成市民親子研修大会 123,000

49 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

50 〃 新庄市社会福祉協議会 シニアタブレット教室事業 148,000

51 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

52 〃 寒河江市社会福祉協議会 まちなかサロン開設事業 300,000

53 〃 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 130,000

54 〃 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

55 〃 ぽけっとぴーす 心のバリアフリー疑似体験セミナー事業 60,000

56 上山市 上山市社会福祉協議会 ボランティア活動の体制整備事業 300,000

57 〃 上山市社会福祉協議会 地域の居場所づくり事業 300,000

58 〃 上山市社会福祉協議会 地域福祉活動推進のための人材育成事業 300,000

59 村山市 村山市社会福祉協議会 地域高齢者日常生活フォローアップ事業 300,000



№ 所在地 施設・団体名 事業内容 配分金額（円）

60 長井市 長井市社会福祉協議会 ふれあい福祉まつり２０周年事業 300,000

61 〃 長井市社会福祉協議会 障がいのある人の活動・余暇支援推進事業 300,000

62 天童市 天童市社会福祉協議会 災害ボランティアセンター設置運営訓練事業 300,000

63 〃 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

64 〃 天童市社会福祉協議会 天童北部地域社協広報・研修活動推進事業 300,000

65 〃 天童中部地域づくり委員会 認知症介護のためのガイドの発行事業 140,000

66 河北町 ご・ざぁーれ広場 居場所づくり事業 300,000

67 朝日町 朝日町社会福祉協議会 災害ボランティアセンター設置運営訓練事業 186,000

68 飯豊町 飯豊町社会福祉協議会 地域支えあいマップ作成事業 300,000

69 〃 ほっと 地域みんなの居場所つくり事業 300,000

15,421,000

№ 所在地 施設・団体名 事業内容 配分金額（円）

1 米沢市 明星保育園 赤い羽根「福祉の心」推進事業 60,000

2 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

3 〃 くしびき南部保育園 児童虐待防止事業 60,000

4 酒田市 酒田報恩会保育園 福祉施設訪問事業 60,000

5 〃 若浜保育園 七夕まつり事業 60,000

6 〃 宮野浦保育園 人形劇を楽しむ会事業 60,000

7 〃 新堀保育園 みんなで人形劇を楽しもう事業 60,000

8 〃 広野保育園 ふれあい広場事業 60,000

9 〃 浜中保育園 コンサートや観劇を通しての地域の方々との交流事業 60,000

10 〃 黒森保育園 黒森保育園仲良しクラブ事業 60,000

11 〃 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

12 〃 小鳩保育園 赤い羽根　老人等世代間交流事業 60,000

13 〃 亀ヶ崎保育園 赤い羽根　老人等世代間交流事業 60,000

14 酒田市 泉保育園 老人クラブとの交流事業 60,000

15 〃 北新橋保育園 みんなで遊ぼう会事業 60,000

16 〃 西荒瀬保育園 地域住民との心の交流　人形劇観劇事業 60,000

合計

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（円）

17 酒田市 十坂保育園 世代間交流事業 60,000

18 〃 北平田保育園 ゆうぎ発表会事業 60,000

19 〃 アテネ認定こども園 人形劇事業 45,000

20 〃 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

21 村山市 ふたば袖崎保育園 地域（高齢者を含む）との交流活動事業 60,000

22 〃 ふたば大高根保育園 地域（高齢者を含む）との交流活動事業 60,000

23 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

24 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

25 小国町 白百合保育園 人形劇講演会・施設訪問事業 60,000

26 〃 すみれ保育園 保育園児と地域との交流事業 60,000

1,545,000

№ 所在地 施設・団体名 事業内容 配分金額（円）

1 山形市 山形市社会福祉協議会 車両整備事業 1,000,000

2 鶴岡市 鶴岡市社会福祉協議会 車両整備事業 1,000,000

3 新庄市 新庄市社会福祉協議会 車両整備事業 1,000,000

4 上山市 上山市社会福祉協議会 車両整備事業 1,000,000

5 天童市 天童市社会福祉協議会 車両整備事業 1,000,000

6 西川町 西川町社会福祉協議会 車両整備事業 1,000,000

7 朝日町 朝日町社会福祉協議会 車両整備事業 1,000,000

8 大江町 大江町社会福祉協議会 車両整備事業 1,000,000

9 大石田町 大石田町社会福祉協議会 車両整備事業 1,000,000

10 鮭川村 鮭川村社会福祉協議会 車両整備事業 1,000,000

11 戸沢村 戸沢村社会福祉協議会 車両整備事業 1,000,000

12 小国町 小国町社会福祉協議会 車両整備事業 1,000,000

13 庄内町 庄内町社会福祉協議会 車両整備事業 1,000,000

13,000,000

合計

８．地域福祉活動車両整備事業（共同募金70周年記念事業）

合計



1 5,000,000

1 12,120,000

2 2,000,000

3 2,000,000

16,120,000

75,865,000

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

広域配分合計

合計

９．大規模災害等の発生に対応するための積立

10．共同募金運動経費等


