別添

平成２４年用として発行した寄附金付お年玉付郵便葉書及び寄附金付お年玉付郵便切手に付加された寄附金の配
分団体及び配分額について
１ 年賀寄附金
配分団体総数 314団体

配分額総額 688,246,000円

（１） 一般助成（281団体 557,374,000円）
①社会福祉の増進を目的とする事業（226団体 431,317,000円）
配 分 団 体
使 途 内 容
名

称

住

配分額（円）

所

社会福祉法人 あけぼの福祉会

045北海道岩内郡岩内町字野束210番地
0024

障がい者支援施設の石鹸製造プラント粉塵対策
のための集塵機新規設置事業

1,030,000

社会福祉法人 旭聖会

078北海道旭川市東旭川町下兵村117番地6
8208

知的障がい者更生施設の福祉車両の更改事業

1,000,000

社会福祉法人 木古内萩愛会

049北海道上磯郡木古内町字大平60番地の7
0412

特別養護老人ホームの給食サービス機器の食器
消毒保管庫の更新事業

462,000

特定非営利活動法人 くしろ・ぴーぷる

085北海道釧路市愛国東3-9-28
0058

知的障害者通所施設の除雪機器の新規設置事業

437,000

社会福祉法人 黒松内つくし園

048北海道寿都郡黒松内町字黒松内562番地1
0101

養護老人ホームの除雪ボランティアのための除
雪機購入事業

2,000,000

平成２４年介護保険制度改正に伴う新規ソフト
導入のための対応機器の整備及び環境整備事業

220,000

特定非営利活動法人 地域福祉支援セン 081北海道上川郡新得町西3線50番地15
ターちいさな手
0038
社会福祉法人 徳風会

046北海道余市郡余市町沢町5丁目78番地
0022

養護老人ホームの通院・外出・送迎用車両の更
改事業

1,600,000

特例社団法人 北海道ろうあ連盟

060- 北海道札幌市中央区北2条西7丁目 道立道民 聴覚障害者の情報保障または社会参加および福
0002 活動センター内
祉向上のための映像機器の整備事業

701,000

特定非営利活動法人 ホップ障害者地域 065- 北海道札幌市東区北20条東1丁目5-1 大西ビ 障害者の移動における支援拡充のための先駆的
生活支援センター
0020 ル1階
取り組み事例調査事業

500,000

社会福祉法人 ポロシリ福祉会

089知的障害者授産施設の通院送迎用車両の更改事
北海道河西郡中札内村上札内基線324番地12
1371
業

1,300,000

社会福祉法人 稚内市社会福祉事業団

097北海道稚内市富士見5丁目1178番地の1
0027

養護老人ホームの給水・給湯・暖房管の老朽化
のための改修事業

5,000,000

就労継続支援Ａ・Ｂ型事業所の農地、果樹園管
理のための管理機器の設置事業

1,000,000

018- 秋田県山本郡八峰町峰浜水沢字下カッチキ台 デイサービスセンターの外出・送迎用車両の更
2501 41番地14
改事業

3,214,000

特定非営利活動法人 農楽郷 ｈｉｂｉ 034青森県十和田市大字藤島字小山37-1
ｋｉ
0052
社会福祉法人 八森峰浜ふくし会

特定非営利活動法人 人生いきいきクラ 020岩手県盛岡市向中野字八日市場27番地1
ブいわて
0851

地域で創作活動をする高齢者の支援交流事業

500,000
500,000

社会福祉法人 仙台いのちの電話

981宮城県仙台市青葉区旭ヶ丘3-27-3
0904

インターネット相談充実のためのコーディネー
ター養成事業

社会福祉法人 いわき福音協会

970福島県いわき市平上平窪字羽黒40-44
8001

福祉ホームの雨漏りに伴う改修事業

5,000,000

社会福祉法人 多宝会

960福島県福島市本町4番23号
8035

居室の洗面温水器設置と水栓改修事業

4,000,000

特定非営利活動法人 福島県パートナー 963福島県郡山市熱海町高玉字抜山1-1
ドッグ普及委員会
1302

福島県内福祉施設でのアニマルセラピー事業

400,000

特定非営利活動法人 福島市聴覚障害者 960福島県福島市南町125番地
福祉会
8162

クッキー等の袋と真空パックための機器導入事
業

289,000

特定非営利活動法人 ふくしま成年後見 960- 福島県福島市五老内町6-4 フジコーポラス 高齢者等の権利擁護を図るための成年後見等利
センター
8111 101
用促進事業

500,000

特定非営利活動法人 みどりの杜福祉会

970福島県いわき市平南白土2-1-5
8025

知的、精神、身体障がい者授産施設の加工食品
製造機器の新規設置事業

2,110,000

社会福祉法人 慈量福祉会

300茨城県北相馬郡利根町布川3003-2
1622

保育園雨漏り対策のための屋上その他補修事業

4,330,000

社会福祉法人 栃木いのちの電話

320- 栃木県宇都宮市若草1丁目10番6号 とちぎ福
相談事業の充実を図るための印刷機の購入事業
8508 祉プラザ内

1,300,000

特定非営利活動法人 アシスト秩父

368埼玉県秩父市中村町3-12-23
0051

障害者、高齢者等の外出のための車椅子対応車
更改事業

1,100,000

社会福祉法人 久美愛園

336埼玉県さいたま市緑区三室1431
0911

障害者支援施設の外出支援用車椅子対応車の更
改事業

1,200,000

特定非営利活動法人 子ども文化ステー 331- 埼玉県さいたま市北区日進町3-757-2 さい 乳幼児（０歳～３歳児）の豊かな心を育むため
ション
0823 たま北NPOプラザ202
のシアタースタート参加型事業

500,000

社会福祉法人 彩虹会

349埼玉県加須市旗井1175
1132

知的障害者授産施設の外出・送迎車両の更改事
業

2,395,000

社会福祉法人 翠浩会

360埼玉県熊谷市小島527
0832

障害者支援施設の送迎用車両の配備事業

2,500,000

社会福祉法人 清陵会 行田保育園

361埼玉県行田市荒木4961番地
0011

保育園の送迎用車両の更改事業

2,034,000
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配 分 団 体
使 途 内 容
名

称

特定非営利活動法人 大地の郷

住

配分額（円）

所

355埼玉県比企郡吉見町大字久保田1036番地
0137

特定非営利活動法人 ヒールアップハウ 333埼玉県川口市北園町12-20-101
ス
0862

就労継続Ｂ型施設の農作業拡大のためのトラク
ターの新規配備事業

2,500,000

障害者のパン作り改革のための製造機器の増設
事業

1,400,000

特定非営利活動法人 ほっとポット

339埼玉県さいたま市井岩槻区太田1-2-14
0052

地域生活サポートホームの巡回訪問用の車両増
備事業

950,000

社会福祉法人 みのり福祉会

350埼玉県狭山市入間川3273-23
1305

多機能型支援施設の生活介護事業に係る送迎車
両の新規配備事業

2,000,000

社会福祉法人 吉川仲よし会

342埼玉県吉川市保1-24-1
0041

保育園の日差し対策のための改修事業

3,300,000

特定非営利活動法人 Ｌｉｇｈｔｓ

331埼玉県さいたま市北区吉野町1-433-7
0811

障がいのある小中学生向けキャリア教育実施の
ための印刷機新規設置事業

1,300,000

特定非営利活動法人 あおぞら

289千葉県旭市江ケ崎441番地
2503

施設の老朽化による内装改修及び洗面台・ス
ロープ設置事業

3,087,000

特定非営利活動法人 いちかわ市民文化 272千葉県市川市東菅野5-8-21-201
ネットワーク
0823

障害者の自己実現と社会参加のためのチャレン
ジド・アーツ教室開催事業

500,000

特定非営利活動法人 しいの木会

290千葉県市原市南国分寺台五丁目3番地5
0075

新設する障害者作業所のエアコンと厨房設備の
設置事業

1,300,000

社会福祉法人 寿好会

266千葉県千葉市緑区鎌取町75-1
0011

デイサービスセンターの送迎用車両の増車事業

2,000,000

社会福祉法人 高柳福祉会

277千葉県柏市高柳668-1
0941

障害者の共同生活介護等事業の設備基準に適合
するための改修事業

5,000,000

社会福祉法人 千葉いのちの電話

260千葉県千葉市中央区本町3丁目1-16
0012

自殺予防相談の通話録音機器の更改整備事業

1,330,000

社会福祉法人 花和会

264千葉県千葉市若葉区大宮町2107
0016

特別養護老人ホームのエアコン更新事業

2,987,000

特定非営利活動法人 ロンの家福祉会

274千葉県船橋市前原西3-8-6 大沢ビル102
0825

障害者支援施設の沈下修正、壁の補強をするた
めの改修事業

5,000,000

特定非営利活動法人 Ｉ Ｌｏｖｅつづ
き

224神奈川県横浜市都筑区中川1-4-1-411
0001

地域と障がい者が取り組む地域ブランドネット
ショップ事業

2,872,000

ＤＶ被害者電話相談事業

5,000,000

特定非営利活動法人 ウエスト神奈川女 258- 神奈川県小田原市足柄上郡松田町松田惣領
性の人権を守る会
0003 2060-8

特定非営利活動法人 子育てひろば全国 222私の３．１１乳幼児家庭の震災の記録集制作事
神奈川県横浜市港北区篠原北一丁目2番18号
連絡協議会
0021
業
社会福祉法人 さがみ愛育会

252神奈川県相模原市中央区淵野辺1-16-5
0206

障害者生活介護事業所の送迎等のための車両増
備事業

特定非営利活動法人 市民の会 寿アル 231- 神奈川県横浜市中区松影町3丁目11番地2 三
老朽化した厨房施設設備の整備改修事業
0025 和物産松影ビル2階
和物産松影ビ 2階
ク

2,000,000
900 000
900,000

新規特別養護老人ホームの送迎等のための車両
の新規配備事業

1,600,000

特定非営利活動法人 ワーカーズ・コレ 231- 神奈川県横浜市中区南仲通4-39 石橋ビル3 困難を抱えている若者達の働く機会を拡大する
クティブ協会
0006 階
ための地域サービス弁当事業

500,000

社会福祉法人 翔の会

253神奈川県茅ヶ崎市芹沢786
0008

3,800,000

社会福祉法人 愛寿会

408山梨県北杜市長坂町小荒間1293
0031

入浴用車椅子整備事業

社会福祉法人 日本介助犬福祉協会

401山梨県南都留郡山中湖村山中262番地の1
0501

介助犬使用者が語る実際の介助犬との生活ＤＶ
Ｄ製作事業

4,000,000

特定非営利活動法人 フードバンク山梨

400- 山梨県南アルプス市小笠原317 サンシャイ 食品の集配・配達に使用する車両の新規配備事
0306 ンビル1階
業

1,244,000

社会福祉法人 いのちの電話

102東京都千代田区富士見1-2-32
0071

ネット世代のこころの支援のためのインター
ネット相談推進事業

3,138,000

社会福祉法人 桜雲会

169東京都新宿区高田馬場4-11-14-102
0075

視覚障害者のキャリア教育推進のための基礎資
料の作成普及事業

3,207,000

特定非営利活動法人 風の子会

125東京都葛飾区西水元5-11-3
0031

重度障がい者の自立と社会参加のための余暇活
動支援事業

500,000

更生保護法人 更新会

169東京都新宿区西早稲田1-21-1
0051

被保護者居室の空調機の更新事業

1,800,000

特定非営利活動法人 ことばの道案内

114東京都北区滝野川7-2-7-101
0023

視覚障がい者のためのことばでわかる駅情報作
成ソフトウエアの開発と駅情報及び周辺郵便局
までのことばの道案内制作事業

2,700,000

社会福祉法人 さぽうとにじゅういち

141- 東京都品川区上大崎2丁目12番2号 ミズホビ 震災復興時における多文化共生社会促進のため
0021 ル5階
の定住外国人支援事業

3,815,000

特定非営利活動法人 市民シンクタンク 160東京都新宿区歌舞伎町2-19-13 ASKビル6F
ひと・まち社
0021

市民後見活動に向けた人材育成事業

特定非営利活動法人 すみださわやか
ネット

高齢者同士のふれあいの場づくりを通じた、安
心して地域で住み続けられる拠点活用型活動事
業

131東京都墨田区東向島2丁目11番13号
0032

250,000

1,000,000
500,000

特定非営利活動法人 全国就労支援事業 151- 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-10-9 更生保護会館
機器購入（デジタル印刷機）事業
者機構
0051 3F

1,995,000

190東京都西多摩郡日の出町大久野5107
0181

1,200,000

社会福祉法人 太陽福祉協会
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障害者支援施設の送迎用車両の新規配備事業

配 分 団 体
使 途 内 容
名

称

住

特定非営利活動法人 男女平等参画推進 108東京都港区港南3-4-8-1111
みなと
0075
更生保護法人 東京実華道場

配分額（円）

所

113東京都文京区湯島4-8-15
0034

特定非営利活動法人 日本コンチネンス 167東京都杉並区善福寺1-4-2 樹里ハイム103
協会
0041

ＤＶ防止を目的とした講演会の報告冊子の作
成・配布等事業

420,000

施設のエアコン機器入替事業

525,000

高齢者や障害者のための「排泄の悩み電話相
談」強化事業

2,464,000

特例社団法人 日本てんかん協会

162- 東京都新宿区西早稲田2-2-8 全国心身障害 てんかん発作における救急搬送に関する指標づ
0051 児福祉財団ビル4F
くりと啓発活動事業

4,000,000

特定非営利活動法人 日本ＡＳＬ協会

102- 東京都千代田区飯田橋3-3-11 飯田橋ばんら 国際手話教育及び通訳養成のための教材開発事
0072 いビル701
業

500,000

社会福祉法人 日本盲人会連合

169東京都新宿区西早稲田2-18-2
8664

視覚障害者用音訳図書製作及び貸出業務に係る
カセットテープデュプリケーター（コピー機）
導入事業

1,800,000

特定非営利活動法人 ぱれっと

150- 東京都渋谷区東3-19-9恵比寿イーストビル
0011 101

福祉作業所の会報誌印刷等に使用する印刷機の
更改事業

700,000

特定非営利活動法人 東村山手をつなぐ 189東京都東村山市諏訪町1丁目10番地1
親の会
0021

知的障害者（児）のための施設の耐震強度補強
事業

1,200,000

特定非営利活動法人 文化学習協同ネッ 181東京都三鷹市下連雀1-14-3
トワーク
0013

無業・ひきこもり状態の若者、発達障害の課題
をもつ若者のための輸送用車両の新規配備事業

1,736,000

社会福祉法人 ベテスダ奉仕女母の家

178東京都練馬区大泉学園町7-17-30
0061

調理作業の省力化のための食器洗浄機設置事業

2,200,000

社会福祉法人 村山福祉会

208東京都武蔵村山市伊奈平6-14-2
0023

入所者用洗濯物乾燥機の老朽化に伴う機器の更
新整備事業

687,000

社会福祉法人 浴風会

168東京都杉並区高井戸西1-12-1
0071

高齢者の介護家族を支援するための電話相談事
業

5,000,000

更生保護法人 両全会

151東京都渋谷区代々木神園町3番40号
0052

生活必需機器（洗濯機・乾燥機）の購入事業

特定非営利活動法人 わたげ

197東京都あきる野市二宮1051-2
0814

知的障害者ケアホームの避難用らせん滑り台設
置事業

2,500,000

特定非営利活動法人 ｅ－ＭＡＤＯ 病 390- 長野県松本市旭3-1-1 国立大学法人信州大 在宅障がい児の成長に連動した新しい遠隔リハ
気のこどもの総合ケアネット
8621 学医学部附属病院内
ビリ技術の開発事業

4,500,000

910,000

特定非営利活動法人 ケ・セラ

399長野県松本市芳川小屋650-29
0031

演奏活動の楽器運搬のための車両増備事業

社会福祉法人 ながのコロニー

388長野県長野市篠ノ井布施五明464番地1
8011

長野福祉工場の安全性・生産効率の向上のため
の無線綴機の更新事業

5,000,000

更生保護法人 長野司法厚生協会

380長野県長野市新諏訪一丁目1番8号
0873

高齢・障害者のためのバリアフリー対策工事事
業

700,000

社会福祉法人 はなぞの会

381長野県長野市青木島3丁目10番地3
2247

保育園の送迎用車両の更改事業

1,200,000

園舎屋根の老朽化のための改修事業

1,900,000

特定非営利活動法人 山の遊び舎はらぺ 399長野県伊那市東春近3660
こ
4432

970,000

社会福祉法人 加茂市社会福祉協議会

959新潟県加茂市幸町2丁目3番5号
1392

送迎用車両の更改事業

2,200,000

社会福祉法人 上越頸城福祉会

949新潟県上越市大潟区犀潟410-2
3116

グループホームの通院・外出・送迎用車両の新
規配備事業

1,500,000

社会福祉法人 心友会

956新潟県新潟市秋葉区大鹿522番地
0004

送迎用車両の更改事業

2,500,000

特例社団法人 新潟県精神障害者家族会 950- 新潟県新潟市中央区上所2-2-3 新潟ユニゾ 精神障害者への正しい理解を広げ、ノーマライ
連合会
0994 ンプラザハート館
ゼーションの実現を目指す啓発事業

300,000

特定非営利活動法人 ひなたの杜

950新潟県新潟市東区太平4丁目13-10
0005

知的障害者の日中活動を支援するオリーブ栽培
キット製造の新規設置事業

1,189,000

社会福祉法人 見附福祉会

954新潟県見附市学校町2丁目13番31号
0052

屋上防水シート老朽化のための改修事業

5,000,000

富山型デイサービス練合送迎用車両の更改事業

1,000,000

特定非営利活動法人 いちにのさんぽデ 933富山県射水市海老江練合570
イサービス
0235
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配 分 団 体
使 途 内 容
名

称

住

配分額（円）

所

公益財団法人 富山県アイバンク

930富山県富山市杉谷2630番地
0194

提供眼球の摘出から保存作業にかかわる機器整
備事業

1,500,000

社会福祉法人 フォーレスト八尾会

939富山県富山市八尾町黒田53-3
2304

就労継続支援（Ｂ型）事業所の送迎・就労支援
のための新規車両配備事業

1,897,000

特定非営利活動法人 サポートステー
ションＷａｋｕＷａｋｕ

920石川県金沢市長土塀2丁目2-20
0867

指定障害者福祉サービス事業所の送迎・外出用
車両の増備事業

1,800,000

社会福祉法人 むつみ会

921石川県金沢市十一屋町4-34
8106

指定障害者福祉サービス事業所の送迎・外出用
車両の更改事業

1,861,000

社会福祉法人 つつじ会

916福井県鯖江市三六町1丁目2-5-1
0021

農業機械の新規設置事業

社会福祉法人 六条厚生会

918福井県福井市下六条町217番4
8135

精神障害者の共同生活援助及び共同生活介護事
業所の建物改修事業

5,000,000

社会福祉法人 芦山会

915福井県越前市庄田町25-4-3
0043

障がい者福祉サービス事業所等の送迎用車両の
新規配備事業

1,499,000

社会福祉法人 伊豆市社会福祉協議会

410静岡県伊豆市八幡33-1
2505

「地域ぐるみの子育て支援」のためのサポー
ターとして人材育成と子育て・親育ち事業

421,000

社会福祉法人 昭隆会

417静岡県富士市大渕2815-2
0801

地域活動支援センターの木製デッキ老朽化のた
めの補修事業

700,000

特定非営利活動法人 ひつじの会

438静岡県磐田市二之宮302-11
0074

厨房機器整備事業

4,096,000

作業場の移動・拡張事業

3,410,000

特定非営利活動法人 リベラインダスト 411静岡県三島市本町7-28
リア
0855
特定非営利活動法人 あたたかい心

464愛知県名古屋市千種区内山一丁目11番16号
0075

特定非営利活動法人 心豊かにＡＲＤの 488愛知県尾張旭市旭ヶ丘町旭ヶ丘5656-6
会
0083

355,000

農業、福祉共同の農業担い手と障害者就労支援
のための農福共同事業

500,000

「届けよう!広げよう!絆つなぎの押し花はが
き」事業

500,000

社会福祉法人 すいと福祉会

483愛知県江南市小杁町林125番地
8404

送迎用車両の整備事業

1,000,000

社会福祉法人 成祥福祉会

485愛知県小牧市小木南二丁目88番
0056

小規模特別養護老人ホームの通院・外出・送迎
用車両の更改事業

1,000,000

社会福祉法人 ぜんよう会

444愛知県岡崎市鴨田町字南塊場2の1
2121

保育園の雨漏り対策のための屋上補修、塗装事
業

650,000

社会福祉法人 武豊町社会福祉協議会

知的障がい者就労継続支援B型事業の生産設備増
470- 愛知県知多郡武豊町長尾山2（思いやりセン
強及び工賃増額のための煎餅製造味付機器の新
2392 ター内）
規設置事業

390,000

社会福祉法人 立田南福祉会

496愛知県愛西市山路町荒山59
0942

保育園の視聴覚教育、体育用の新しいワイヤレ
スアンプを購入する事業

220,000

車椅子生活者が地域で暮らすために必要な移送
サービスを行うための講習会事業

400,000

ホタルの郷利用者の高齢化と重度化にともなう
廊下の改修事業

5,000,000

子育て支援事業を実施する施設の老朽化及び耐
震補強のための改修事業

4,452,000
3,075,000

特定非営利活動法人 豊田ハンディキャ 471愛知県豊田市錦町2-21-1
ブの会
0877
社会福祉法人 年長福祉会

441愛知県豊川市足山田町年長1番地6
1203

特定非営利活動法人 ファミリーステー 470愛知県日進市岩藤町陸見63
ションＲｉｎ
0104
更生保護法人 岐阜県共助会

500岐阜県岐阜市梅河町2-1
8815

厨房器具取替等事業

社会福祉法人 博愛福祉会

501岐阜県美濃市長瀬545番地
3782

保育園の大量調理対応と衛生管理向上及び食育
推進のための給食機器新規設置事業

650,000

障がい者パソコン講座等のためのノートパソコ
ン新規設置事業

500,000

特定非営利活動法人 アイ・コラボレー 518三重県伊賀市中友生1240
ション伊賀
0816
社会福祉法人 あいプロジェクト

510三重県四日市市東阿倉川254番地3
0805

知的障がい者作業所の製菓材料等の保存ための
冷凍冷蔵機器の増備設置事業

520,000

特定非営利活動法人 安濃津福祉会

514三重県津市夢が丘一丁目6番地2
0116

高齢者、障がい者の通所介護事業のための送迎
用車両の整備事業

1,100,000

特定非営利活動法人 新邦楽四ッ葉グ
ループ

511三重県いなべ市北勢町其原1951番地
0426

全国文化フォーラム共催事業

250,000

特定非営利活動法人 すずか希望の里

513三重県鈴鹿市道伯町2403番地
0824

介護や認知症などに関する"講演と映画のつどい
"実施事業

427,000

特定非営利活動法人 三重成年後見サ
ポートセンター

514三重県津市川方町532番地19
1122

成年後見制度の普及推進と利用支援事業

500,000

入浴施設及びシャワー室の設置・備品充実を含
む施設整備事業

793,000

特定非営利活動法人 浜大津子ども未来 520滋賀県大津市中央二丁目2番20号
園
0043
社会福祉法人 日野友愛会

529滋賀県蒲生郡日野町深山口524番地
1634

特殊浴槽設置事業

5,000,000

社会福祉法人 えのき会

612京都府京都市伏見区桃山町山ノ下44番地8
8002

生活介護事業所の送迎用車両の増備事業

1,200,000

特例財団法人 京都地域医療学際研究所

603京都府京都市北区紫野雲林院町17番地
8214

介護老人保健施設の送迎用車両の増備事業

1,175,000

更生保護法人 京都保護育成会

615京都府京都市右京区西院寿町20番地
0033

被保護者用寝具の老朽化のための更改事業

404,000
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配 分 団 体
使 途 内 容
名

称

特定非営利活動法人 就労ネットうじ

住

配分額（円）

所

611- 京都府宇治市小倉町老ノ木13-1 宇治小倉マ 就労継続支援Ａ型事業の清掃作業移動車両の更
0042 ンション221号
改事業

特定非営利活動法人 障害者就労支援事 613京都府久世郡久御山町佐山新開地16
業所 京都フォーライフ
0034

障害のある利用者が就労継続支援A型事業所の紙
器加工事業で高収益を獲得し職業訓練を実施す
るための設備設置事業

1,550,000
3,000,000

社会福祉法人 全国手話研修センター

616- 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3番地
就労支援センターの送迎用車両の新規配備事業
8372 の4

社会福祉法人 太陽福祉会

629京都府京丹後市久美浜町湊宮467番地の60
3422

ヘルパーステーションの訪門介護のための車両
の増車事業

913,000

社会福祉法人 福知山学園

620京都府福知山市三和町千束832
1442

障害者支援施設における重介護者の通院等に係
る車椅子対応型福祉車両の更新整備事業

1,500,000

特定非営利活動法人 水度坂友愛ホーム

610京都府城陽市寺田水度坂119-30
0121

スリーＡ方式による認知症予防教室事業

500,000

社会福祉法人 壬生老人ホーム

604京都府京都市中京区壬生梛ノ宮町31
8821

特別養護老人ホームの送迎用車両更改事業

800,000

社会福祉法人 山城福祉会

611京都府宇治市槇島町石橋13番地6
0041

知的障がい者が蚕の周年飼育による生成物を利
用した商品を研究開発・生産・販売し、利用者
の収入確保を図る事業

5,000,000

社会福祉法人 いずみ会

646和歌山県田辺市上屋敷1-11-44
0036

園舎屋上及びベランダ放水と塗装工事

2,700,000

特定非営利活動法人 いきいき会

569大阪府高槻市土室町36番5号
1147

配食サービス用の車両更改事業

社会福祉法人 いわき学園

559大阪府大阪市住之江区南加賀屋3丁目9番2号 送迎用車両の新規配備事業
0015

小児がん喪失家族のグリーフを支援するための
567- 大阪府茨木市美穂ヶ丘3-6-403（従たる事務
相互啓発型コミュニティ「ロス・カレッジ」事
0047 所）
業
障がい者のリハビリテーションの促進＆サポー
特定非営利活動法人 オーシャンゲート 542- 大阪府大阪市中央区西心斎橋2-18-6 アベ
ティング技術を普及するための海洋・プール活
ジャパン
0086 ニュー心斎橋704号
動事業
特定非営利活動法人 エスビューロー

社会福祉法人 オレンジの会

584大阪府富田林市大字龍泉877-78
0053

社会福祉法人 杏林福祉会 木の実保育 577大阪府東大阪市岸田堂西1丁目6番37号
園
0848
特定非営利活動法人 ＳＵＮ

537大阪府大阪市東成区大今里1-10-20
0012

特定非営利活動法人 ノーベル

530- 大阪府大阪市北区天満橋3-3-5 天満イン
0042 キュベーションラボ302

1,000,000
4,432,000

1,000,000
2,000,000

業務用生ゴミ処理機の新規設置事業

1,365,000

厨房・空調・トイレ・壁等の老朽化による改修
事業

4,130,000

556- 大阪府大阪市浪速区難波中3-8-17 学校法人 障がい者自立支援のための施設製品のカタログ
学園2号館207
販売事業
0011 エール学園2号館207

特定非営利活動法人 認知症の人とみん 537大阪府大阪市東成区東小橋1-18-33
なのサポートセンター
0024

800,000

特別養護老人ホームの通院・外出・送迎用車両
の増備事業

特定非営利活動法人 精神障害者支援の 543- 大阪府大阪市天王寺区上汐4-5-11 吉祥苑マ 障害福祉サービス就労継続支援B型事業所の厨房
会ヒット
0002 ンション101号
の業務用エアコン機器の更改事業
トゥギャザー
特定非営利活動法人 トゥギャザ

1,400,000

1,134,000
3 950 000
3,950,000

相談事業の情報共有化のためのパソコン環境整
備事業

280,000

ワーキングマザーのための子育てと仕事の両立
支援冊子作成、配布事業

500,000

特定非営利活動法人 野と森の遊び文化 560大阪府豊中市北桜塚2-3-11-401
協会
0022

障がい者就労支援事業拡大のための竹粉製造
機・集塵機・炭粉砕機の新規設置事業

1,800,000

社会福祉法人 蓮美幼児学園たにまち
ナーサリー

543大阪府大阪市天王寺区生玉寺町2-6-1・2階
0073

園庭のプール及び砂場の整備事業

1,521,000

社会福祉法人 ばなな ともの家

593- 大阪府堺市西区上野芝町2-7-3 西友楽市上 ケアホームの通院・外出・送迎用車両の新規配
8301 野芝2階
備事業

700,000

特定非営利活動法人 ほっと

569大阪府高槻市日吉台三番町6-1
1022

配食用車両の更改事業

800,000

社会福祉法人 森の宮福祉会

537大阪府大阪市東成区中道2丁目4番15号
0025

高齢者と子ども達とのふれあいのための地域交
流事業

778,000

社会福祉法人 あい

661兵庫県尼崎市東園田町3丁目76番地の16
0953

保育園の給食室の衛生管理改善のための床改修
事業

400,000

社会福祉法人 サン福祉会 サン保育園

665兵庫県宝塚市山本西1-4-1
0884

保育園の園児送迎・園外保育用車両の更改事業

2,000,000

社会福祉法人 清章福祉会

671兵庫県姫路市飾東町清住555番地
0205

ＡＤＬ、ＱＯＬ向上を目的とする機器の更改事
業

567,000

公益財団法人 どうぶつ基金

659兵庫県芦屋市奥池南町71-7
0004

猫の不妊手術奨励及び動物愛護思想の普及啓発
を行うための国民向けの啓発事業

5,000,000

社会福祉法人 フレンド

651兵庫県神戸市北区有野中町1丁目3-8
1313

障害者就労継続Ｂ型施設の新規事業開拓のため
の椎茸乾燥機の新規設置事業

920,000

社会福祉法人 陽気会

651兵庫県神戸市北区有野中町2-5-19
1313

知的障害者就労継続支援事業の新規事業開拓の
ための紙漉き製造機一式の新規設置事業

2,000,000

地域のみんなが集う拠点施設の家屋老朽化のた
めの改修事業

4,800,000

700- 岡山県岡山市北区南方2丁目13-1 きらめき 自閉症についての情報発信・啓発活動に使用す
特定非営利活動法人 岡山県自閉症協会
0807 プラザ2F
るプロジェクター他機器の新規設置事業

500,000

特定非営利活動法人 赤磐子どもＮＰＯ 709岡山県赤磐市下市115-2 5号室
センター
0816

社会福祉法人 こうなん福祉会

706岡山県玉野市八浜町大崎字天神169番地13
0224
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デイサービスセンターの送迎用車両の新規配備
事業

778,000

配 分 団 体
使 途 内 容
名

称

住

配分額（円）

所

社会福祉法人 稔福祉会

710岡山県倉敷市片島町34-3
0805

特殊浴槽の更新整備事業

4,000,000

社会福祉法人 三穂の園

713岡山県倉敷市玉島服部3788-1
8111

ケアホームの送迎車両の増設事業

2,700,000

更生保護法人 美作自修会

708岡山県津山市山下46番地の28
0022

更生保護施設の厨房の狭隘状態解消及び衛生状
態改善のための改修事業

1,200,000

社会福祉法人 鳥取県厚生事業団

689鳥取県鳥取市伏野2259番地43
0201

障害者相談支援事業所における訪問相談支援の
ための車両購入

460,000

社会福祉法人 鳥取市社会福祉協議会

680鳥取県鳥取市富安二丁目104-2
0845

過疎地有償運送事業で地域住民が利用する運行
車両の更改

1,638,000

社会福祉法人 みどり会

689鳥取県東伯郡北栄町江北484番地3
2101

保育園の雨漏り対策のための園舎屋上補修事業

840,000

児童養護施設の通院・外出・送迎用車両の更改
事業

1,517,000

社会福祉法人 三隅愛育会 児童養護施 699島根県浜田市三隅町向野田409番地
設 聖喤寮
3212
社会福祉法人 一れつ会

720広島県福山市加茂町字上加茂811
2419

知的障がい者多機能型施設の機械整備のための
パソコン機器等の導入事業

1,053,000

社会福祉法人 内海福祉会

722広島県福山市内海町ロ2825番地3
2632

特別養護老人ホームの通院・外出・送迎用車両
の増車事業

2,000,000

社会福祉法人 輝き奉仕会

734広島県広島市南区北大河町39-1
0042

建物附属設備老朽化のための改修事業

4,000,000

特定非営利活動法人 きっかけづくりの 731広島県広島市安佐南区相田5丁目24-12-5
会
0141

「車椅子介助者育成講座」事業

500,000

社会福祉法人 広賀会

739広島県東広島市西条町寺家4205番地
0041

障害者支援施設のナースコール設備取替事業

社会福祉法人 正蔵会

720広島県福山市藤江町231番地の1
0543

デイサービスセンターの送迎用車両の増備事業

700,000

社会福祉法人 西中国キリスト教社会事 738広島県廿日市市原362番地の2
業団
0031

デイサービスセンターの送迎用車両の更改事業

1,700,000

特定非営利活動法人 広島自立支援セン 731- 広島県広島市佐伯区五日市町上河内白が瀬
ター ともに
5151 1544

障がい者就労支援のためのおしぼり包装機の機
械整備事業

2,000,000

障害福祉サービス事業所の通所・外出・送迎用
車両の更改事業

1,400,000

農園の農業用車両整備事業

1,500,000

社会福祉法人 福山愛生会

721広島県福山市青葉台1丁目20-2
0911

社会福祉法人 倫 多機能型事業所 就 739広島県東広島市黒瀬町楢原254-2
労サポートありんこ
2613
特定非営利活動法人 山口県腎友会

753- 山口県山口市大手町9-6 山口県社会福祉会 慢性腎臓病の早期発見と予防の周知のための啓
0072 館2F
発事業

5,000,000

1,824,000

特定非営利活動法人 ひかりエコ・エン 761香川県高松市檀紙町1985番地3
ジニアリング
8041

障害者就労支援リサイクル施設の空調整備事業

1,000,000

特定非営利活動法人 らでぃっしゅ福祉 761香川県高松市鹿角町445番地1
会
8082

作業所内の老朽化のための改修等事業

4,100,000

特定非営利活動法人 地域交流の会コス 779徳島県鳴門市大麻町板東字西山田4番地1
モスはうす
0236

宅老所増設ための施設改修事業

1,700,000

社会福祉法人 友情会

771徳島県板野郡松茂町広島字四番越5番地1
0220

老朽化に伴う雨漏り被害による外壁塗装及び屋
上防水等の緊急改修事業

5,000,000

社会福祉法人 愛媛いのちの電話

790- 郵便事業株式会社松山支店私書箱１５８号
8691 愛媛いのちの電話事務局

「インターネット相談」の事業立ち上げのため
のパソコン新規設置事業

522,000

特定非営利活動法人 要約筆記 高知・ 780高知県高知市若草町3-1-208
やまもも
8081

要約筆記者養成講座開催のためのパソコン増備
設置事業

600,000

特定非営利活動法人 ワークスみらい高 780高知県高知市梅ノ辻9-9
知
8011

障害のある人の文化芸術による社会交流のため
のアートゾーンプログラム事業

5,000,000

社会福祉法人 金丸福祉会

830福岡県久留米市津福本町517番地4
0047

保育園のフェンス工事、門の取り付け改修事業

4,500,000

社会福祉法人 菊陽会

822福岡県田川郡福智町伊方4448番地
1211

保育所の屋上防水改修工事

2,800,000

公益財団法人 九州盲導犬協会

810- 福岡県福岡市中央区荒戸3丁目3番39号福岡市 身体障害者補助犬の訓練・啓発用車両の更改事
0062 市民福祉プラザ内
業

特定非営利活動法人 サポネットおごお 838- 福岡県小郡市二森1167番地1 小郡市総合福
通院・外出等送迎車両の更改事業
り
0126 祉センター内
社会福祉法人 正勇会

803福岡県北九州市小倉北区中井1丁目7-14
0836

特別養護老人ホームの通院・外出・送迎用車両
の増備事業

社会福祉法人 福岡市身体障害者福祉協 810- 福岡県福岡市中央区荒戸3-3-39 福岡市市民
各種社会福祉事業のための車両新規配備事業
会
0062 福祉プラザ4階

1,400,000
1,200,000
2,200,000
2,000,000

社会福祉法人 屏山福祉会

839福岡県久留米市善導寺町飯田359番地2
0824

避難スベリ台の老朽化による改修工事

2,000,000

社会福祉法人 報恩保育園

830福岡県久留米市北野町高良1685番地4
1114

市下水道事業推進及び園児用トイレの老朽化に
よる改修事業

4,600,000

社会福祉法人 竜王

820福岡県飯塚市高田1181番地
0079

食用廃油・アルミ缶を回収する車両の更改事業

1,020,000

社会福祉法人 緑樹会

822福岡県直方市大字上頓野4599-1
0003

パン・焼菓子製造機器の新規設置事業

4,200,000

特定非営利活動法人 ＮＰＯ小麦の家

849佐賀県伊万里市東山代町里字蕨野359番地4
4282

クッキー・ケーキの製造機器（オーブン）の増
備事業

2,600,000

特定非営利活動法人 子どもと文化の
ネットワーク ぽっぽ・わーるど

841- 佐賀県鳥栖市元町1228-2 鳥栖市勤労青少年 ひとりぼっちの子育てママのための心のサポー
0051 ホーム内
ト事業

500,000
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配 分 団 体
使 途 内 容
名

称

住

配分額（円）

所

社会福祉法人 佐賀春光園

849佐賀県三養基郡みやき町原古賀6994
0101

福祉車両の整備事業

2,365,000

社会福祉法人 スプリングひびき

849佐賀県佐賀市高木瀬町長瀬196-3
0917

生活介護事業所の送迎・外出用車両の増備事業

2,078,000

特定非営利活動法人 とす市民活動ネッ 841- 佐賀県鳥栖市轟木町1173番地 スーパーセン 木育を使った子育て応援による地域コミュニ
トワーク
0061 ターイズミ鳥栖店2階
ティ再生事業

1,979,000

社会福祉法人 なごむ会

842佐賀県神埼市脊振町服巻5065-122
0203

障害者支援施設の通院・外出・送迎用車両の更
改事業

2,000,000

社会福祉法人 佐賀ライトハウス

840佐賀県佐賀市天神一丁目4-16
0815

老朽化による施設改修事業

1,200,000

更生保護法人 佐世保白雲

857長崎県佐世保市白岳町730番地1
1164

業務用冷蔵庫の新規購入事業

社会福祉法人 長崎慈光園

859長崎県東彼杵郡川棚町小串郷1956
3618

食堂テーブル・椅子の老朽化による新規設置事
業

2,000,000

社会福祉法人 宇佐福祉会

872大分県宇佐市南宇佐2570-1
0102

園庭固定遊具新規整備事業

2,800,000

社会福祉法人 県南福祉会

876大分県佐伯市中江町4番35号
0812

老朽化による食堂等の床面、外観等の改修事業

2,000,000

社会福祉法人 興隆会

879大分県豊後高田市新栄1220番地2
0607

迎車車両の更改事業

900,000

特定非営利活動法人 こどもサポート
にっこ・にこ

879大分県杵築市山香町大字野原1413番地3
1307

世代間交流事業（"虹いろゆうびん"事業）

500,000

社会福祉法人 新樹会

870大分県大分市大字横瀬1050番地
1173

地域交流スペースの新規設置にともなう視聴覚
機器等整備事業

社会福祉法人 慈光会 にしき保育園

871大分県中津市本耶馬渓町西谷2863番地
0314

園庭の排水整備事業

社会福祉法人 寿光福祉会 坂ノ市保育 870大分県大分市久原中央2丁目8番16号
園
0325

500,000

5,000,000
330,000

保育園遊具施設の老朽化のための改修事業

5,000,000
5,000,000

社会福祉法人 日吉会 明野台保育園

870大分県大分市大字猪野字東中尾463番地1
0134

老朽化によるテラス雨漏り改修事業

社会福祉法人 ポプラ会 旦の原保育園

870大分県大分市高江北二丁目8番1
1119

園児のための安全向上、構築物代替事業

社会福祉法人 友愛会 東舞鶴保育園

870大分県大分市中津留1丁目5-27
0939

保育園テラスの床板老朽化、手・足洗い場の拡
張及び段差解消のための改修事業

1,800,000

特定非営利活動法人 夢苞

878大分県竹田市大字竹田1529番地1
0013

地域活動支援センターの送迎用車両の更改事業

2,000,000

社会福祉法人 若宮福祉会

877大分県日田市竹田新町2番33号
0041

園児健康増進のための体育機器購入事業

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会

864熊本県荒尾市下井手193-1
0011

地域福祉推進にかかる車両の新規整備事業

1,000,000

社会福祉法人 清流会

869熊本県八代郡氷川町宮原1116
4602

学園の老朽化外部塗装工事事業

5,000,000

うどん屋野の花の駐車場整備事業

1,410,000

特定非営利活動法人 ワークショップひ 863熊本県天草市牛深町129-3
なたぼっこ
1901

900,000

900 000
900,000

社会福祉法人 綾町社会福祉協議会

880- 宮崎県東諸県郡綾町大字南俣615番地 綾町
送迎用車両の更改事業
1303 ケアハウス うるおいの里内

2,300,000

社会福祉法人 燦燦会

886宮崎県小林市堤2950番地
0003

児童療育センターの障がい児デイサービスのた
めの送迎用車両の更改事業

1,500,000

特定非営利活動法人 太陽の郷

880宮崎県宮崎市高岡町浦之名4083番地
2223

地域活動支援センターの送迎用車両の整備事業

1,300,000

社会福祉法人 立縫会

889宮崎県日向市美々津町4074番地
1111

特別養護老人ホームの送迎用車両の整備事業

1,300,000

特定非営利活動法人 いちごいち笑 ～ 899- 鹿児島県日置市伊集院町徳重1786番地2 前 家族介護者のための家庭介護・看護における事
明日香の家族～
2502 田平住宅4号棟106
故予防と救急対応の心得伝授事業
特定非営利活動法人 健康づくりフォー 893鹿児島県鹿屋市寿2丁目14-5
ラム
0014
特定非営利活動法人 こすも

891鹿児島県熊毛郡中種子町納官6079
3601

特定非営利活動法人 沖縄県自立生活セ 901沖縄県宜野湾市伊佐4-4-1
ンター・イルカ
2221
更生保護法人 がじゅまる沖縄

903沖縄県那覇市首里平良町1-29-4
0803
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500,000

高齢者の引きこもり予防と介護予防のための
サークル活動事業

5,000,000

障がい者就労支援B型の新規事業開拓のための鉄
骨ハウス機器の新規設置事業

4,000,000

障がい者の自立生活実現のための障がい者育成
事業

500,000

被保護者用談話室のソファセットの更改事業

120,000

②風水害、震災等非常災害による被災者の救助又はこれらの災害の予防を行う事業（6団体 19,042,000円）
配 分 団 体
使 途 内 容
名

住

称

配分額（円）

所

社会福祉法人 熊野緑会

647和歌山県新宮市木ノ川703
0073

特定非営利活動法人 和歌山県腎友会

640- 和歌山県和歌山市手平2丁目1-2 県民交流プ 要援護者のための災害（救急）時の減災（救
8319 ラザ和歌山ビッグ愛
命）支援事業

特定非営利活動法人 全国訪問美容・訪 848佐賀県伊万里市二里町八谷搦1189番地
問託児センター
0031

障害者支援施設の被災対策用の備蓄庫兼トイレ
設置事業

4,000,000
490,000

託児学童保育施設のための避難経路確保事業

4,800,000

社会福祉法人 せるふねっと２１

865熊本県玉名市大倉1503番地1
0023

保育園園舎の安全確保補強工事事業

3,675,000

特定非営利活動法人 みさと

869熊本県芦北郡芦北町大字天月1337-1
6301

防災訓練・自主防災組織の立ち上げ支援事業

1,477,000

収容避難所の安全・安心のための機能調査及び
第二次収容避難所策定事業

4,600,000

特定非営利活動法人 沖縄バリアフリー 901沖縄県那覇市小禄1285-4 （2C）
研究会
0152

③がん、結核、小児まひその他特殊な疾病の学術研究、治療又は予防を行う事業（4団体 13,000,000円）
配 分 団 体
使 途 内 容
名

住

称

配分額（円）

所
希少がん患者・家族を対象としたがん医療情報
提供・共有のためのセミナー開催・ネット配信
事業

5,000,000

特定非営利活動法人 ＨＡＩＣＳ研究会

101- 東京都千代田区猿楽町2-7-3 川崎パークビ 訪問看護師を対象とした感染予防講習会開催事
0064 ル7階
業

800,000

特例財団法人 北陸予防医学協会

933富山県高岡市金屋本町1-3
0945

特定非営利活動法人 キャンサーネット 113東京都文京区湯島1-6-8中央自動車ビル7階
ジャパン
0034

公益財団法人 佐賀国際重粒子線がん治 841佐賀県鳥栖市本通町一丁目802番地3
療財団
0033

若年者の乳がんを集団検診で早期に発見するた
めの超音波診断装置の設置事業

2,200,000

がん撲滅に向けた最先端医療「重粒子線がん治
療」普及啓発事業

5,000,000

④交通事故の発生若しくは水難に際しての人命の応急的な救助又は交通事故の発生若しくは水難の防止を行う事業（1団体 3,200,000円）
配 分 団 体
使 途 内 容
名

住

称

配分額（円）

所

神奈川県横浜市中区桜木町1丁目1番地56 ク
特定非営利活動法人 ウォーターリスク 231各種ウォータースポーツ競技会における安全管
リーンセンタービル5階市民活動共同オフィ
マネジメント協会
0062
理のための事業
ス内

3,200,000

⑤文化財の保護を行う事業（3団体 10,200,000円）
配 分 団 体
使 途 内 容
名

称

住

配分額（円）

所

特定非営利活動法人 尾上蔵保存利活用 036青森県平川市猿賀南野53-10
促進会
0242

文化財保護の増進を目的とする農家蔵保存改修
事業

4,700,000

特例財団法人 黒川能保存伝承事業振興 997山形県鶴岡市黒川字宮の下291
会
0311

『黒川能』の魅力を広く発信するため図譜を作
成する事業

5,000,000

沖縄県内の水中文化財の保護をするための検証
作業

500,000

特定非営利活動法人 海底遺跡研究会

901沖縄県南城市佐敷字佐敷1539-192
1403
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⑥青少年の健全な育成のための社会教育を行う事業（35団体 58,667,000円）
配 分 団 体
使 途 内 容
名

称

住

配分額（円）

所

特定非営利活動法人 コンカリーニョ

063北海道札幌市西区八軒1条西1丁目2-10
0841

こどもたちの素直な自己表現のための演劇教室
事業

500,000

特定非営利活動法人 ＮＡＴＵＲＡＳ

041北海道函館市美原2丁目9番20号
0806

子どもたちの郷土愛を深める教育プロジェクト
事業

500,000

特定非営利活動法人 北海道自由が丘学 062北海道札幌市豊平区月寒東1条15丁目5-11
園・ともに人間教育をすすめる会
0051

本部兼教育実践施設の3階建て建物外壁改修事業

2,600,000

特定非営利活動法人 乗馬とアニマルセ 020岩手県盛岡市岩脇町1-25
ラピーを考える会
0101

被災児童等のこころのケアを目的とした馬との
ふれあいによる青少年健全育成事業

2,304,000

特例社団法人 福島青年会議所

960福島県福島市大町2番5号
8041

『わらしっ子塾～笑顔で一歩一歩・「希望」が
あるよ！そして「夢」もあるよ！～inつくば』
実施事業

2,000,000

特定非営利活動法人 す馬いる

379群馬県伊勢崎市平井町1448-2
2223

青少年の馬を通しての情操教育並びに循環型農
業を体験する事業

2,064,000

特例財団法人 伊勢原市みどりのまち振 259神奈川県伊勢原市西富岡320番地
興財団
1111

グリーン・ハート・スクール実施のための搬送
用車両の更改事業

799,000

特定非営利活動法人 健康生きがいづく 215神奈川県川崎市麻生区千代ヶ丘8-11-14
り教室
0005

子どもと高齢者を繋ぐおもちゃふれあいフェス
タ事業

2,000,000

特定非営利活動法人 シャーロックホー 220- 神奈川県横浜市西区南軽井沢18-1 南軽井沢 空き店舗等を活用した困難を抱えた若者の起業
ムズ
0002 パークサイド110
支援・スキルアップ支援事業

4,980,000

特定非営利活動法人 地球学校

223神奈川県横浜市港北区下田町6-17-3
0064

特定非営利活動法人 ミニシティ・プラ 224神奈川県横浜市都筑区南山田2-1-2-306
ス
0029

「漢字学習」意欲向上教材の新規開発事業
ミニヨコハマシティ防災計画まちづくりプロ
ジェクト事業

500,000
2,594,000

特定非営利活動法人 みんなのおうち
バンビのピエノ

215- 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-10-6 井上ハ
学童保育児童が芸術を体感するための活動事業
0021 イツ306

230,000

特定非営利活動法人 劇場創造ネット
ワーク

166東京都杉並区高円寺北2-1-2 座・高円寺
0002

500,000

特定非営利活動法人 碁スカイパーク

136「集まろう！囲碁フェスタ２０１２ ｉｎ Ｔｏ
東京都江東区北砂6-19-11 コスモ大島101号
0073
ｋｙｏ」開催事業

483,000

特例財団法人 全国高等学校定時制通信 160- 東京都新宿区南元町23番地 公立共済四谷ビ 勤労青少年の健全育成のための手記集作成・配
制教育振興会
0012 ル5階
布事業

1,000,000

「若者のためのじっくりものづくり塾」事業

特定非営利活動法人 全国不登校新聞社

114東京都北区岸町1-9-19
0021

不登校、ひきこもりの子ども・若者のための進
路講座・交流合宿、親のための研修合宿事業

370,000

特例社団法人 全日本ピアノ指導者協会

170東京都豊島区巣鴨1-15-1 宮田ビル3階
8458

プロピアニストによるコンサート実施事業

500,000

特定非営利活動法人 東京児童文化協会

162162
東京都新宿区東榎町4番地
0807

高齢者を励ますための「お手紙キャラバン隊」
事業

5,000,000

公益社団法人 日本フィランソロピー協 100東京都千代田区大手町二丁目2番1号
会
0004

社会意識の高い青少年を育成するための社会貢
献学習プログラム推進事業

5,000,000

特定非営利活動法人 フリー・ザ・チル 157東京都世田谷区南烏山6-6-5 3F
ドレン・ジャパン
0062

子ども活動応援事業

1,075,000

公益財団法人 金沢子ども科学財団

920石川県金沢市西町三番丁16番地
0913

児童及び生徒の科学的活動機会拡充のための
オープンスクール事業

500,000

特例財団法人 丸岡町文化振興事業団

910福井県坂井市丸岡町霞1丁目41-1
0298

青少年の健全な育成のための社会教育事業

500,000

環境教育指導者を目指す高校生・大学生のため
の実践的な自然体験活動指導者講座開設事業

500,000

特定非営利活動法人 アジア日本相互交 460- 愛知県名古屋市中区大須3丁目5番地4号 矢 市民ボランティアによる外国にルーツを持つ子
流センター・ICAN
0011 場町パークビル9階
どもの教育促進事業

500,000

特定非営利活動法人 ホールアース研究 419静岡県富士宮市下柚野165
所
0305

高校生が「Ｔｈｉｎｋ ｇｌｏｂａｌｌｙ，Ａｃ
ｔ ｌｏｃａｌｌｙ」を実践するための環境教育
事業

特定非営利活動法人 イカオ・アコ

470愛知県知多郡美浜町奥田 日本福祉大学内
3295

特定非営利活動法人 Ｉ．Ｈ．Ｃ．Ｎ

550- 大阪府大阪市西区新町1-12-14 ル・グラン 学生ネットワークからの社会貢献活動の発信事
0013 デ本町6階
業

特例社団法人 大阪市教育振興公社

541- 大阪府大阪市中央区船場中央4-1-10-203 船
「生きる力」を向上させる場づくり事業
0055 場センタービル10号館2階

特定非営利活動法人 ひょうご新民家21

662兵庫県西宮市平松町8-27
0044

1,163,000
5,000,000
500,000

青少年のための「森林資源循環と次世代風土住
宅の連携による持続的地域創造」普及啓発事業

1,420,000

特定非営利活動法人 レックス体操クラ 670兵庫県姫路市東延末1-56-903
ブ
0965

コーディネーショントレーニングを活用した体
操教室事業

499,000

690島根県松江市白潟本町70番地
0061

様々な困難を抱える若者のための多様な働き方
創出事業

2,500,000

「起業・創造型共同作業所」と「能力獲得支援
私塾」の開設プロジェクト事業

3,368,000

学童の健全育成を目的とした学童保育特別講座
事業

498,000

特定非営利活動法人 鳥栖子どもミュー 841佐賀県鳥栖市元町1228番地2
ジカル
0051

子どもの健全育成及び地域からの質の高い文化
の発信事業「キッズミュージカルＴＯＳＵ１０
周年記念公演」

4,970,000

特定非営利活動法人 普賢岳と共生する 859長崎県南島原市深江町戊2962-35
会
1505

農耕用トラクター配備事業

1,250,000

特定非営利活動法人 YCスタジオ

739特定非営利活動法人 よもぎのアトリエ
広島県広島市安佐北区亀崎4丁目12番1号
1742
特定非営利活動法人 有田町どっとこむ

特定非営利活動法人 五ヶ瀬自然学校

844佐賀県西松浦郡有田町本町丙972番地32
0018

882宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町大字鞍岡6452乙
1201
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青少年健全育成のためのスキー教室およびス
キーキャンプ開催事業

500,000

⑦健康の保持増進を図るためにするスポーツの振興のための事業（1団体 2,548,000円）
配 分 団 体
使 途 内 容
名

住

称

277千葉県柏市豊上町23-29
0858

特定非営利活動法人 スマイルクラブ

配分額（円）

所
中高齢者の健康と知的好奇心を支援するための
『スマイル健康大学』事業

2,548,000

⑧地球環境の保全（本邦と本邦以外の地域にまたがって広範かつ大規模に生ずる環境の変化に係る環境の保全をいう。）を図るために行う事業
（5団体 19,400,000円）
配 分 団 体
使 途 内 容
名

称

住

配分額（円）

所
ハタハタとの共生と循環型海洋資源構築のため
の事業

5,000,000

寺家ふるさと村里山再生市民参加プロジェクト
事業

4,800,000

特定非営利活動法人 富士山測候所を活 102日本の自然環境保全のための富士山頂を利用し
東京都千代田区麹町1-6-9 DIK麹町ビル901
用する会
0083
た越境酸性雨観測事業

4,900,000

特例財団法人 環日本海環境協力セン
ター

930富山県富山市牛島新町5-5
0856

北東アジア地域の青少年を対象とした環境保全
活動に取り組む人材育成のための事業

4,200,000

特定非営利活動法人 どんぐりモンゴリ

480愛知県愛知郡長久手町久保山1925番地
1151

モリコロパークから東北へ緑のプレゼント事業

500,000

特定非営利活動法人 みなと研究会

998山形県酒田市上安町1丁目5番地の2
0011

特定非営利活動法人 農に学ぶ環境教育 227神奈川県横浜市青葉区寺家町311番地
ネットワーク
0031
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（２） 東日本大震災の被災者救助・予防（復興）助成（33団体 130,872,000円）
東日本大震災による被災者の救助又はその予防（復興）を目的とする事業
配 分 団 体
使 途 内 容
名

称

住

配分額（円）

所

社会福祉法人 札幌協働福祉会

002北海道札幌市北区篠路町福移147-3
8055

東日本大震災の被災者の子供たちを対象に原発
被災地から離れ北海道で安心して過ごしていた
だくための活動事業

3,630,000

社会福祉法人 岩手県社会福祉協議会

020- 岩手県盛岡市三本柳8-1-3 ふれあいランド 被災地から災害ボランティアへ「ありがとう」
0831 岩手内
メッセージ贈呈事業

2,178,000

特定非営利活動法人 ケアセンターいこ 021岩手県一関市地主町2番26号
い
0893

地震等災害時の独居高齢者の安否確認と一時避
難所設置整備事業

3,140,000

020岩手県盛岡市中央通一丁目6番1号
8691

被災者支援のための電話受信に伴う通話録音装
置の設置

1,800,000

特定非営利活動法人 くりこま高原・地 989宮城県栗原市栗駒沼倉耕英中74-1
球の暮らしと自然教育研究所
5371

震災復興における森林エネルギー活用促進のた
めのペレットストーブ設置事業

4,710,000

特例財団法人 結核予防会宮城県支部

989宮城県仙台市青葉区中山吉成二丁目3番1号
3203

東日本大震災被災地住民の健康管理及び健康リ
スク対策支援事業

5,000,000

特定非営利活動法人 シャロームの会

984- 宮城県仙台市若林区新寺2-3-1 長屋ビル402 被災者の方々の交流・ボランティアの方々の宿
0051 号室
泊施設確保のための支援事業

5,000,000

社会福祉法人 ふれあいの里

989宮城県登米市迫町新田字対馬51-7
4601

東日本大震災に伴う避難障害者の受け入れのた
めの送迎車両の新規配備事業

3,300,000

特定非営利活動法人 Ａｉｚｕ－Ｃｏｍ 969- 福島県大沼郡会津美里町東尾岐字田中5391番 "Ｖｉｒｔｕａｌ ＮＡＲＡＨＡ"原発事故全町
ｐｕｆａｒｍ
6232 地
避難による崩壊住民コミュニティ再生事業

5,000,000

特定非営利活動法人 勿来まちづくりサ 974福島県いわき市佐糠町東1-19-5
ポートセンター
8223

いわき市勿来地区津波被災者のアパート生活支
援のためのサロン事業

4,000,000

福島県民の安全、安心のための放射能測定事業

5,000,000

仮設住宅の地域コミュニティ形成のためのコ
ミュニティカフェ「ふれあいひびき」開設事業

5,000,000

東日本大震災による原発問題を抱えている相双
地区の医療・教育の環境整備事業

3,020,000

東日本大震災で大阪に避難された被災家庭の子
育てを通した家庭環境健全化支援事業

4,000,000

社会福祉法人 盛岡いのちの電話

特例財団法人 福島県保健衛生協会

960福島県福島市方木田字水戸内19番地6
8550

特定非営利活動法人 たすけあいの会ふ 270千葉県松戸市東平賀7番地の2
れあいネットまつど
0003
一般財団法人 世界こども財団

259神奈川県中郡大磯町国府本郷1805-2
0111

特定非営利活動法人 全日本企業福祉協 215神奈川県川崎市麻生区千代ヶ丘8-11-14
会
0005

特定非営利活動法人 鶴見川流域ネット 223- 神奈川県横浜市港北区綱島西2-5-10 コーリ
東日本子どもの自然体験活動交流事業
ワーキング
0053 ン綱島4F
特定非営利活動法人 日本災害救護推進 214神奈川県川崎市多摩区宿河原6-19-28
協議会
0021
特定非営利活動法人 ハッピーライフ

被災地における「命への安心と安全」の環境を
構築するためのＡＥＤ設置と救命法の普及を目
的とした事業

245- 神奈川県横浜市泉区新橋町757番地グリーン
被災地に太陽光街灯を届ける事業
0009 アレー202号

3,000,000
5,000,000
5,000,000

特定非営利活動法人 ＡＤＲＡ Ｊａｐ 150東京都渋谷区神宮前1-11-1
ａｎ
0001

応急仮設住宅コミュニティにおける対話や交流
支援事業

4,785,000

特定非営利活動法人 エコロジー・アー 108東京都港区三田2-7-9-1103
キスケープ
0073

飯舘村民の絆・つながり強化プロジェクト事業

4,254,000

特定非営利活動法人 学校マルチメディ 101- 東京都千代田区外神田6-11-14 3331 Arts 東北の森林間伐材加工品を活用する被災地高校
アネットワーク支援センター
0021 Chiyoda 207
のための復興支援事業

3,000,000

明日を担う岩手県山田町の子どもたちのための
放課後学習支援・軽食提供・地域交流事業

5,000,000

東日本大震災における復興支援のための人材派
遣事業に対するフォローアップ・情報共有事業

3,244,000

水難救助体制復興のための救助機具整備事業

3,000,000

一般社団法人 日本プライマリ・ケア連 101東京都千代田区神田駿河台2-5
合学会
0062

後期研修医の派遣による被災地の地域医療と地
域の活性化のための事業

5,000,000

特定非営利活動法人 ヒューマンライ
ツ・ナウ

東日本大震災に関連する被災者・周辺住民の権
利保護のための調査・法律相談活動事業

5,000,000

特定非営利活動法人 ファザーリング・ 113被災地の子どもたちの支援のための絵本キャラ
東京都文京区本駒込2-1-18 芙蓉倶楽部301
ジャパン
0021
バン隊活動事業

577,000

102- 東京都千代田区飯田橋4-8-4 第二プレシー
被災地に住む中高生に対する無償学習支援事業
0072 ザビル502号室

5,000,000

特定非営利活動法人 こども福祉研究所

157東京都世田谷区給田3丁目9番2号516
0064

特定非営利活動法人 全国精神障害者地 160- 東京都新宿区新宿1-24-7 ルネ御苑プラザ
域生活支援協議会
0022 418
公益社団法人 日本水難救済会

特定非営利活動法人 フローレンス

102- 東京都千代田区麹町4丁目5番地 海事セン
0083 タービル

110東京都台東区東上野1-20-6 丸幸ビル3F
0015

特定非営利活動法人 野外遊び喜び総合 183東京都府中市幸町1-28-11
研究所
0054
公益財団法人 理想教育財団

福島県の子どもの自然体験と地域活性化のため
の復興支援事業

5,000,000

105東日本大震災被災小中学校に対する図書教材寄
東京都港区新橋2-20-15 新橋駅前ビル1号館
0004
贈事業

5,000,000

特定非営利活動法人 日本動物介護セン 500岐阜県岐阜市藍川町1-16
ター
8103
特定非営利活動法人 たんご村

626京都府宮津市鶴賀2074
0041

特定非営利活動法人 日本レスキュー協 664兵庫県伊丹市下河原2丁目2-13
会
0832
国立大学法人 広島大学

739広島県東広島市鏡山1-3-2
8511
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計画避難区域内被災者ペット犬の一時預かり及
び放浪犬の保護事業

5,000,000

「東日本大震災で被災した福島の小中学生のた
めの丹後サマーキャンプ＆がんばれ日本・人と
人をつなぐ・炎の架け橋」事業

3,780,000

被災者のペット犬を預るための施設改修事業

1,764,000

宮城県の東日本大震災被災者の集団健康管理
（ポピュレーションヘルスマネージメント）事
業

3,690,000

２ カーボンオフセット年賀寄附金

①地球環境の保全（本邦と本邦以外の地域にまたがって広範活大規模に生ずる環境の変化に係る環境の保全をいう。）を図るために行う事業
（17団体 91,415,000円 ※郵便事業株式会社が独自に拠出した寄附金を含む。）
配 分 団 体
使 途 内 容
名

住

称

配分額（円）

所

特定非営利活動法人 人まち育て I＆I

064- 北海道札幌市中央区宮ケ丘2丁目1-1 ラファイ
排出権（Ｊ－ＶＥＲ）の取得・償却
0959 エット宮ケ丘303 Platz内

3,906,000

特例社団法人 あきた地球環境会議

010秋田県秋田市中通6-1-65 PPビル4F
0001

排出権（Ｊ－ＶＥＲ）の取得・償却

5,376,000

特定非営利活動法人 工房 JOYさあくる

017秋田県大館市片山町3丁目1-56
0872

排出権（Ｊ－ＶＥＲ）の取得・償却

1,260,000

特定非営利活動法人 冒険の鍵クーン

018秋田県北秋田市米内沢字寺ノ下8-28
4301

排出権（ＣＥＲ・Ｊ－ＶＥＲ）の取得・償却

4,348,000

特定非営利活動法人 まちおこし結っこ

012- 秋田県湯沢市北荒町2-20 雄勝郡会議事堂記
排出権（Ｊ－ＶＥＲ）の取得・償却
0825 念館内

1,260,000

特例社団法人 岩手県緑化推進委員会

020岩手県盛岡市中央通三丁目15番17号
0021

排出権（Ｊ－ＶＥＲ）の取得・償却

1,575,000

特例社団法人 岩手県緑友会

020岩手県盛岡市大沢川原二丁目5-38
0025

排出権（Ｊ－ＶＥＲ）の取得・償却

2,929,000

特例社団法人 東北地域環境計画研究会

020岩手県岩手郡滝沢村滝沢字巣子152番地137
0173

排出権（Ｊ－ＶＥＲ）の取得・償却

1,575,000

特定非営利活動法人 学校マルチメディア
ネットワーク支援センター

101- 東京都千代田区外神田6-11-14 3331 Arts
0021 Chiyoda 207

排出権（Ｊ－ＶＥＲ）の取得・償却

3,900,000

特定非営利活動法人 環境文明二十一

145東京都大田区田園調布2-24-23-301
0071

排出権（Ｊ－ＶＥＲ）の取得・償却

3,916,000

特定非営利活動法人 共存の森ネットワー
ク

154- 東京都世田谷区太子堂5-15-3 R-rooms三軒
0004 茶屋1-A

排出権（Ｊ－ＶＥＲ）の取得・償却

5,345,000

特定非営利活動法人 Ｈｙｄｒｏｎｅｔ Ｅｎｅｒｇｙ

104東京都中央区銀座1-15-7 MAC銀座ビル 3F
0061

排出権（ＣＥＲ）の取得・償却

特定非営利活動法人 MORIMORI ネット
ワーク

102- 東京都千代田区一番町15-1 一番町ファースト
排出権（Ｊ－ＶＥＲ）の取得・償却
0082 ビル 6F

特定非営利活動法人 森のライフスタイル
研究所

396長野県伊那市荒井22番地 通り町第一ビルB1F 排出権（ＣＥＲ・Ｊ－ＶＥＲ）の取得・償却
0025

特定非営利活動法人 ホールアース研究
所

419静岡県富士宮市下柚野165
0305

排出権（Ｊ－ＶＥＲ）の取得・償却

3,150,000

特例財団法人 鳥取県造林公社

680鳥取県鳥取市田園町四丁目207番地
0803

排出権（Ｊ－ＶＥＲ）の取得・償却
排出権（Ｊ
ＶＥＲ）の取得 償却

5 360 000
5,360,000

特定非営利活動法人 北九州エコ・サポー
ターズ

808福岡県北九州市若松区向洋町10-1
0002

排出権（Ｊ－ＶＥＲ）の取得・償却

5,355,000

30,000,000
1,512,000
10,648,000

②地球温暖化防止活動事業助成プログラム
（12団体 5,000,000円 ※郵便事業株式会社が独自に拠出した寄附金）
配 分 団 体
使 途 内 容
名

称

住

配分額（円）

所

特定非営利活動法人 人まち育て I＆I

064- 北海道札幌市中央区宮ケ丘2丁目1-1 ラファイ 東日本大震災の避難者のための江別市におけるコ
0959 エット宮ケ丘303 Platz内
ミュニティファームづくり事業

460,000

特例社団法人 あきた地球環境会議

010秋田県秋田市中通6-1-65 PPビル4F
0001

この木 杉の木 元気の木!!支え合う心を届ける
大館Mori（森）Mori（森）木ハガキ プロジェクト

300,000

特定非営利活動法人 工房 JOYさあくる

017秋田県大館市片山町3丁目1-56
0872

地球温暖化対策の取り組み啓発のためのツール充
実化事業

300,000

特例社団法人 岩手県緑化推進委員会

020岩手県盛岡市中央通三丁目15番17号
0021

次代を担う青少年の緑を愛し育てる心豊かな社会人
を育てるための岩手県緑の少年団大会開催事業

300,000

特例社団法人 岩手県緑友会

020岩手県盛岡市大沢川原二丁目5-38
0025

地域の森林・林業を身近に体感し森林の果たす公
益的機能の重要性を理解してもらうため「枝打ち・森
林体験学習」開催事業

450,000

特例社団法人 東北地域環境計画研究会

020岩手県岩手郡滝沢村滝沢字巣子152番地137
0173

イヌワシ保護のため、ノウサギ等餌動物の増繁殖を
図る森林整備事業

460,000

特定非営利活動法人 学校マルチメディア
ネットワーク支援センター

101- 東京都千代田区外神田6-11-14 3331 Arts
0021 Chiyoda 207

特定非営利活動法人 環境文明二十一

145東京都大田区田園調布2-24-23-301
0071

特定非営利活動法人 共存の森ネットワー
ク

154- 東京都世田谷区太子堂5-15-3 R-rooms三軒
0004 茶屋1-A

〈全国高校生エコ・アクション・プロジェクト〉「2012夏
東北支援 高校生環境サマースクール」～東北地区
の高校生による間伐・植樹事業～
将来世代に地球温暖化問題を分かりやすく伝えるた
めの「ストップ、地球温暖化ゲーム」を利用した出前
講座事業
人の暮らしと自然の関係性の再構築による地球温
暖化防止に資する事業

460,000
460,000
450,000

特定非営利活動法人 Ｈｙｄｒｏｎｅｔ Ｅｎｅｒｇｙ

104東京都中央区銀座1-15-7 MAC銀座ビル 3F
0061

大学生および海外の駐日外交官にカーボンオフセッ
トや再生可能エネルギーを啓発するシンポジウムを
開催し、合わせて太陽光発電ランプの普及により
CO2の削減も実現する事業「東京ライツ・アフリカ」

特定非営利活動法人 ホールアース研究
所

419静岡県富士宮市下柚野165
0305

オイル作りから生まれる、地球温暖化防止と普及プ
ロジェクト

460,000

特定非営利活動法人 北九州エコ・サポー
ターズ

808福岡県北九州市若松区向洋町10-1
0002

イベント会場におけるごみ削減のためのリユース食
器事業

450,000
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450,000

