
平成26年4月25日 №１

（単位　　円） （単位　　円）

今年度実績額（10月～12月） 107,519,439 55,787,740

今年度実績額（1月～3月） 1,022,189 社会福祉施設への助成 10,790,000

前年度繰越金等 594,410 社会福祉団体への助成 9,480,000

助成戻入 478,934 平成25年度災害等準備金積立 4,020,000

平成22年度災害等準備金取崩額 885,349 運動推進費 31,000,000

小計 110,500,321 次年度助成準備金 497,740

54,712,581

市町村社会福祉協議会への助成 49,175,892

共同募金改革モデル事業（1社協） 1,022,189

保育所への助成 4,514,500

110,500,321

今年度実績額 3,612,361 社会福祉施設への助成 2,170,000

前年度繰越金等 640,669 特定非営利活動法人への助成 2,070,000

助成戻入 610,000 運動推進費 102,158

小計 4,863,030 次年度助成準備金 520,872

4,863,030

今年度実績額 22,556,580 21,973,785

前年度繰越金等 7,107,079 136,655

助成戻入 46,973 370,000

小計 29,710,632 7,230,192

29,710,632

平成25年度共同募金助成財源合計 145,073,983 145,073,983

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

一般募金

ＮＨＫ歳末たすけあい募金

地域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

平成25年度共同募金助成額合計

平成２５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２５年度赤い羽根共同募金実績額等 平成25年度赤い羽根共同募金助成額

平成２５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。

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（平成25年度地域福祉活動事業費）

市町村社会福祉協議会（平成26年度地域福祉活動事業費）

次年度助成準備金

小計

ＮＨＫ歳末たすけあい募金助成額

小計

小計

地域歳末たすけあい募金助成額



№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

はぐるま共同作業所 和歌山市 660,000 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 280,000

こじか園 和歌山市 730,000 社会福祉法人和歌山県身体障害者連盟 和歌山市 200,000

むぎピース 和歌山市 900,000 和歌山県視覚障害者福祉協会 和歌山市 200,000

夢あじさい 橋本市 1,740,000 一般社団法人和歌山県聴覚障害者協会 和歌山市 300,000

むくのき 橋本市 1,450,000 和歌山県肢体障害者部会 和歌山市 200,000

本宮くまのこ作業所 田辺市 130,000 和歌山県中途失聴・難聴者協会 和歌山市 100,000

ハモニティー 田辺市 520,000 和歌山県卓球バレー協会 紀の川市 300,000

龍の里作業所 田辺市 220,000 和歌山県障害児者父母の会連合会 和歌山市 300,000

はっぴーわーく 田辺市 200,000 海南海草精神障害者家族会「紙ふうせん」 海南市 50,000

第二なぎの木園 新宮市 630,000 和歌山県障害者フライングディスク協会 紀の川市 300,000

第２三幸園 紀の川市 1,110,000 和歌山県障害者スポーツ指導者協議会 紀の川市 300,000

たんぽぽ作業所 紀の川市 690,000 五稜の会 有田川町 250,000

ひかり作業所 紀美野町 1,200,000 公益財団法人和歌山県母子寡婦福祉連合会 和歌山市 200,000

コスモス作業所 有田川町 360,000 和歌山県母と子の健康づくり運動協議会 和歌山市 300,000

すまいる みなべ町 70,000 更生保護法人和歌山県更生保護協会 和歌山市 200,000

いなほ作業所 那智勝浦町 180,000 社会福祉法人和歌山いのちの電話協会 和歌山市 400,000

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

和歌山県人権擁護委員連合会 和歌山市 100,000

（単位　　円） 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

4,020,000 日本網膜色素変性症協会和歌山県支部 和歌山市 300,000

31,000,000 和歌山県難病団体連絡協議会 和歌山市 300,000

507,740 公益財団法人和歌山県角膜・腎臓移植推進協会 和歌山市 200,000

和歌山県ハンセン病協議会 和歌山市 130,000

和歌山県遺族連合会 和歌山市 150,000

和歌山県里親会 岩出市 150,000

和歌山県民生委員児童委員協議会 和歌山市 400,000

社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 和歌山市 3,300,000

運動推進費（資材費・広報費・運営費等）

次年度助成準備金

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

障　が　い　福　祉　施　設

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２５年度赤い羽根共同募金助成内訳

災害等準備金積立

皆様から頂いた募金の使いみちは全てウェブサイトに掲載

しています。赤い羽根データベース「はねっと」で検索してみて

下さい。スマートフォンからでもご覧頂けます。



№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

のぞみ保育園 和歌山市 140,000 和歌山市社会福祉協議会 9,740,123

ふたば保育園 和歌山市 140,000 海南市社会福祉協議会 5,147,483

認定こども園つくし幼保園 和歌山市 140,000 橋本市社会福祉協議会 1,466,003

まこと鳴滝保育園 和歌山市 140,000 有田市社会福祉協議会 2,731,656

さんた保育園 和歌山市 140,000 御坊市社会福祉協議会 2,073,000

きわ保育園 和歌山市 140,000 田辺市社会福祉協議会 4,407,284

むつみ保育園 和歌山市 140,000 新宮市社会福祉協議会 2,045,334

さつき保育園 和歌山市 140,000 紀の川市社会福祉協議会 1,859,956

ひまわり保育園 和歌山市 140,000 岩出市社会福祉協議会 1,070,498

城北保育所 和歌山市 140,000 紀美野町社会福祉協議会 1,370,544

広瀬保育所 和歌山市 140,000 かつらぎ町社会福祉協議会 2,247,572

くるみ保育園 海南市 140,000 九度山町社会福祉協議会 558,382

認定こども園五月山こども園 海南市 140,000 高野町社会福祉協議会 491,477

バンビーノ保育園 橋本市 158,000 湯浅町社会福祉協議会 322,665

あやの台保育園 橋本市 182,000 広川町社会福祉協議会 592,797

香久の実保育園 橋本市 91,000 有田川町社会福祉協議会 1,084,568

愛徳保育園 御坊市 124,000 美浜町社会福祉協議会 884,583

しんせい保育園 御坊市 173,000 日高町社会福祉協議会 689,000

こどものへや保育園 田辺市 142,000 由良町社会福祉協議会 828,137

わんぱく保育所 田辺市 94,000 印南町社会福祉協議会 863,409

いずみ保育園 田辺市 143,000 みなべ町社会福祉協議会 1,093,693

芳養保育所 田辺市 123,000 日高川町社会福祉協議会 1,460,800

マリア保育園 新宮市 120,000 白浜町社会福祉協議会 1,809,030

三輪崎保育園 新宮市 140,000 上富田町社会福祉協議会 466,796

はまゆう保育園 新宮市 74,000 すさみ町社会福祉協議会 570,505

正明保育園 新宮市 72,000 那智勝浦町社会福祉協議会 1,201,924

粉河保育園 紀の川市 149,000 太地町社会福祉協議会 332,453

名手保育園 紀の川市 224,500 古座川町社会福祉協議会 317,271

山崎北保育園 岩出市 100,000 北山村社会福祉協議会 74,009

しらゆり保育園 岩出市 100,000 串本町社会福祉協議会 1,374,940

ひまわり保育園 湯浅町 200,000 小計 49,175,892

ポッポ保育園 広川町 50,000

学童クラブポッポ 広川町 50,000 （単位　　円）

愛之園保育園 みなべ町 100,000 施設団体名 助成額

天満保育園 那智勝浦町 85,000

4,514,500

共同募金改革モデル事業

新宮市社会福祉協議会 1,022,189

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小計

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



№４

（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

喜望園 和歌山市 60,000 和歌山市社会福祉協議会 3,589,459

くろしお作業所 和歌山市 180,000 御坊市社会福祉協議会 2,142,875

小倉園 和歌山市 850,000 新宮市社会福祉協議会 2,176,821

橘寮 海南市 430,000 紀の川市社会福祉協議会 4,616,000

クローバーホーム 田辺市 10,000 岩出市社会福祉協議会 110,000

オレンジ 田辺市 10,000 紀美野町社会福祉協議会 1,079,000

こどうの家・第２こどうの家 田辺市 200,000 かつらぎ町社会福祉協議会 1,598,903

ゆうあいホーム 田辺市 50,000 九度山町社会福祉協議会 464,030

きのかわ福祉会ホーム 岩出市 200,000 美浜町社会福祉協議会 1,212,598

サンフラワー みなべ町 180,000 日高町社会福祉協議会 1,042,000

2,170,000 由良町社会福祉協議会 200,745

みなべ町社会福祉協議会 220,986

ｅかんぱにい 和歌山市 400,000 白浜町社会福祉協議会 2,454,368

紀州えこなびと 和歌山市 400,000 上富田町社会福祉協議会 1,066,000

ジョイ・コム 和歌山市 350,000 小計 21,973,785

かたつむりの会 田辺市 100,000

ハートツリー 田辺市 320,000 紀美野町社会福祉協議会 136,655

来実の会 紀の川市 60,000

ふれあい作業所 有田川町 340,000 九度山町社会福祉協議会 370,000

南紀ひまわり作業所 那智勝浦町 100,000

2,070,000 次年度助成準備金 7,230,192

合計 29,710,632

運動推進費 102,158

次年度助成準備金 520,872

623,030

4,863,030

10月1日の街頭セレモニーでは沢山のご協力を頂きました。

ありがとうございました！

　　　折り畳み式さをり織りを使って、地域の方々との交流・
　　　コミュニティ参加にも繋がりました。

小計

合計

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

小計

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

小計

特　定　非　営　利　活　動　法　人

その他

ＮＨＫ歳末たすけあい募金助成金

平成25年度地域福祉活動事業費

平成26年度地域福祉活動事業費

その他


