
令和２年度共同募金実績
募金目標額 募金実績額 目標達成率 対前年比

一般募金 198,000,000 190,177,939 96.05% 100.68%

地域歳末たすけあい 95,340,000 91,970,178 96.47% 96.92%

NHK歳末たすけあい 6,163,000 8,462,889 137.32% 133.25%

合　　計 299,503,000 290,611,006 97.03% 100.17%

（参考）令和元年度
募金目標額 募金実績額 目標達成率 対前年比

一般募金 198,000,000 188,887,681 95.40% 97.03%

地域歳末たすけあい 96,249,000 94,889,576 98.59% 100.63%

NHK歳末たすけあい 5,996,000 6,351,066 105.92% 102.23%

合　　計 300,245,000 290,128,323 96.63% 98.29%

 



件数 配分額(円) 件数 配分額(円) 件数 配分額(円)

１　広域配分 69 44,300,000 86 54,171,000 79 45,604,505

(1)「つくりだす」助成 3 9,000,000 8 19,914,000 3 8,682,000

　　　　　　　　　（１年目申請） 6 14,232,000 1 3,000,000

　　　　　　　　　（２年目申請） 1 2,682,000 1 2,682,000

　　　　　　　　　（３年目申請） 1 3,000,000 1 3,000,000

(2)「そだてる」助成 35 22,000,000 34 23,024,000 32 21,451,000

　　　　　　　　　（１年目申請） 7 5,610,000 8 6,610,000

　　　　　　　　　（２年目申請） 19 11,264,500 17 9,685,000

（３年目申請（4年目含む）） 8 6,149,500 7 5,156,000

(3)「ととのえる」助成 10 3,000,000 9 2,440,000 10 2,740,000

　　　　　　　　　（１年目申請） 0 0 2 600,000

　　　　　　　　　（２年目申請） 9 2,440,000 8 2,140,000

　　　　　　　　　（３年目申請） 0 0 0 0

(4)「つづける」助成 6 1,800,000 3 653,000 3 643,000

　　　　　　　　　（１年目申請） 1 300,000 1 300,000

　　　　　　　　　（２年目申請） 1 200,000 1 200,000

　　　　　　　　　（３年目申請） 1 153,000 1 143,000

(5)「うながす」助成 3 6,000,000 2 3,990,000 2 3,690,000

　　　　　　　　　（県社協） 1 3,000,000 1 2,700,000

　　　　　　　　　（中間支援） 1 990,000 1 990,000

(6) つかいみちを選べる募金 7 1,000,000 7 1,000,000 7 5,548,505

5 1,500,000 10 2,850,000 9 2,550,000

(8) 物品寄贈 - - 13 300,000 13 300,000 当年度配分

２　地域配分 35 99,000,000 35 99,000,000 35 94,973,071

(1) 市町村支会ごとの計画（当年度募金） 35 99,000,000 35 99,000,000 35 94,904,000

(2) 過年度配分返還金充当分 － － (1) 69,071

第２●歳末たすけあい配分

１　地域歳末たすけあい配分 37 94,840,000 37 94,840,000 37 91,514,212

２　ＮＨＫ歳末たすけあい配分 11 5,863,000 11 5,863,000 15 8,143,000

(1) 児童福祉施設等自動車免許 11 5,863,000 11 5,863,000 11 4,650,000

(2) 一般募金広域配分案件 － － 4 3,493,000

第３●災害等準備金

１　法定準備金積立 8,000,000 8,000,000 8,000,000

２　小災害見舞金 2,000,000 2,000,000 2,000,000

第４●募金運動推進費

１　経常経費（管理経費） 28,521,000 28,521,000 26,521,000

２　事業経費 20,032,000 20,032,000 20,032,000

３　地域歳末たすけあい運動経費 500,000 500,000 455,966

４　ＮＨＫ歳末たすけあい運動経費 300,000 300,000 319,889

一般募金

地域歳末たすけあい募金

NHK歳末たすけあい

災害等準備金取崩額（H28取崩）

支会過年度返還金充当分 0 69,071

前年度繰越金 等

財源　計 303,356,000 297,563,643

523,000 2,336,534

91,970,178

6,163,000 8,462,889

3,330,000 4,547,032

合　　　　　　計 303,356,000 313,227,000 297,563,643

（
財
源
内
訳
）

198,000,000 190,177,939

95,340,000

10,000,000 10,000,000 10,000,000

49,353,000 49,353,000 47,328,855

昭和村支会

100,703,000 100,703,000 99,657,212

全国キャンペーン財源対応
2件 1,234,000円を含む

全国キャンペーン財源対応
1件 200,000円を含む

(7) 特別配分
　 （全国キャンペーン対応助成）

当年度配分

令和２年度 共同募金配分・総括表

令和２年度配分計画
（3月策定・７月変更）

申請受付状況 等 最終確定
備　　考

第１●一般募金配分 143,300,000 153,171,000 140,577,576



配分一覧令和２年度■
42,754,505 円

57 件配分件数

配分額

新しい活動を「つくりだす」助成1
8,682,000 円

3 件配分件数

配分額

年目申請1＊ 3,000,000 円

1 件配分件数

配分額

みんなの居場所プロジェクト

ビーイング
特定非営利活動法人 社会課題

1 安中市

配分決定額

3,000,000 円

年目申請2＊ 2,682,000 円

1 件配分件数

配分額

グリーフケア・ネットワークぐんま「ことのは」

キッズバレイ
特定非営利活動法人 社会課題

2 桐生市

配分決定額

2,682,000 円

年目申請3＊ 3,000,000 円

1 件配分件数

配分額

依存症者が地域に定着しながら治療を継続していくためのサービス充実

群馬ダルク
特定非営利活動法人 社会課題

3 高崎市

配分決定額

3,000,000 円

今ある活動を「そだてる」助成2
21,451,000 円

32 件配分件数

配分額

年目申請1＊ 6,610,000 円

8 件配分件数

配分額

アートアクションネットワークの展開～次世代のバトン

工房あかね
特定非営利活動法人 障害福祉

4 高崎市

配分決定額

1,000,000 円

通所による依存症回復支援の周知活動

AREA
一般社団法人 社会課題

5 高崎市

配分決定額

495,000 円

高校生の居場所づくり

教育支援協会北関東
特定非営利活動法人 社会課題

6 前橋市

配分決定額

861,000 円

アドバンス・ケア・プランニング理解促進とエンディングノート普及事業

桐生市医師会
一般社団法人 高齢福祉

7 桐生市

配分決定額

954,000 円

群馬県内の里親ネットワーク強化事業

群馬県里親の会
任意団体 児童福祉

8 前橋市

配分決定額

300,000 円



助産師による「ママもたまにはリフレッシュ」サポート事業

群馬県助産師会
公益社団法人 児童福祉

9 太田市

配分決定額

1,000,000 円

HAWAII LOVE TOWN in ぐんま（バリアフリーイベント）

Hawaii Love in GUNMA 実行委員会
任意団体 市民活動

10 藤岡市

配分決定額

1,000,000 円

子育てと仕事楽しむママの家（居場所から広がる女性自立支援）

Mam's Style
特定非営利活動法人 社会課題

11 前橋市

配分決定額

1,000,000 円

年目申請2＊ 9,685,000 円

17 件配分件数

配分額

若者を事業主体者とした「学びのサポートプログラム」

Next Generation
特定非営利活動法人 市民活動

12 前橋市

配分決定額

1,000,000 円

“新たな育児観”の創出をきっかけに地域ｺﾐｭﾆﾃｨにおける全世代型社会保障のﾍﾞｰｽを創るﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

Annakaひだまりマルシェ
特定非営利活動法人 社会課題

13 安中市

配分決定額

1,000,000 円

子どもシェルターぐんま

子どもシェルターぐんま
特定非営利活動法人 児童福祉

14 前橋市

配分決定額

1,000,000 円

地域の支え合い活動を育てる移動支援「地域支え合い車両」貸出事業

伊勢崎市社会福祉協議会
社会福祉法人 地域福祉

15 伊勢崎市

配分決定額

740,000 円

子育てくつろぎカフェ

エンパワメント ぐんま
特定非営利活動法人 児童福祉

16 前橋市

配分決定額

220,000 円

困難を抱える子どもへの共同支援

学習塾ＨＯＰＥ
特定非営利活動法人 児童福祉

17 高崎市

配分決定額

500,000 円

ギャンブル依存症の啓発活動と情報提供及び青少年の予防教育

ギャンブル依存症問題を考える会群馬
任意団体 社会課題

18 高崎市

配分決定額

490,000 円

BBSを中心とした、非行少年やその他支援が必要な少年に対する学習支援活動

群馬県更生保護協会
更生保護法人 更生保護

19 前橋市

配分決定額

704,000 円

視覚障害者訪問型歩行訓練事業

群馬県視覚障害者福祉協会
公益社団法人 障害福祉

20 前橋市

配分決定額

171,000 円

介護のイメージをよくする協働プロジェクト

群馬県地域密着型サービス連絡協議会
任意団体 高齢福祉

21 前橋市

配分決定額

800,000 円



手話言語条例シンポジウム

群馬県聴覚障害者連盟
一般社団法人 障害福祉

22 前橋市

配分決定額

345,000 円

療養医療相談会

群馬県難病団体連絡協議会
任意団体 障害福祉

23 前橋市

配分決定額

240,000 円

ひとり親家庭子育て応援事業

群馬県母子寡婦福祉協議会
一般財団法人 児童福祉

24 前橋市

配分決定額

674,000 円

困難な状況にある子ども・若者支援フォーラム

ぐんま若者支援団体リンク 上毛のみなみ風
任意団体 社会課題

25 高崎市

配分決定額

997,000 円

安心・安全なこども食堂の発展・醸成事業

こども食堂ネットワークぐんま
任意団体 地域福祉

26 前橋市

配分決定額

560,000 円

一般市民への手話普及

渋川市聴覚障害者福祉協会
任意団体 障害福祉

27 渋川市

配分決定額

82,000 円

てんかんの相談事業の拡充と患者自身の参加（ピアカウンセリング）を勧める事業

日本てんかん協会群馬県支部
公益社団法人 障害福祉

28 前橋市

配分決定額

162,000 円

年目申請3＊ 4,756,000 円

6 件配分件数

配分額

身体障害者の世代間交流

群馬県身体障害者福祉団体連合会
公益社団法人 障害福祉

29 前橋市

配分決定額

561,000 円

外国籍生活困難住民の無料健康診断及び個別医療支援等活動

北関東医療相談会
特定非営利活動法人 社会課題

30 太田市

配分決定額

1,000,000 円

知的障害者普及啓発（セミナー、情報発信）

群馬県手をつなぐ育成会
一般社団法人 障害福祉

31 前橋市

配分決定額

825,000 円

外国の方が安心、安全に生活するための医療等通訳者派遣・通訳サービス

群馬の医療と言語・文化を考える会
特定非営利活動法人 社会課題

32 前橋市

配分決定額

1,000,000 円

ダウン症巡回セミナー

日本ダウン症協会群馬支部
公益財団法人 障害福祉

33 伊勢崎市

配分決定額

370,000 円

群馬県空き家対策プロジェクト

よろずや余之助
特定非営利活動法人 社会課題

34 太田市

配分決定額

1,000,000 円



年目申請4＊ 400,000 円

1 件配分件数

配分額

知的障害者（児）芸能祭「あすなろ祭」開催

群馬県知的障害者福祉協会
公益社団法人 障害福祉

35 前橋市

配分決定額

400,000 円

組織基盤を「ととのえる」助成3
2,740,000 円

10 件配分件数

配分額

年目申請1＊ 600,000 円

2 件配分件数

配分額

群馬県内の観光地等のバリアフリー情報の発信とユニバーサルイベントの企画・運営

群馬バリアフリー観光情報局「ココフリ群馬」
任意団体 障害福祉

36 高崎市

配分決定額

300,000 円

ぐんまユースサイドネットワーク -地域の課題に取り組める、多様なつながり構築-

サイドアットラボ
一般社団法人 市民活動

37 桐生市

配分決定額

300,000 円

年目申請2＊ 2,140,000 円

8 件配分件数

配分額

肺高血圧症の疾患及び治療の知識・情報の提供

肺高血圧症患者会よつ葉の会
任意団体 障害福祉

38 前橋市

配分決定額

300,000 円

組織基盤強化（精神障害福祉ピアサポート活動等）

F-next
特定非営利活動法人 障害福祉

39 伊勢崎市

配分決定額

300,000 円

組織基盤強化（視覚障害者のパソコン・ICレコーダーなどの情報機器活用講座等開催）

ぐんまパソコン倶楽部
任意団体 障害福祉

40 伊勢崎市

配分決定額

300,000 円

組織基盤強化（子育てサロン、いのちの授業活動）

子育てネットワークゆるいく
任意団体 市民活動

41 前橋市

配分決定額

300,000 円

組織基盤強化（子育て支援者のサポート活動）

子どもたちの未来を守る“守人の会aisa”
任意団体 児童福祉

42 前橋市

配分決定額

100,000 円

組織基盤強化（知的障害者等のスポーツ活動・学生との交流活動）

ＴＳＵＢＡＳＡ　ＦＣ
任意団体 障害福祉

43 前橋市

配分決定額

240,000 円

組織基盤強化（多世代・多分野交流、みんなの居場所「ひなたぼっこ」運営）

虹の架け橋
任意団体 地域福祉

44 高崎市

配分決定額

300,000 円



組織基盤強化（がん患者の医療用ウィッグ着用支援、美容アドバイス活動）

日本健康美容協会
特定非営利活動法人 障害福祉

45 高崎市

配分決定額

300,000 円

安定した活動を「つづける」助成4
643,000 円

3 件配分件数

配分額

年目申請1＊ 300,000 円

1 件配分件数

配分額

不登校児童の居場所づくり

利根沼田地域ボランティアセンター
特定非営利活動法人 社会課題

46 沼田市

配分決定額

300,000 円

年目申請2＊ 200,000 円

1 件配分件数

配分額

電話相談員の対応力向上

群馬いのちの電話
社会福祉法人 社会課題

47 前橋市

配分決定額

200,000 円

年目申請3＊ 143,000 円

1 件配分件数

配分額

単位老人クラブ新任会長研修会

群馬県老人クラブ連合会
一般財団法人 高齢福祉

48 前橋市

配分決定額

143,000 円

活発な活動を「うながす」助成5
3,690,000 円

2 件配分件数

配分額

年目申請2＊ 3,690,000 円

2 件配分件数

配分額

NPO法人および市民活動団体の団体基盤強化セミナーと実態調査及び個別実務支援事業

群馬NPO協議会
任意団体 市民活動

49 前橋市

配分決定額

990,000 円

地域共生社会推進事業

群馬県社会福祉協議会
社会福祉法人 地域福祉

50 前橋市

配分決定額

2,700,000 円



つかいみちを選べる赤い羽根募金6
5,548,505 円

7 件配分件数

配分額

年目申請1＊ 177,068 円

1 件配分件数

配分額

高次脳機能障害者の安心安全な生活支援と家族同士の支え合い活動

ノーサイド
特定非営利活動法人 障害福祉

51 前橋市

配分決定額

177,068 円

年目申請2＊ 219,731 円

1 件配分件数

配分額

障害の有無にかかわらず全員が“学生”「リカバリーカレッジ」運営

あんなか兄弟姉妹会ケセラセラ
任意団体 障害福祉

52 安中市

配分決定額

219,731 円

年目申請3＊ 766,706 円

1 件配分件数

配分額

ひきこもり者と家族を支える「訪問支援」と「居場所」運営

ビーイング
特定非営利活動法人 社会課題

53 安中市

配分決定額

766,706 円

年目申請4＊ 2,045,000 円

1 件配分件数

配分額

誰もが適切にできる介護技術を地域に伝える活動

群馬県ホームヘルパー協議会
任意団体 高齢福祉

54 前橋市

配分決定額

2,045,000 円

年目申請5＊ 632,863 円

1 件配分件数

配分額

自らの力を生かす場「リカバリーカレッジ-小神明-プロジェクト」の継続を

カウンセリング＆コミュニケーション・ミュー
特定非営利活動法人 社会課題

55 前橋市

配分決定額

632,863 円

年目申請6＊ 1,707,137 円

2 件配分件数

配分額

経済的に困難を抱える子ども達に、夢と希望のある人生の第一歩を

学習塾ＨＯＰＥ
特定非営利活動法人 児童福祉

56 高崎市

配分決定額

1,013,370 円

障害児の親子支援、子育て支援のための常設の居場所運営

iitoko
特定非営利活動法人 障害福祉

57 高崎市

配分決定額

693,767 円



「赤い羽根 新型コロナ感染下の福祉活動応援 全国キャンペーン」 による共同募金助成 
 

１ 当年度助成（11月決定）                             （助成合計 2,550,000円） 

１ 中之条町手をつなぐ育成会 （中之条町） 助成額  300,000 円 

【事 業 名】 ICT を活用した情報発信とアート作品のデジタルアーカイブ化 

２ 前口よいとこ会 （草津町） 助成額  150,000 円 

【事 業 名】 地域生活支援のための現状調査、研修 

３ こまがたつくし （前橋市） 助成額  300,000 円 

【事 業 名】 感染拡大により増加する経済的困窮家庭のこども支援 

４ 東毛ボランティアグループのぞみ会 （太田市） 助成額  300,000 円 

【事 業 名】 生活困窮家庭の子の食支援（子ども食堂）をテイクアウトに変更して継続 

５ ワーカーズコレクティブなにも （前橋市） 助成額  300,000 円 

【事 業 名】 高齢者の心に寄り添った見守りを兼ねたお弁当の配達 

６ まなビバ！シリウス （館林市） 助成額  300,000 円 

【事 業 名】 オンライン・フリースクールとオンライン相談事業 

７ かいがや幸せのベンチプロジェクト実行委員会 （前橋市） 助成額  300,000 円 

【事 業 名】 幸せのベンチプロジェクト （高齢者等地域住民の、密を避けた交流の場） 

８ 特定非営利活動法人 Next Generation （前橋市） 助成額  300,000 円 

【事 業 名】 ひとり親家庭の児童生徒へのオンライン学習支援 

９ 子どもワクワク食堂委員会 （安中市） 助成額  300,000 円 

【事 業 名】 だれもひとりぼっちにしない！プロジェクト（食料・お弁当配付、ワクワクハウス） 

 

２ 翌年度助成（３月決定）…一般募金広域配分から選定（再掲）      （助成合計 1,434,000 円） 

１ 一般社団法人 群馬県母子寡婦福祉協議会 助成額  674,000 円 

【事 業 名】 ひとり親家庭子育て応援事業 

２ こども食堂ネットワークぐんま 助成額  560,000 円 

【事 業 名】 安心・安全なこども食堂の発展・醸成事業 

３ 社会福祉法人 群馬いのちの電話 助成額  200,000 円 

【事 業 名】 電話相談員の対応力向上 

 

助成合計 12 件 3,984,000 円 （4,030,164 円との差額 46,164 円は当助成実施経費とします。） 



 
 

物品寄贈 

 

◎寄贈元    株式会社オアシス（高崎市） 

◎寄贈物品   消毒用アルコール（300,000 円相当） 

◎寄贈先希望  児童福祉（子育て支援） 

◎寄贈先選定  群馬県社会福祉協議会と協働で調整し、「ぐんま子育て支援センター連絡会」へ贈呈 

◎寄贈先一覧 

No. 保育園名 子育て支援センター名 所在地 

１ 新町かぜいろこども園 子育て支援セターわたぼうし 高崎市 

２ あさひ第二保育園 花の木 安中市 

３ エンゼル保育園 支援センターエンゼル 大泉町 

４ ぽらりすこども園 子育て支援センターぎんが 前橋市 

５ あかねこども園 あかね親子ひろば 藤岡市 

６ 立正保育園 スマイル 桐生市 

７ 二葉保育園 と・と・ろの家 みどり市 

８ あすなろ保育園 はぁと 太田市 

９ 三郷こども園 子育て支援センターひよこクラブ 伊勢崎市 

１０ 沼田めぐみ保育園 地域子育て支援センターチャイルドハウスめぐみ 沼田市 

１１ 聖ルカ保育園 地域子育て支援センターおひさま 館林市 

１２ 榛東中央こども園 子育て支援センターひよこクラブ 榛東村 

１３ Bambini ピッコロ園 支援センターピッコロクラブ 富岡市 

 



１　令和２年度一般募金からの配分 単位：円

市町村支会 地域配分額

前橋市支会 14,406,000

高崎市支会 12,972,000

桐生市支会 4,546,000

伊勢崎市支会 12,866,000

太田市支会 9,036,000

沼田市支会 2,517,000

館林市支会 3,058,000

渋川市支会 3,728,000

藤岡市支会 2,820,000

富岡市支会 3,352,000

安中市支会 3,375,000

みどり市支会 2,297,000

榛東村支会 1,935,000

吉岡町支会 1,356,000

玉村町支会 1,785,000

神流町支会 134,000

上野村支会 203,000

下仁田町支会 969,000

南牧村支会 437,000

甘楽町支会 936,000

中之条町支会 1,197,000

東吾妻町支会 699,000

長野原町支会 314,000

嬬恋村支会 615,000

草津町支会 354,000

高山村支会 182,000

片品村支会 655,000

川場村支会 404,000

みなかみ町支会 897,000

昭和村支会 684,000

板倉町支会 1,155,000

明和町支会 853,000

千代田町支会 559,000

大泉町支会 1,686,000

邑楽町支会 1,922,000

合計 94,904,000

２　過年度配分返還金からの配分 単位：円

市町村支会 過年度配分返還金分

昭和村支会 69,071

令和２年度　支会別地域配分額

 



配分先 配分額

社会福祉法人前橋市社会福祉協議会 14,931,420

社会福祉法人高崎市社会福祉協議会 1,013,224

社会福祉法人桐生市社会福祉協議会 130,000

社会福祉法人桐生市社会福祉協議会新里支所 84,853

社会福祉法人桐生市社会福祉協議会黒保根支所 346,300

社会福祉法人伊勢崎市社会福祉協議会 6,917,417

社会福祉法人太田市社会福祉協議会 8,373,645

社会福祉法人沼田市社会福祉協議会 3,365,000

社会福祉法人館林市社会福祉協議会 3,842,891

社会福祉法人渋川市社会福祉協議会 7,212,950

社会福祉法人藤岡市社会福祉協議会 1,865,270

社会福祉法人富岡市社会福祉協議会 2,782,135

社会福祉法人安中市社会福祉協議会 4,468,270

社会福祉法人みどり市社会福祉協議会 3,318,438

社会福祉法人榛東村社会福祉協議会 1,363,200

社会福祉法人吉岡町社会福祉協議会 3,116,214

社会福祉法人玉村町社会福祉協議会 4,184,643

社会福祉法人神流町社会福祉協議会 28,169

社会福祉法人上野村社会福祉協議会 237,500

社会福祉法人下仁田町社会福祉協議会 293,984

社会福祉法人南牧村社会福祉協議会 378,668

社会福祉法人甘楽町社会福祉協議会 2,069,464

社会福祉法人中之条町社会福祉協議会 1,615,723

社会福祉法人東吾妻町社会福祉協議会 913,312

社会福祉法人長野原町社会福祉協議会 362,475

社会福祉法人嬬恋村社会福祉協議会 1,011,956

社会福祉法人草津町社会福祉協議会 624,857

社会福祉法人高山村社会福祉協議会 744,509

社会福祉法人片品村社会福祉協議会 1,488,324

社会福祉法人川場村社会福祉協議会 1,990,450

社会福祉法人みなかみ町社会福祉協議会 1,663,053

社会福祉法人昭和村社会福祉協議会 1,578,446

社会福祉法人板倉町社会福祉協議会 1,728,650

社会福祉法人明和町社会福祉協議会 1,135,399

社会福祉法人千代田町社会福祉協議会 1,059,000

社会福祉法人大泉町社会福祉協議会 3,115,153

社会福祉法人邑楽町社会福祉協議会 2,159,250

合計 91,514,212

令和２年度 地域歳末たすけあい配分一覧



Ⅰ．募金総額

Ⅱ．配分及び経費 合計

Ⅲ．一般募金充当額（Ⅱ－Ⅰ）

件数 配分査定額(円)

１ 自動車免許取得支援 11 4,650,000 申請どおり

児童養護施設 8  3,600,000  

児童自立支援施設支援団体 1  450,000  

自立援助ホーム 1  150,000  

県里親の会 1  450,000  

２ 一般募金広域配分 4 3,493,000

障害分野４団体 4  3,493,000  

15 8,143,000

３ 実施経費

群馬県共同募金会経費 73,025  寄付依頼ＤＭ発送など

中央共同募金会経費分担 246,864  

319,889

◆ 配分の根拠規定：　令和２年度共同募金配分要領（令和２年２月２７日制定）

◆ 一般募金広域配分からの選定の考え方

※諸規定①(県共募)共同募金配分要領

※諸規定②(全国)ＮＨＫ歳末たすけあい実施要綱

一般募金配分から振替

備　考

配　分　合　計

　寄付金は、原則として、拠出者在住の都道府県共同募金会が当該都道府県内の生活困難者のために公正に助成するもの
とし、特に、身体障がい者(児)、知的障がい者(児)、支援を必要とする高齢者等についての助成を考慮する。

　ＮＨＫ歳末配分に係る諸規定(※)に照らし、共同募金配分審査結果の中から、障害者関係施設・高齢者関係
施設で、比較的小規模で基盤脆弱なものを選定する。

0 円

令和２年度ＮＨＫ歳末たすけあい配分総括表

8,462,889 円

8,462,889 円

　特にＮＨＫ歳末たすけあい配分は、別途定められる全国共通の実施要綱等の主旨に沿って行い、本県では活動基盤の脆
弱な小規模事業や児童養護施設入所児童等の自立支援事業などへ重点配分することとする。

経　費　合　計

配　分　区　分



配分一覧令和２年度■
4,650,000 円

11 件配分件数

配分額

児童養護施設等自動車免許取得支援事業配分1
4,650,000 円

11 件配分件数

配分額

年目申請1＊ 300,000 円

2 件配分件数

配分額

フランシスコの町

フランシスコの町
社会福祉法人 児童福祉

1 高崎市

配分決定額

150,000 円

名分1

自立援助ホームがじゅまるの家

青少年育成サポート
特定非営利活動法人 児童福祉

2 太田市

配分決定額

150,000 円

名分1

年目申請2＊ 4,350,000 円

9 件配分件数

配分額

児童養護施設　鐘の鳴る丘少年の家

鐘の鳴る丘愛誠会
社会福祉法人 児童福祉

3 前橋市

配分決定額

450,000 円

名分3

児童養護施設　希望館

希望館
社会福祉法人 児童福祉

4 高崎市

配分決定額

450,000 円

名分3

児童養護施設　希望館八幡の家

希望館
社会福祉法人 児童福祉

5 高崎市

配分決定額

600,000 円

名分4

児童養護施設　子持山学園

子持山福祉会
社会福祉法人 児童福祉

6 渋川市

配分決定額

600,000 円

名分4

児童養護施設　東光虹の家

三晃福祉会
社会福祉法人 児童福祉

7 太田市

配分決定額

600,000 円

名分4

児童養護施設　地行園

上毛愛隣社
社会福祉法人 児童福祉

8 前橋市

配分決定額

300,000 円

名分2

児童養護施設　こはるび

甘楽育徳会
社会福祉法人 児童福祉

9 富岡市

配分決定額

450,000 円

名分3

児童自立支援施設支援団体　ぐんま学園協力会

ぐんま学園協力会
任意団体 児童福祉

10 前橋市

配分決定額

450,000 円

名分3

群馬県里親の会

群馬県里親の会
任意団体 児童福祉

11 前橋市

配分決定額

450,000 円

名分3



配分一覧令和２年度■
3,493,000 円

4 件配分件数

配分額

今ある活動を「そだてる」助成1
3,493,000 円

4 件配分件数

配分額

年目申請1＊ 1,500,000 円

2 件配分件数

配分額

分身ロボットでつながる 群馬いのち輝きプロジェクト

分身ロボット応援！ しげるプロジェクト
任意団体 障害福祉

1 高崎市

配分決定額

1,000,000 円

笑って子育てインクルーシブデザイン研究所

笑って子育てロリポップ
任意団体 障害福祉

2 高崎市

配分決定額

500,000 円

年目申請2＊ 1,000,000 円

1 件配分件数

配分額

視覚障害者の特性を生かしたあん摩マッサージ指圧師・鍼灸師等の就労支援と社会貢献

群馬ライトスクール
一般社団法人 障害福祉

3 前橋市

配分決定額

1,000,000 円

年目申請3＊ 993,000 円

1 件配分件数

配分額

聴覚障害児の子育て支援

きらきら
特定非営利活動法人 障害福祉

4 前橋市

配分決定額

993,000 円


