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 厚生部 厚生企画課、児童青年家庭課 

１天皇陛下御下賜金伝達式 

２富山県｢北日本放送｣社会福祉事業基金目録贈呈式 

４県幹部職員歳末たすけあい義援金贈呈式 

に関すること 

担当：厚生企画課管理係 米澤、澤田 

電話：（直通）076-444-3196 （内線）3423 

３富山県｢松下電器｣児童福祉事業基金目録贈呈式に

関すること 

担当：児童青年家庭課管理係 森本、小室 

電話：（直通）076-444-3207 （内線）3443 

 平成 27 年 12月 18 日 

天皇陛下御下賜
ご か し

金
きん

伝達式等の開催について 

 社会福祉施設への ① 天皇陛下御下賜金伝達式、② 富山県「北日本放送」社会福

祉事業基金目録贈呈式、 ③富山県「松下電器」児童福祉事業基金目録贈呈式、④県

幹部職員歳末たすけあい義援金贈呈式を次のとおり開催します。 

１ 天皇陛下御下賜金
ご か し き ん

伝達式 

(1) 伝達式  日 時：平成 27年 12月 22日（火）午前 11時 30分 
場 所：県庁 3階 特別室（以下の贈呈式について同じ） 
伝達者：厚生部長 

(2) 概 要 天皇陛下から、天皇誕生日に際し、社会福祉事業奨励のため、優良民

間社会福祉施設（団体）に対し、金一封が御下賜されるもの。（昭和 40
年～） 

(3) 贈呈先 ・施  設 社会福祉法人千寿会(富山市新村 87番地 2) 

      ・理 事 長 永田
な が た

義邦
よしくに

 

・開  設 昭和 62年 7月 17日 

 

２ 富山県「北日本放送」社会福祉事業基金目録贈呈式 

(1) 贈呈式 日 時：平成 27年 12月 22日（火）午前 10時 

      贈呈者：厚生部長 

 (2) 概 要 北日本放送（株）から昭和 37 年に県へ寄贈された北陸電力の株式

(38,319株)及び昨年 2月に県へ寄贈された日本電信電話の株式（10,000

株）を基金として、その運用益により、民間社会福祉施設へ物品を贈呈

するもの。（昭和 37年～） 

(3) 贈呈先 県内社会福祉施設 24施設（内訳別紙 1のとおり） 

(4) 贈呈品 ・第一種社会福祉事業施設 30万円、第二種社会福祉事業施設 15万円

以内で施設が希望する物品。（合計約 495万円） 

         ・主な贈呈品  車いす、電動ベッド、冷蔵庫 等 
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３ 富山県「松下電器」児童福祉事業基金目録贈呈式 

(1）贈呈式 日 時：平成 27年 12月 22日（火）午前 11時 45分 

        贈呈者：厚生部長 

 （2）概要  松下電器産業（株）（現パナソニック（株））からの創業 50 周年を記

念した寄附金を基に設置した基金の運用益により、児童福祉施設及び

児童福祉団体に備品を贈呈しているもの（昭和 58年～） 

 （3）贈呈先 県内児童福祉施設等 5施設（内訳別紙 2のとおり） 

 （4）贈呈品 ・15万円以内で施設及び団体が希望する物品を贈呈。（合計約75万円） 

        ・主な贈呈品  空気清浄機、液晶テレビ 等 

 

 

４ 県幹部職員歳末たすけあい義援金贈呈式 

(1) 贈呈式 日 時：平成 27年 12月 22日（火）午前 10時 50分 

      贈呈者：厚生部長 

(2) 概 要 県幹部職員から義援金を募り､寄せられた義援金(約 370 名､約 205 万

円)を民間福祉施設に贈呈するもの。（昭和 49年～） 

   (3) 贈呈先 県内社会福祉施設 20施設（内訳別紙 3のとおり） 

   (4) 金 額 各施設 10万円（合計 200万円） 

（義援金の残りは、富山県共同募金会へ寄附） 

 



別紙1

第1種社会福祉施設　　30万円相当の物品を贈呈

第2種社会福祉施設　　15万円相当の物品を贈呈

○第1種社会福祉施設

№ 経営主体 施設の種類 施設名 所在地

1 (福)三寿会 軽費老人ホーム ケアハウス三寿荘 富山市大泉町2-1-1
スクールロッカー
シューズボックス

3台
1台

2 (福)富山城南会 軽費老人ホーム ケアハウス城南 富山市今泉西部町12-1 マッサージチェア 1台

3 (福)小矢部福祉会 軽費老人ホーム ケアハウスおやべ 小矢部市鷲島70-1 プロジェクター 1台

4 (医社)恵成会 軽費老人ホーム ケアハウスめぐみ 富山市丸の内3-3-25 スタッキングチェアー 30脚

5 (福)至宝会 軽費老人ホーム ひかりの花苑 富山市上袋545-3 電動噴霧器 3台

6 (福)恵風会 障害者支援施設 障害者支援施設あざみ園 富山市山田宿坊1-8 電動ベッド 1式

7 (福)たかおか万葉福祉会 障害者支援施設 かたかご苑 高岡市滝新15 介護ベッド 1式

8 (福)セーナー苑 障害者支援施設 障害者支援施設わかくさの丘 富山市坂本3110 洗濯機 1台

9 (福)たかおか新生会 障害者支援施設 障害者支援施設新生苑さくら通り 高岡市麻生谷3796 応接セット 1式

○第2種社会福祉施設等

№ 経営主体 施設の種類 施設名 所在地

1 ＮＰＯ法人　かみいち福祉の里 通所介護 お茶の間 上市町若杉新5番地 車いす 1台

2 ＮＰＯ法人　元・気・楽 通所介護 デイサービス元・気・楽 上市町丸山11 マッサージ機 1台

3 ＮＰＯ法人　ウエルネット 通所介護 富山型デイサービスふく福 高岡市福岡町福岡新295 ソファーベッド 1台

4 特定非営利活動法人紅梅 通所介護 グループホーム小矢部藤森 小矢部市藤森5008番地1 IHクッキングヒーター 1台

5 特定非営利活動法人パートナー 通所介護 小規模多機能ホームうらら 下新川郡入善町上野689番地4 ゴミステーション 1台

6 (福)白皇山保護園 多機能型事業所 ひまわりの郷 富山市八尾町井田508-1 クリーナー 3台

7 (福)渓明会 多機能型事業所 多機能型事業所渓明園めるへん 小矢部市石動町606-7
作業台
冷蔵庫

1台
1台

8 (福)高岡市身体障害者福祉会 就労継続支援Ｂ型事業所 志貴野苑就労継続支援事業所 高岡市葦附1239番地27 冷蔵庫 1台

9 (福)新川会 就労継続支援Ｂ型事業所 工房よつば 中新川郡上市町稗田字七郎谷1-32
作業台
スツール

1台
4脚

10 (福)くろべ福祉会 放課後等デイサービス すてっぷサポートわんぱく工房 黒部市三日市996-1 ケアスロープ 2台

11 ＮＰＯ法人　工房あおの丘
児童発達支援
放課後等デイサービス
保育所等訪問支援

のびのbe-サポートあおの丘 入善町田ノ又80 エアコン 1式

12 (福)射水福祉会 生活介護 通所センターさんが 射水市三ヶ1176-1
耕うん機
培土機

1台
1台

13 (福)富山県精神保健福祉協会 地域活動支援センターⅠ型 ゆりの木の里 富山市五福474-2 リビングダイニングセット 1式

14 (医社)白雲会 地域活動支援センターⅠ型 あすなろセンター 富山市野口南部132 プロジェクター 1台

15 (福)黎明の郷 地域活動支援センターⅠ型 ひまわり 小矢部市埴生1476 デスクトップパソコン 1式
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                                     別紙 2 

平成２7 年度「富山県松下電器児童福祉事業基金」贈呈先一覧 

 

 

No. 

  

施設、団体名 所在地 品目 

 

1 

 

社会福祉法人高陵児童福祉会 

野村保育園 
高岡市野村 240 空気清浄機     2台 

 

2 

 

社会福祉法人双葉保育園 

双葉保育園 
高岡市永楽町 6-65 液晶テレビ     1台 

 

3 

 

社会福祉法人市野瀬福祉会 

市野瀬保育園 
高岡市市野瀬 341 液晶テレビ      １台 

 

4 

 

社会福祉法人西光苑 

氷見ひかり第二保育園 
氷見市窪 616-1 

空気清浄機     2台 

CDラジカセ       1台 

 

5 

 

障害児を持つ母親の集い 

たんぽぽの集い 

朝日町荒川 262-1 

(朝日町保健センタ

ー内) 

液晶テレビ        1台 

ブルーレイレコーダー 1台 

 



別紙3

1施設　現金100千円×20施設

№ 経営主体 施設の種類 施設名 所在地

1 (福)アルペン会 地域密着型特別養護老人ホーム あしたねの森 富山市新庄町2丁目15番32

2 (福)三福 地域密着型特別養護老人ホーム 氷見鶴寿苑 氷見市鞍川1902-4

3 (福)秀愛会 軽費老人ホーム そよかぜの郷 富山市稲代36

4 (医)恵仁会 軽費老人ホーム 青葉の里 立山町前沢1181

5 ＮＰＯ法人　ふらっと 通所介護 ふらっと 射水市太閤町4

6 ＮＰＯ法人　無漏路 通所介護 こみゅにてぃはうす愛夢 魚津市吉島553番地1

7 ＮＰＯ法人　三樹福寿会 通所介護 富山型デイサービス　きずな 黒部市三日市2840-1

8 ＮＰＯ法人　大きな手小さな手 通所介護 とやま型デイサービス　大きな手小さな手 富山県富山市蓮町2丁目9番8号

9 特定非営利活動法人はなまる会 グループホーム グループホームはなまる岩瀬 富山市西宮1番地1

10
特定非営利活動法人
生活支援センターアットホーム新川

グループホーム グループホーム荻生金さん銀さん 黒部市荻生2673-2

11 (株)ＷＡＷＡ 多機能型事業所
分々
7ポケット

富山市千石町2丁目5番11号

12 (福)フォーレスト八尾会 就労継続支援B型事業所 おわらの里 富山市八尾町黒田53‐3

13 ＮＰＯ法人　おらとこ 就労継続支援B型事業所 おらとことんとん夢工房 富山市桑原217-14

14 ＮＰＯ法人　むげん 就労継続支援B型事業所 ワークプラザここから 射水市棚田59番地

15 (株)ユニティ 児童発達支援･放課後等デイサービス キッズルームたまご 富山市金山新東13番地2

16 (同)サンセール 児童発達支援･放課後等デイサービス ＣＯＣＯＲＯ 高岡市野村1328－1

17 NPO法人　くるみ 放課後等デイサービス チャイルドサポートこぱん 高岡市木津991－4番地

18 ＮＰＯ法人　自立生活支援センター富山 地域活動支援センターⅢ型 富山生きる場センター 富山市今泉312

19 (医社)和敬会 地域活動支援センターⅠ型 和敬会生活支援センター 富山市北代5200

20 (医社)重仁佐々木病院 地域活動支援センターⅠ型 フィールド・ラベンダー 富山市大町3-4

平成27年度「県幹部職員歳末たすけあい義援金」贈呈施設一覧


