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赤い羽根　小さな協力　大きな力

令和２年度「赤い羽根共同募金運動キャッチコピー」

令和2年度「赤い羽根共同募金運動キャッチコピー」入賞者

「この手から　幸せ届ける　赤い羽根」
畠山　　望さん　八郎潟町立八郎潟中学校（3年）
はたけ やま のぞみ

「赤い羽根　一人一人の　思いやり」
金子　玄麒さん　大潟村立大潟中学校（２年）
かね こ げん き

「今だから　心つなぎ　人がつながる助け合い」
金沢　達夫さん　秋田市
かな ざわ たつ お
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最優秀賞　木村　聖那さん　鹿角市立八幡平中学校（１年）
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横手市で行われた
募金活動の様子だよっ！

新型コロナウイルス感染への対応により、さまざまな人々がさまざまなかたちで困っています。
共同募金会では、そうした人々を支援する団体への助成を行っています。

詳しくは、秋田県共同募金会または中央共同募金会のホームページをご覧ください。https://www.akaihane.or.jp/

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

赤い羽根 子どもと家族の
緊急支援 全国キャンペーン

あなたのご寄付はあなたの町へ。
～募金を活用した助成事業のご紹介～

地域で増加すると考えられる子どもと家族を
めぐる生活課題に取り組む活動への助成

フードバンク活動応援
フードバンク、配食等を行って
いる団体への助成

居場所を失った人への
緊急活動応援
居場所を失い孤立する人々を
支える団体への助成

withコロナ 草の根活動応援
ボランティア団体・NPO等による新たな地域福祉
活動への移行や組織づくりへの助成

ＱＲコードから寄付ページにアクセスすることで、
秋田県の市町村を指定したご寄付が可能です。
（クレジット決済やコンビニ決済が利用できます。）

地域の人にはつらつ弁当を
配りました（大館市）

異世代交
流会を開

きました

（にかほ
市）

子育て支援事業を行いました
（仙北市）

子ども手話
教室を開

きました

（男鹿市
）



令和
元年度 赤い羽根共同募金運動結果

法人（団体）名 事業・活動内容 助成額

（特）秋田県心の健康福祉会（秋田市）

（特）にこっと秋田（秋田市）

（福）湯沢市社会福祉協議会

秋田県ボランティア団体連絡協議会

（特）ホームホスピス秋田（秋田市）

（福）秋田県社会福祉協議会

チャイルドラインあきた（秋田市）

（特）スペシャルオリンピックス日本・秋田（秋田市）

（特）あきた子どもネット（秋田市）

（一社）のしろ若者自立支援機構（能代市）

秋田県教育協会

児童関係施設・団体2ヵ所

【広域的・先駆的な
地域福祉活動への
助成】

【社会課題解決
プロジェクト助成】

【 物 品 寄 贈 】

精神障がい者交流体験支援事業

重症心身障害児者の地域生活についての研修事業

子どもと若者の居場所から学びへ繋ぐふりーすぺーす「パレット」事業

秋田県ボランティア大会 2020「コミュニケーション～笑顔～」

暮らしの保健室整備事業

地域福祉トータルケア推進事業（福祉でまちづくり）の推進

子供専用電話の開設と、広報、電話の受け手養成講座等の開催

知的障がい者に年間を通してスポーツする場の提供

子どもの食と生活支援事業

不登校児童生徒の食育と運動不足解消事業

子どもいきいき応援事業

寄付物品を施設等へ配分する事業

197,000

339,000

288,000

455,000

2,000,000

6,450,000

695,264

1,008,914

968,000

1,018,000

867,000

41,040

事業・活動内容 助成額

市町村社会福祉協議会・団体等が進める地域福祉活動

市町村共同募金運動推進費

大規模災害発生時の復興活動のための積立

秋田県共同募金会運営費

秋田県共同募金会事業費

広報・運動資材等管理運営費

中央共同募金会等分担金

【各市町村の地域福
祉活動への助成】※

【共同募金運動を進
めるための経費】

111,177,675

12,935,768

7,000,000

24,151,000

6,302,000

3,583,000

1,801,000

【災害対策のための
助成】

団体数 助成額

冬期地域ふれあい事業

小規模な障害者施設の冬対策等の活動への助成

児童養護施設等入所者免許取得費用助成

難病関連団体の活動費への助成

1,159,000

840,000

950,000

1,233,000

7

6

6

8

助成内容助成内容 助成額

社会福祉協議会による支援が必要な世帯への見舞金等

歳末たすけあい運動推進費（運動推進にかかる事務費）

次年度の地域福祉活動への助成充当金

32,145,865

330,650

9,238,847

（特）は特定非営利活動法人、（福）は社会福祉法人、（一社）は一般社団法人

※詳しくは各市町村社会福祉協議会の広報誌をご覧ください。
　募金の使い道は、赤い羽根データベース「はねっと」からも確認できます。

※募金実績に前年度繰越金3,967,653円を加えた総額から助成総額と、事
務経費200,000円を差し引いた4,014,254円は、次年度助成金として繰
り越します。

◉ＮＨＫ歳末たすけあい助成……………4,532,000円 ◉地域歳末たすけあい助成……………41,715,362円

◉お寄せいただいた募金は次の団体の令和2年度の活動に役立てられます。

赤い羽根共同募金実績

（目標達成率 94.3％）
総　額
（秋田県）187,649,206円

歳末たすけあい募金実績

総　額
（秋田県） 46,493,963円 NHK歳末たすけあい …   4,778,601円

地域歳末たすけあい … 41,715,362円※

※県内市町村共同募金委員会に寄せられた寄付

【過年度災害等準備金の取崩しによる助成】

●社会福祉法の定めにより積立期間が終
了し、取崩しとなった過年度災害等準
備金980,262円

●平成30年7月豪雨災害の被災県に拠出
し、被災県における助成金精算の結
果、返還となった災害等準備金
2,955,177円

総額3,935,439円は「火災・風水害の
被災世帯に対する見舞金及び被災民間
社会福祉施設への修繕費」に充てられ
ます。（令和元年度募金実績には含ま
れていません。）

◉過年度災害等準備金の取崩しによる助成
●社会福祉法の定めにより積立期間が終了し、取崩しとなった過年度災害等準備金
2,220,000円は「火災・風水害の被災世帯に対する見舞金及び被災民間社会福祉施
設への修繕費」に充てられます。（令和2年度募金目標額には含まれません。）

火災・風水害の被災世帯に対する見舞金及び
被災民間社会福祉施設への修繕費

9,725,439

令和
２年度 赤い羽根共同募金運動計画

法人（団体）名 事業・活動内容 助成計画額

（特）そら（横手市）

（一社）秋田県聴力障害者協会

（福）愛心会（秋田市）

おおだて子育てラジオネットワーク（大館市）

（特）秋田たすけあいネットあゆむ（秋田市）

（福）秋田県社会福祉協議会

（特）スペシャルオリンピックス日本・秋田（秋田市）

秋田県教育協会

【広域的・先駆的な
地域福祉活動への
助成】

【社会課題解決
プロジェクト助成】

利用者送迎用車両整備事業

第51回全国ろうあ女性集会の開催

乾燥野菜作業プレハブ小屋の移設事業

おおだて子育てラジオ番組の制作

ひきこもり者の社会復帰訓練による高齢者の生活支援事業

地域福祉トータルケア推進事業（福祉でまちづくり）の推進

知的障がい者に年間を通してスポーツする場の提供

子どもいきいき応援事業

1,400,000

300,000

845,000

991,000

1,790,000

6,150,000

500,000

500,000

事業・活動内容 助成計画額

市町村社会福祉協議会・団体等が進める地域福祉活動

市町村共同募金運動推進費

大規模災害発生時の復興活動のための積立

秋田県共同募金会運営費

秋田県共同募金会事業費

広報・運動資材等管理運営費

中央共同募金会等分担金

【各市町村の地域福
祉活動への助成】※

119,787,724

12,815,000

7,200,000

23,843,000

6,535,000

3,593,000

1,801,000

（特）は特定非営利活動法人、（一社）は一般社団法人、（福）は社会福祉法人

◉令和2年度目標額は次の助成計画に基づき定めました。

赤い羽根共同募金目標額

193,708,724円

火災・風水害の被災世帯に対する見舞金
及び被災民間社会福祉施設への修繕費

3,158,000

児童養護施設入所者の進学・就職に係る経費
への助成

乳児院及び児童発達支援事業所の
生活環境整備に係る経費への助成

2

3

200,000

150,000

はねっち
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（特）由利本荘にかほ市民が健康を守る会
（由利本荘市）

市民の市民による市民のための健康寿命増進プログラム！3rd Stage

暴力被害女性支援「びーらぶプログラム・インストラクター養成講座」
及び「（仮題）コロナ禍とＤＶ・児童虐待について」等の開催びーらぶ秋田（秋田市）

2,000,000

500,000

【共同募金運動を進
めるための経費】

【災害対策のための
助成】

能代市

潟上市

令和元年度
募金風景

※詳しくは各市町村社会福祉協議会の広報誌をご覧ください。



令和
元年度 赤い羽根共同募金運動結果

法人（団体）名 事業・活動内容 助成額

（特）秋田県心の健康福祉会（秋田市）

（特）にこっと秋田（秋田市）

（福）湯沢市社会福祉協議会

秋田県ボランティア団体連絡協議会

（特）ホームホスピス秋田（秋田市）

（福）秋田県社会福祉協議会

チャイルドラインあきた（秋田市）

（特）スペシャルオリンピックス日本・秋田（秋田市）

（特）あきた子どもネット（秋田市）

（一社）のしろ若者自立支援機構（能代市）

秋田県教育協会

児童関係施設・団体2ヵ所

【広域的・先駆的な
地域福祉活動への
助成】

【社会課題解決
プロジェクト助成】

【 物 品 寄 贈 】

精神障がい者交流体験支援事業

重症心身障害児者の地域生活についての研修事業

子どもと若者の居場所から学びへ繋ぐふりーすぺーす「パレット」事業

秋田県ボランティア大会 2020「コミュニケーション～笑顔～」

暮らしの保健室整備事業

地域福祉トータルケア推進事業（福祉でまちづくり）の推進

子供専用電話の開設と、広報、電話の受け手養成講座等の開催

知的障がい者に年間を通してスポーツする場の提供

子どもの食と生活支援事業

不登校児童生徒の食育と運動不足解消事業

子どもいきいき応援事業

寄付物品を施設等へ配分する事業

197,000

339,000

288,000

455,000

2,000,000

6,450,000

695,264

1,008,914

968,000

1,018,000

867,000

41,040

事業・活動内容 助成額

市町村社会福祉協議会・団体等が進める地域福祉活動

市町村共同募金運動推進費

大規模災害発生時の復興活動のための積立

秋田県共同募金会運営費

秋田県共同募金会事業費

広報・運動資材等管理運営費

中央共同募金会等分担金

【各市町村の地域福
祉活動への助成】※

【共同募金運動を進
めるための経費】

111,177,675

12,935,768

7,000,000

24,151,000

6,302,000

3,583,000

1,801,000

【災害対策のための
助成】

団体数 助成額

冬期地域ふれあい事業

小規模な障害者施設の冬対策等の活動への助成

児童養護施設等入所者免許取得費用助成

難病関連団体の活動費への助成

1,159,000

840,000

950,000

1,233,000

7

6

6

8

助成内容助成内容 助成額

社会福祉協議会による支援が必要な世帯への見舞金等

歳末たすけあい運動推進費（運動推進にかかる事務費）

次年度の地域福祉活動への助成充当金

32,145,865

330,650

9,238,847

（特）は特定非営利活動法人、（福）は社会福祉法人、（一社）は一般社団法人

※詳しくは各市町村社会福祉協議会の広報誌をご覧ください。
　募金の使い道は、赤い羽根データベース「はねっと」からも確認できます。

※募金実績に前年度繰越金3,967,653円を加えた総額から助成総額と、事
務経費200,000円を差し引いた4,014,254円は、次年度助成金として繰
り越します。

◉ＮＨＫ歳末たすけあい助成……………4,532,000円 ◉地域歳末たすけあい助成……………41,715,362円

◉お寄せいただいた募金は次の団体の令和2年度の活動に役立てられます。

赤い羽根共同募金実績

（目標達成率 94.3％）
総　額
（秋田県）187,649,206円

歳末たすけあい募金実績

総　額
（秋田県） 46,493,963円 NHK歳末たすけあい …   4,778,601円

地域歳末たすけあい … 41,715,362円※

※県内市町村共同募金委員会に寄せられた寄付

【過年度災害等準備金の取崩しによる助成】

●社会福祉法の定めにより積立期間が終
了し、取崩しとなった過年度災害等準
備金980,262円

●平成30年7月豪雨災害の被災県に拠出
し、被災県における助成金精算の結
果、返還となった災害等準備金
2,955,177円

総額3,935,439円は「火災・風水害の
被災世帯に対する見舞金及び被災民間
社会福祉施設への修繕費」に充てられ
ます。（令和元年度募金実績には含ま
れていません。）

◉過年度災害等準備金の取崩しによる助成
●社会福祉法の定めにより積立期間が終了し、取崩しとなった過年度災害等準備金
2,220,000円は「火災・風水害の被災世帯に対する見舞金及び被災民間社会福祉施
設への修繕費」に充てられます。（令和2年度募金目標額には含まれません。）

火災・風水害の被災世帯に対する見舞金及び
被災民間社会福祉施設への修繕費

9,725,439

令和
２年度 赤い羽根共同募金運動計画

法人（団体）名 事業・活動内容 助成計画額

（特）そら（横手市）

（一社）秋田県聴力障害者協会

（福）愛心会（秋田市）

おおだて子育てラジオネットワーク（大館市）

（特）秋田たすけあいネットあゆむ（秋田市）

（福）秋田県社会福祉協議会

（特）スペシャルオリンピックス日本・秋田（秋田市）

秋田県教育協会

【広域的・先駆的な
地域福祉活動への
助成】

【社会課題解決
プロジェクト助成】

利用者送迎用車両整備事業

第51回全国ろうあ女性集会の開催

乾燥野菜作業プレハブ小屋の移設事業

おおだて子育てラジオ番組の制作

ひきこもり者の社会復帰訓練による高齢者の生活支援事業

地域福祉トータルケア推進事業（福祉でまちづくり）の推進

知的障がい者に年間を通してスポーツする場の提供

子どもいきいき応援事業

1,400,000

300,000

845,000

991,000

1,790,000

6,150,000

500,000

500,000

事業・活動内容 助成計画額

市町村社会福祉協議会・団体等が進める地域福祉活動

市町村共同募金運動推進費

大規模災害発生時の復興活動のための積立

秋田県共同募金会運営費

秋田県共同募金会事業費

広報・運動資材等管理運営費

中央共同募金会等分担金

【各市町村の地域福
祉活動への助成】※

119,787,724

12,815,000

7,200,000

23,843,000

6,535,000

3,593,000

1,801,000

（特）は特定非営利活動法人、（一社）は一般社団法人、（福）は社会福祉法人

◉令和2年度目標額は次の助成計画に基づき定めました。

赤い羽根共同募金目標額

193,708,724円

火災・風水害の被災世帯に対する見舞金
及び被災民間社会福祉施設への修繕費

3,158,000

児童養護施設入所者の進学・就職に係る経費
への助成

乳児院及び児童発達支援事業所の
生活環境整備に係る経費への助成

2

3

200,000

150,000

はねっち
©nekoyanagi

©nekoyanagi

ニャジロウ
©nekoyanagi

（特）由利本荘にかほ市民が健康を守る会
（由利本荘市）

市民の市民による市民のための健康寿命増進プログラム！3rd Stage

暴力被害女性支援「びーらぶプログラム・インストラクター養成講座」
及び「（仮題）コロナ禍とＤＶ・児童虐待について」等の開催びーらぶ秋田（秋田市）

2,000,000

500,000

【共同募金運動を進
めるための経費】

【災害対策のための
助成】

能代市

潟上市

令和元年度
募金風景

※詳しくは各市町村社会福祉協議会の広報誌をご覧ください。
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第22号共同募金だより
社会福祉法人秋田県共同募金会　秋田市旭北栄町1-5　☎（018）864-2821　http://www.akaihane-akita.or.jp/

赤い羽根　小さな協力　大きな力

令和２年度「赤い羽根共同募金運動キャッチコピー」

令和2年度「赤い羽根共同募金運動キャッチコピー」入賞者

「この手から　幸せ届ける　赤い羽根」
畠山　　望さん　八郎潟町立八郎潟中学校（3年）
はたけ やま のぞみ

「赤い羽根　一人一人の　思いやり」
金子　玄麒さん　大潟村立大潟中学校（２年）
かね こ げん き

「今だから　心つなぎ　人がつながる助け合い」
金沢　達夫さん　秋田市
かな ざわ たつ お

最優秀賞　木村　聖那さん　鹿角市立八幡平中学校（１年）

はねっち
©nekoyanagi

き むら せ な

発行元

優秀賞

横手市で行われた
募金活動の様子だよっ！

新型コロナウイルス感染への対応により、さまざまな人々がさまざまなかたちで困っています。
共同募金会では、そうした人々を支援する団体への助成を行っています。

詳しくは、秋田県共同募金会または中央共同募金会のホームページをご覧ください。https://www.akaihane.or.jp/

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

赤い羽根 子どもと家族の
緊急支援 全国キャンペーン

あなたのご寄付はあなたの町へ。
～募金を活用した助成事業のご紹介～

地域で増加すると考えられる子どもと家族を
めぐる生活課題に取り組む活動への助成

フードバンク活動応援
フードバンク、配食等を行って
いる団体への助成

居場所を失った人への
緊急活動応援
居場所を失い孤立する人々を
支える団体への助成

withコロナ 草の根活動応援
ボランティア団体・NPO等による新たな地域福祉
活動への移行や組織づくりへの助成

ＱＲコードから寄付ページにアクセスすることで、
秋田県の市町村を指定したご寄付が可能です。
（クレジット決済やコンビニ決済が利用できます。）

地域の人にはつらつ弁当を
配りました（大館市）

異世代交
流会を開

きました

（にかほ
市）

子育て支援事業を行いました
（仙北市）

子ども手話
教室を開

きました

（男鹿市
）


