
車両

回 地域 名前

東部 社会福祉法人インクルふじ　生活介護事業所　でらーと

東部 社会福祉法人紅葉会　陽光の園

中部 社会福祉法人焼津市社会福祉協議会　かもめデイサービス

西部 社会福祉法人　明和会　あきは寮

東部 養護老人ホーム　長岡寮　湯の家

東部 障がい者就労継続支援B型事業所　アルシオン

中部 静岡ホ－ム

中部 児童養護施設　春風寮

中部 特定非営利活動法人　知的障害者支援の会 やまっこの家

西部 NPO法人　フリースクール　空

西部 NPO法人　訪問理美容サービス　ベル

東部 特定非営利活動法人ぬまづ障がい者就労支援センター　ふれあいの苑

東部 NPO法人ゴウディングコミュニテイ 障害児者日中一時支援事業所　ごうでぃんぐ今泉

中部 静岡市しみず社会福祉事業団　 静岡市清水ひびきワーク

中部 特定非営利活動法人　 こころ　さがら作業所

中部 静岡市静岡手をつなぐ育成会　学童くらぶ　あおぞら

西部 特定非営利活動法人　ここつみ 児童発達支援・放課後等デイサービス まめの木

西部 特定非営利活動法人　 雄踏フレンドリィ

東部 特定非営利活動法人　ふれあい富士

東部 特定非営利活動法人 熱海ふれあい作業所

中部 特定非営利法人フリースペース・うぇるび～

中部 特定非営利活動法人 あぶる

中部 特定非営利活動法人　すけっと・まきのはら

中部 特定非営利活動法人 清水地域西進保健      福祉　心明会

西部 特定非営利活動法人 地域生活支援の家　   あっとほーむ

西部 天竜厚生会　ヘルパーステーション

西部 社会福祉法人　御前崎厚生会

東部 ライフサポートいずみ

東部 けるん就労移行支援事業所

中部 静岡市地域活動支援センターありんこの里

中部 歩・歩　あおば館

中部 特定非営利活動法人障害者支援センター  おのころ島

西部 放課後デイサービス　「それあーど」

西部 特定非営利活動法人　春野のえがお

東部 やまいも印刷　(御殿場市)

東部 はじめの一歩　(富士市)

中部 デイサービス　きぼう　(焼津市)

西部 青葉の家　(浜松市)

西部 ワークセンター大きな木

中部 特定非営利活動法人　かわね来風（らいふ）

東部 すぎのこ作業所

東部 笑美会（わらびかい）

西部 相談支援室ゆい

東部 特定非営利活動法人　みんなの家

中部 相談室こころ

中部 小規模多機能ホーム　そな～れ

中部 特定非営利活動法人　POPOLO

西部 多機能事業所だいち

東部 特定非営利活動法人　おでかけクラブ

西部 ＮＰＯ法人　サステナブルネット

中部 特定非営利活動法人　丸子まちづくり協議会

中部 特定非営利活動法人　静岡市障害者協会

中部 特定非営利活動法人　静岡光の家

東部 障害児者総合サポートセンターみつばち

西部 特定非営利活動法人　小規模多機能ホーム　ようこそ

第58回 （2020年） 西部 特定非営利活動法人　ほっとすーる

第１回 なし

第２回 西部 生活支援事業所あてんでゅー

第３回 東部 一般社団法人　陽だまり

第57回 （2019年）

第５４回 （2016年）

第５５回 （2017年）

第５６回 （2018年)

第５１回 （2013年）

第５２回 （2014年）

第５３回 （2015年）

過去の寄贈団体一覧

第４９回 （2011年）

第５０回 （2012年）

第59回
(2021年)



資機材

回 地域 名前

東部 特定非営利活動法人みんなの家

東部 社会福祉法人寿康会　養護老人ホーム平成の杜

中部 任意団体 えんじぇる　Ａｎｇｅｌ

中部 岡崎地区福祉会梅田支部

西部 湖西市災害ボランティア

西部 社会福祉法人静岡県身体障害者福祉会　静岡県身体障害者福祉センター

東部 ぬまづ子どもの本を学ぶ会

中部 地域活動支援センターはぐるま

中部 ワークセンター小坂の郷

中部 くるみ共同作業所

西部 自立援助ホームこどもの家

西部 社会福祉法人和光会　朝霧荘

東部 社会福祉法人信愛会　特別養護老人ホーム土肥ホーム

中部 社会福祉法人恩賜財団済生会　小鹿なでしこ苑

中部 特定非営利活動法人スリーアール　静岡就労支援ねっとわーくじゃんぷ

中部 静岡市里親会　特定非営利活動法人静岡市里親家庭支援センター

西部 特定非営利活動法人せきれい　作業所せきれい

西部 特定非営利活動法人すかい　障害児支援ルーム　くじらぐも

西部 社会福祉法人遠江学園　ひくまの

西部 特定非営利活動法人ちいさこべ

東部 朗読奉仕グループ「くろつぐみの会」

東部 ワークショップまごころ

中部 社会福祉法人 焼津福祉会

中部 特定非営利活動法人 ウイング・ハート

中部 ベース・キャンプ

西部 社会福祉法人 小羊学園 オリーブの樹

西部 天竜ワークキャンパス

西部 点訳サークルともしび

東部 社会福祉法人 伊豆市社会福祉協議会

中部 下当間ふれあいサロン一五の会

中部 社会福祉法人静岡いのちの電話

中部 静岡市ボランティア団体連絡協議会

中部 NPO法人静岡県ボランティア協会

西部 地域密着型養護老人ホーム　はまひるがお

西部 宮脇デイサービスセンター

西部 浜松市北区災害ボランティアコーディネーター連絡会

東部 戸田デイサービスセンター

東部 社会福祉法人山寿会　サンライズあかつき

中部 パレット

中部 アートセラピー研究会

西部 支援センターわかぎ

西部 ここみ広場

西部 社会福祉法人おひさま

中部 特定非営利活動法人　焼津育成の会　野いちご

中部 障害福祉サービス事業所　ゆいまある

東部 自立援助ホーム　ほっぺ

東部 特定非営利活動法人　にじのかけ橋

中部 島田点訳奉仕会

西部 障害者就労継続支援Ｂ型事業所　きほくのもり★ペンタス

西部 社会福祉法人　小羊学園　小羊デイケアホーム

東部 社会福祉法人　信愛会 特別養護老人ホーム　土肥ホーム

東部 小泉キャラバン隊

西部 就労継続支援Ｂ型事業所　あぐり

中部 認定ＮＰＯ法人　活き生きネットワーク

中部 特定非営利活動法人　ポトラッチ

中部 ふれあいサロンももちゃん

（2017年）

第５６回 （2018年）

第５７回 （2019年）

第４９回 （2011年）

第５０回 （2012年）

過去の寄贈団体一覧

第５１回 （2013年）

第５２回 （2014年）

第５３回 （2015年）

第５４回 （2016年）

第５５回



資機材

回 地域 名前

東部 特定非営利活動法人マム

中部 特定非営利活動法人　天使のはね　えんぜる

西部 大山ファーム

東部 NPO法人　すてっぷあっぷ
中部 社会福祉法人　一羊会　牧之原市こづつみ作業所
中部 特定非営利活動法人　障害者活動支援団体げんきむら
西部 就労継続支援B型事業所ハートピア・ワーク湖西
中部 島田の空と大地と
西部 社会福祉法人昴会　細江あすなろ作業所
西部 社会福祉法人なごみかぜ　生活介護事業所風の森
東部 社会福祉法人　山寿会 あかつき園
西部 夢ワークたちばな

第５8回 （2020年）

第５９回
(2021

年)

第１回

第２回

第３回

過去の寄贈団体一覧


