
平成28年4月1日 №１

（単位　　円） （単位　　円）

今年度実績額（10月～12月） 106,970,168 60,011,811

前年度繰越金等 427,275 社会福祉施設への助成 7,640,000

助成金戻入 133,257 福祉施設・施設改修等への助成 7,970,000

助成金戻入（平成26年度新宮いのちの募金助成分） 323,223 社会福祉団体への助成 8,770,000

平成24年度災害等準備金取崩額 4,190,000 平成27年度災害等準備金積立 4,100,000

小計 112,043,923 運動推進費 31,000,000

次年度助成繰越金 531,811

52,032,112

市町村社会福祉協議会への助成 47,824,389

新宮市社会福祉協議会（新宮いのちの募金） 323,223

保育所への助成 3,884,500

112,043,923

今年度実績額 20,164,311 20,610,492

前年度繰越金等 7,262,565 358,540

助成金戻入 68,498 6,526,342

小計 27,495,374 27,495,374

今年度実績額 3,838,675 1,150,000

前年度繰越金等 200,864 2,700,000

助成金戻入 10,000 110,365

小計 4,049,539 89,174

4,049,539

平成27年度共同募金助成財源合計 143,588,836 143,588,836

社会福祉法人和歌山県共同募金会

〒640-8319　　和歌山市手平2丁目1-2

県民交流プラザ和歌山ビッグ愛7階

電話 073-435-5231

FAX 073-435-5232

平成27年度共同募金助成額合計

平成２７年度赤い羽根共同募金結果報告

＜社会福祉法第１２０条に係る公告について＞

平成２７年度赤い羽根共同募金実績額等 平成２７年度赤い羽根共同募金助成額

平成２７年度に皆様から寄せられました善意は、県内の以下のような民間社会福祉事業で活用させて頂きます。

ありがとうございました。

社会福祉施設への助成

特定非営利活動法人への助成

運動推進費

次年度助成繰越金

小計

地域歳末たすけあい募金助成額

小計

小計

ＮＨＫ歳末たすけあい募金助成額

一般募金

地域歳末たすけあい募金

ＮＨＫ歳末たすけあい募金

一般募金助成額

①広域福祉事業

②地域福祉事業

市町村社会福祉協議会（歳末地域福祉活動事業費）

市町村社会福祉協議会（Ｈ28年度地域福祉活動事業費）

次年度助成繰越金



№２

（単位　　円） （単位　　円）

施設団体名 所在地 助成額 施設団体名 所在地 助成額

一般財団法人和歌山県老人クラブ連合会 和歌山市 100,000

こじか園 和歌山市 980,000 公益社団法人認知症の人と家族の会和歌山県支部 和歌山市 200,000

第二こじか園 和歌山市 500,000 社会福祉法人和歌山県身体障害者連盟 和歌山市 200,000

あさも園 和歌山市 470,000 和歌山県視覚障害者福祉協会 和歌山市 200,000

ふたば作業所 田辺市 250,000 一般社団法人和歌山県聴覚障害者協会 和歌山市 200,000

ふたば第二作業所 田辺市 120,000 和歌山県肢体障害者部会 和歌山市 200,000

ハモニティー 田辺市 370,000 和歌山県中途失聴・難聴者協会 和歌山市 150,000

第二のぞみ園 田辺市 1,000,000 海南海草精神障害者家族会「紙ふうせん」 海南市 50,000

たなかの杜 田辺市 600,000 和歌山県卓球バレー協会 紀の川市 200,000

ふたば神島ホーム 田辺市 200,000 和歌山県障害者フライングディスク協会 紀の川市 200,000

ソーシャルファームもぎたて 紀の川市 890,000 和歌山県障害者スポーツ指導者協議会 紀の川市 200,000

つくし共同作業所 湯浅町 350,000 和歌山県障害児者父母の会連合会 和歌山市 200,000

コスモス作業所 有田川町 490,000 和歌山県立こころの医療センター内「五稜の会」 有田川町 200,000

すまいる みなべ町 320,000 公益社団法人和歌山県母子寡婦福祉連合会 和歌山市 200,000

日置川みどり園 白浜町 800,000 和歌山県母と子の健康づくり運動協議会 和歌山市 200,000

いなづみ作業所 すさみ町 300,000 更生保護法人和歌山県更生保護協会 和歌山市 200,000

7,640,000 社会福祉法人和歌山いのちの電話協会 和歌山市 200,000

海草地方人権尊重の社会づくり推進連絡協議会 和歌山市 180,000

施設団体名 所在地 助成額 和歌山県人権擁護委員連合会 和歌山市 100,000

人権福祉連絡会 湯浅町 90,000

和歌山県難病の子ども家族会 和歌山市 200,000

児童デイサービスあい・らんど 和歌山市 2,000,000 日本網膜色素変性症協会和歌山県支部 和歌山市 200,000

こばと学園 和歌山市 2,000,000 和歌山県難病団体連絡協議会 和歌山市 200,000

ほかほか共同作業所 和歌山市 400,000 公益財団法人わかやま移植医療推進協会 和歌山市 200,000

バンビーノ保育園 橋本市 350,000 和歌山県ハンセン病協議会 和歌山市 200,000

ひかり作業所 紀美野町 1,220,000 和歌山県遺族連合会 和歌山市 150,000

つくし共同作業所 湯浅町 2,000,000 和歌山県里親会 岩出市 200,000

7,970,000 和歌山家庭少年友の会 和歌山市 100,000

和歌山県青少年育成アドバイザー会 和歌山市 200,000

公益社団法人日本リウマチ友の会和歌山支部 和歌山市 150,000

（単位　円） 特定非営利活動法人日本BPW連合会　単位クラブBPW和歌山クラブ 和歌山市 200,000

社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 和歌山市 3,300,000

4,100,000 8,770,000

31,000,000

531,811

35,631,811

一般募金助成金　　①広域福祉事業

社　会　福　祉　団　体

そ　の　他

平成２７年度赤い羽根共同募金助成内訳

災害等準備金積立

福祉施設の設置・拡充・補修・備品等の整備に

一般募金助成金　　①広域福祉事業

社　会　福　祉　施　設

一般募金助成金　①広域福祉事業

施　設　の　改　修　等

小計

小計

小計

運動推進費（資材費・広報費・運営費等）

次年度助成繰越金

小計



№３

（単位　　円） （単位　　円）

施設団体名 所在地 助成額 施設団体名 助成額

かんどり保育園 和歌山市 140,000 和歌山市社会福祉協議会 8,457,255

あわ保育園 和歌山市 140,000 海南市社会福祉協議会 4,927,085

じろうまる保育園 和歌山市 140,000 橋本市社会福祉協議会 1,248,953

有功保育園 和歌山市 140,000 有田市社会福祉協議会 2,464,310

東洋保育園 和歌山市 140,000 御坊市社会福祉協議会 2,295,697

こひつじ保育園 和歌山市 140,000 田辺市社会福祉協議会 3,991,048

ようすい子ども園 和歌山市 140,000 新宮市社会福祉協議会 4,206,734

しょうぶ保育園 和歌山市 140,000 紀の川市社会福祉協議会 1,440,662

布施屋保育園 和歌山市 140,000 岩出市社会福祉協議会 915,515

のざき保育園 和歌山市 140,000 紀美野町社会福祉協議会 1,393,789

岡崎保育園 和歌山市 140,000 かつらぎ町社会福祉協議会 2,143,612

くるみ保育園 海南市 140,000 九度山町社会福祉協議会 544,941

五月山こども園 海南市 140,000 高野町社会福祉協議会 483,000

バンビーノ保育園 橋本市 142,000 湯浅町社会福祉協議会 458,210

あやの台保育園 橋本市 180,000 広川町社会福祉協議会 440,041

香久の実保育園 橋本市 120,000 有田川町社会福祉協議会 986,689

愛徳保育園 御坊市 128,000 美浜町社会福祉協議会 843,551

しんせい保育園 御坊市 174,500 日高町社会福祉協議会 689,000

こどものへや保育園 田辺市 153,000 由良町社会福祉協議会 858,988

いずみ保育園 田辺市 136,000 印南町社会福祉協議会 815,522

芳養保育所 田辺市 102,000 みなべ町社会福祉協議会 1,076,788

わんぱく保育所 田辺市 133,000 日高川町社会福祉協議会 1,387,101

れもん保育園 紀の川市 139,000 白浜町社会福祉協議会 1,629,245

粉河保育園 紀の川市 140,000 上富田町社会福祉協議会 350,064

名手保育園 紀の川市 217,000 すさみ町社会福祉協議会 537,717

ひまわり保育所 湯浅町 100,000 那智勝浦町社会福祉協議会 1,246,885

ポッポ保育園 広川町 50,000 太地町社会福祉協議会 332,203

学童クラブポッポ 広川町 50,000 古座川町社会福祉協議会 319,000

愛之園保育園 みなべ町 100,000 北山村社会福祉協議会 82,914

3,884,500 串本町社会福祉協議会 1,257,870

小計 47,824,389

（単位　円）

施設団体名 助成額

新宮いのちの募金

新宮市社会福祉協議会 323,223

新宮市内の住民主体で行う防災・減災に繋げていく

見守り活動や、災害ボランティアセンター設置訓練に

児　童　福　祉　施　設

一般募金助成金　　②地域福祉事業 社会福祉協議会が行う、地域の福祉活動のための
事業費に

社　会　福　祉　協　議　会

小計



№４

（単位　　円） （単位　　円）

施設団体名 助成額 施設団体名 所在地 助成額

和歌山市社会福祉協議会 3,489,656 琴の浦リハビリテーションセンター 和歌山市 310,000

御坊市社会福祉協議会 2,200,925 ふたばゆったりホーム 田辺市 320,000

新宮市社会福祉協議会 2,062,342 ほわいとホーム 白浜町 360,000

紀の川市社会福祉協議会 4,270,000 平見ハイツ 太地町 160,000

岩出市社会福祉協議会 95,000 1,150,000

紀美野町社会福祉協議会 1,081,000

かつらぎ町社会福祉協議会 1,529,379 福祉作業所みどりの家　みどりの家 和歌山市 120,000

九度山町社会福祉協議会 478,000 パンダ作業所 和歌山市 160,000

美浜町社会福祉協議会 909,011 ピュア作業所 和歌山市 150,000

日高町社会福祉協議会 1,085,000 りとるの　ワークショップフラット 和歌山市 200,000

由良町社会福祉協議会 147,880 和歌山ｅかんぱにい 和歌山市 200,000

みなべ町社会福祉協議会 143,427 ＷＡＣわかやま 和歌山市 200,000

白浜町社会福祉協議会 2,366,578 自然回復を試みる会・ビオトープ孟子 海南市 200,000

上富田町社会福祉協議会 752,294 地域サポートセンター　ふれあい工房 橋本市 200,000

小計 20,610,492 ハートツリー　ひなたの森 田辺市 190,000

かたつむりの会　町家カフェ上屋敷二丁目 田辺市 160,000

紀美野町社会福祉協議会 68,540 来実の会 紀の川市 60,000

九度山町社会福祉協議会 290,000 和歌山県断酒連合会 紀の川市 200,000

よつ葉福祉会　てんとう虫 かつらぎ町 200,000

次年度助成繰越金 6,526,342 ふれあい作業所 有田川町 140,000

合計 27,495,374 南紀ひまわり会　南紀ひまわり作業所 那智勝浦町 200,000

ネオ　相談室ラルゴ 那智勝浦町 120,000

2,700,000

運動推進費 110,365

次年度助成繰越金 89,174

199,539

4,049,539

10月1日の街頭セレモニーでは、たくさんのご協力を頂きました。

ありがとうございました！

小計

合計

小計

その他

社会福祉協議会が行う、地域の福祉活動のための
事業費に

地域歳末たすけい募金助成金

歳　末　地　域　福　祉　活　動　事　業

平成28年度地域福祉活動事業費

その他

福祉施設の設置・拡充・補修・備品等の整備や、特定非営利
活動法人が行う社会福祉事業費等に

福　祉　施　設

ＮＨＫ歳末たすけあい募金助成金

小計

特　定　非　営　利　活　動　法　人


