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令和3年度 「赤い羽根共同募金運動キャッチコピー」

最優秀賞　篠 田　健 三 さん　三種町
しの だ けん ぞう

令和3年度 「赤い羽根共同募金運動キャッチコピー」 入賞者

「 あなたの優しさ  ありがとう  未来へつながる  赤い羽根 」

「 会えずとも  あなたにとどけ  赤い羽根 」

「 みんなの輪  幸せ広がる  その手から 」

千 田　奈 桜 さん　八郎潟町立八郎潟中学校 （1年）

和 泉　陽 斗 さん　横手市立十文字中学校 （1年）

工 藤　美 翔 さん　八郎潟町立八郎潟中学校 （3年）
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赤い羽根の助成で行われた
保育ボランティアの様子だよっ!

（大潟村）
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新型コロナ感染下の福祉活動を応援しています

■ 令和2年度の実績
寄付金を募集するとともに、子ども食堂等に取り組む団体などに助成しました。
●寄付金　9,442,083円 （募集期間 令和2年5月～ 9月30日）
●助成額　4,899,160円 （延べ21団体に助成）
残額は令和3年度に繰越しました。

■ 令和3年度の取組
4月から助成団体を募集し、申請のあった団体に順次助成を行っています。
● 助成数　延べ10団体 （令和3年7月末現在）
● 助成額　2,933,000円

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。）

　コロナ禍により、経済的困難を抱えたり、地域とのつながりが薄れ孤立がちになる方が増えています。こうした
方々を支援するため、令和2年度から共同募金とは別に全国キャンペーンを展開しています。食事や食料を届ける活
動や居場所づくり活動の支援、困りごとを抱えた人の相談活動などに取り組む団体を応援しています。

あなたのご寄付は
あなたの町へ。

町内保育園児に防災頭巾を備える。（三種町）

いきいきサロン事業 （横手市）

小地域福祉推進協議会の活動支援 （東成瀬村）

～ 募金を活用した助成事業のご紹介 ～
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●災害等準備金取崩の活用
　毎年積立している災害等準備金は、3年間の積立期間が過ぎると取崩し助成に活用しています。令和2年度末に取り崩
した準備金は、防災･減災に取り組む5団体に1,930,000円を助成しました。

●災害等準備金取崩の活用
　令和3年度末に取崩予定の災害等準備金4,240,812円は、広域助成に3,023,000円を充て、残額は助成準備金に活用
する予定です。

　福祉活動に取り組む団体から提出していただいた助成申請の内容を審査のうえ、令和3年度共同募金目標額と助成計
画額を次のように決定しました。コロナ禍で 「つながりをたやさない社会づくり」 のための活動が、ますます重要となって
きています。10月から始まる募金運動について、ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

① 広域的・先駆的な地域福祉活動を行う12団体に　　18,334,000円※

※次の助成計画額合計から災害等準備金取崩充当額3,023,000円を差引いています。

③ 市町村社会福祉協議会や福祉団体に　　　　　　117,831,152円
　 地域における子育て支援、福祉教育、ボランティア養成や高齢者サロン活動など
④ 災害対策のために　　　　　　　　　　　　　　　9,000,000円
　 大規模災害に備える災害等準備金の積立、火災・自然災害被災世帯への見舞金など
⑤ 共同募金運動の推進　　　　　　　　　　　　　　44,639,000円
　 県共同募金会、市町村共同募金委員会の運動経費

■募金の実績
　赤い羽根共同募金運動にご協力いただき、ありがとうございます。新型コロナウィルスの感染拡大のなかでも、皆様
からは変わらぬご支援をいただきました。 「困ったときはお互いさま」 から始まった共同募金は、コロナ禍でも地域の福
祉活動を支えています。 ■募金目標額

■助成計画額

◎赤い羽根共同募金
◎地域歳末たすけあい募金
◎NHK歳末たすけあい募金

182,497,934円
 41,288,715円

5,892,171円

合　　　計

229,678,820円

◎赤い羽根共同募金
◎地域歳末たすけあい募金
◎NHK歳末たすけあい募金

赤い羽根共同募金による助成　　　191,804,152円

地域歳末たすけあいによる助成　　36,218,412円

191,804,152円
 36,218,412円

5,000,000円

合　　　計

233,022,564円

社会福祉協議会を通じ支援が必要な世帯への見舞金など

① 広域的・先駆的な地域福祉活動を行う7団体に　　　13,476,000円

② 社会課題解決プロジェクトに取り組む4団体に　　　2,000,000円

秋田県障がい者通所施設協議会
社会福祉法人 秋田県社会福祉協議会
おおだて子育てラジオネットワーク
社会福祉法人 慈泉会
社会福祉法人 秋田ふくしハートネット
NPO法人 かづの活動センター 出発の家
NPO法人 湯雄福祉会
社会福祉法人 一羊会
NPO法人 あゆみの会
社会福祉法人 由利本荘市社会福祉協議会
社会福祉法人 藤里町社会福祉協議会
社会福祉法人 大館市社会福祉協議会

県内3地区毎に研修・交流会
地域福祉トータルケア推進事業
子育て支援のラジオ番組の作成
障害福祉事業所の大型洗濯機の購入
障害福祉事業所の作業用車両の購入
障害福祉事業所の送迎等車両の購入
障害福祉事業所の作業機械の購入
障害福祉事業所の車庫設置
障害福祉事業所の軽トラックの購入
地域福祉推進のための車両の更新
地域福祉推進のための車両の更新
地域福祉推進のための車両の更新

165,000
5,850,000

982,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000

701,000
2,000,000

913,000
1,326,000
2,000,000
1,420,000

（円）

（円）秋田県チャレンジドスポーツ連盟
NPO法人 あきた子どもネット
NPO法人 スペシャルオリンピックス日本・秋田
秋田県教育協会

知的障がい者にスポーツする場の提供
子どもの食と生活支援
知的障がい者にスポーツする場の提供
無料の学習支援教室、子育て電話相談

500,000
500,000
500,000
500,000

団　　体　　名 事　業　内　容 助成計画額

NHK歳末たすけあいによる助成　　　5,000,000円
児童養護施設等児童の運転免許取得や進学・就職支援、難病関連団体の活動支援など

■募金の使いみち
赤い羽根共同募金による助成　　　181,299,941円

地域歳末たすけあいによる助成　　41,288,715円
社会福祉協議会を通じ支援が必要な世帯への見舞金、運動推進費など

NHK歳末たすけあいによる助成　　　5,486,000円

助成合計　　　　　　　　　　　 228,074,656円
※募金実績との差額1,604,164円は助成準備金として繰越します。詳しくは、本会ホームページや 「赤い羽根データベースはねっと」 をご覧ください。

③ 市町村社会福祉協議会や福祉団体に　　　　　　107,287,991円
　 地域における子育て支援、福祉教育、ボランティア養成や高齢者サロン活動など
④ 災害対策のために　　　　　　　　　　　　　　　9,958,000円
　 大規模災害に備える災害等準備金の積立、火災・自然災害被災世帯への見舞金など
⑤ 共同募金運動の推進　　　　　　　　　　　　　　48,231,322円
　 県共同募金会、市町村共同募金委員会の運動経費

② 社会課題解決プロジェクトに取り組む3団体に　　　2,346,628円
（円）NPO法人 スペシャルオリンピックス日本・秋田

秋田県教育協会
びーらぶ秋田

知的障がい者にスポーツする場の提供
無料の学習支援教室、子育て電話相談
DV被害女性のケアを行う人材養成

665,998
468,998

1,211,632

団　　体　　名 事　業　内　容 助　成　額

「つながりをたやさない社会づくり」 事業への助成
地域活動支援センターの冬対策支援
乳児院や障害児通所支援施設の冬対策支援
児童養護施設等児童の運転免許取得や進学・就職支援
難病関連団体の活動支援
運動推進費

5団体
6施設
3施設
5施設
7団体

980,000
750,000
356,000

2,050,000
1,150,000

200,000

（円）

区　　　分 助　成　先 助　成　額

NPO法人 そら
一般社団法人 秋田県聴力障害者協会
社会福祉法人 愛心会
おおだて子育てラジオネットワーク
NPO法人 秋田たすけあいネットあゆむ
NPO法人 由利本荘にかほ市民が健康を守る会
社会福祉法人 秋田県社会福祉協議会

障害福祉事業所の送迎車両の購入
全国ろうあ女性集会の開催
障害福祉事業所の乾燥野菜小屋の移設
子育て支援のラジオ番組の作成
ひきこもり者の社会復帰訓練
認知症カフェや高齢者の運動教室等
地域福祉トータルケア推進事業

1,400,000
300,000
845,000
991,000

1,790,000
2,000,000
6,150,000

（円）
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●災害等準備金取崩の活用
　毎年積立している災害等準備金は、3年間の積立期間が過ぎると取崩し助成に活用しています。令和2年度末に取り崩
した準備金は、防災･減災に取り組む5団体に1,930,000円を助成しました。

●災害等準備金取崩の活用
　令和3年度末に取崩予定の災害等準備金4,240,812円は、広域助成に3,023,000円を充て、残額は助成準備金に活用
する予定です。

　福祉活動に取り組む団体から提出していただいた助成申請の内容を審査のうえ、令和3年度共同募金目標額と助成計
画額を次のように決定しました。コロナ禍で 「つながりをたやさない社会づくり」 のための活動が、ますます重要となって
きています。10月から始まる募金運動について、ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

① 広域的・先駆的な地域福祉活動を行う12団体に　　18,334,000円※

※次の助成計画額合計から災害等準備金取崩充当額3,023,000円を差引いています。

③ 市町村社会福祉協議会や福祉団体に　　　　　　117,831,152円
　 地域における子育て支援、福祉教育、ボランティア養成や高齢者サロン活動など
④ 災害対策のために　　　　　　　　　　　　　　　9,000,000円
　 大規模災害に備える災害等準備金の積立、火災・自然災害被災世帯への見舞金など
⑤ 共同募金運動の推進　　　　　　　　　　　　　　44,639,000円
　 県共同募金会、市町村共同募金委員会の運動経費

■募金の実績
　赤い羽根共同募金運動にご協力いただき、ありがとうございます。新型コロナウィルスの感染拡大のなかでも、皆様
からは変わらぬご支援をいただきました。 「困ったときはお互いさま」 から始まった共同募金は、コロナ禍でも地域の福
祉活動を支えています。 ■募金目標額

■助成計画額

◎赤い羽根共同募金
◎地域歳末たすけあい募金
◎NHK歳末たすけあい募金

182,497,934円
 41,288,715円

5,892,171円

合　　　計

229,678,820円

◎赤い羽根共同募金
◎地域歳末たすけあい募金
◎NHK歳末たすけあい募金

赤い羽根共同募金による助成　　　191,804,152円

地域歳末たすけあいによる助成　　36,218,412円

191,804,152円
 36,218,412円

5,000,000円

合　　　計

233,022,564円

社会福祉協議会を通じ支援が必要な世帯への見舞金など

① 広域的・先駆的な地域福祉活動を行う7団体に　　　13,476,000円

② 社会課題解決プロジェクトに取り組む4団体に　　　2,000,000円

秋田県障がい者通所施設協議会
社会福祉法人 秋田県社会福祉協議会
おおだて子育てラジオネットワーク
社会福祉法人 慈泉会
社会福祉法人 秋田ふくしハートネット
NPO法人 かづの活動センター 出発の家
NPO法人 湯雄福祉会
社会福祉法人 一羊会
NPO法人 あゆみの会
社会福祉法人 由利本荘市社会福祉協議会
社会福祉法人 藤里町社会福祉協議会
社会福祉法人 大館市社会福祉協議会

県内3地区毎に研修・交流会
地域福祉トータルケア推進事業
子育て支援のラジオ番組の作成
障害福祉事業所の大型洗濯機の購入
障害福祉事業所の作業用車両の購入
障害福祉事業所の送迎等車両の購入
障害福祉事業所の作業機械の購入
障害福祉事業所の車庫設置
障害福祉事業所の軽トラックの購入
地域福祉推進のための車両の更新
地域福祉推進のための車両の更新
地域福祉推進のための車両の更新

165,000
5,850,000

982,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000

701,000
2,000,000

913,000
1,326,000
2,000,000
1,420,000

（円）

（円）秋田県チャレンジドスポーツ連盟
NPO法人 あきた子どもネット
NPO法人 スペシャルオリンピックス日本・秋田
秋田県教育協会

知的障がい者にスポーツする場の提供
子どもの食と生活支援
知的障がい者にスポーツする場の提供
無料の学習支援教室、子育て電話相談

500,000
500,000
500,000
500,000

団　　体　　名 事　業　内　容 助成計画額

NHK歳末たすけあいによる助成　　　5,000,000円
児童養護施設等児童の運転免許取得や進学・就職支援、難病関連団体の活動支援など

■募金の使いみち
赤い羽根共同募金による助成　　　181,299,941円

地域歳末たすけあいによる助成　　41,288,715円
社会福祉協議会を通じ支援が必要な世帯への見舞金、運動推進費など

NHK歳末たすけあいによる助成　　　5,486,000円

助成合計　　　　　　　　　　　 228,074,656円
※募金実績との差額1,604,164円は助成準備金として繰越します。詳しくは、本会ホームページや 「赤い羽根データベースはねっと」 をご覧ください。

③ 市町村社会福祉協議会や福祉団体に　　　　　　107,287,991円
　 地域における子育て支援、福祉教育、ボランティア養成や高齢者サロン活動など
④ 災害対策のために　　　　　　　　　　　　　　　9,958,000円
　 大規模災害に備える災害等準備金の積立、火災・自然災害被災世帯への見舞金など
⑤ 共同募金運動の推進　　　　　　　　　　　　　　48,231,322円
　 県共同募金会、市町村共同募金委員会の運動経費

② 社会課題解決プロジェクトに取り組む3団体に　　　2,346,628円
（円）NPO法人 スペシャルオリンピックス日本・秋田

秋田県教育協会
びーらぶ秋田

知的障がい者にスポーツする場の提供
無料の学習支援教室、子育て電話相談
DV被害女性のケアを行う人材養成

665,998
468,998

1,211,632

団　　体　　名 事　業　内　容 助　成　額

「つながりをたやさない社会づくり」 事業への助成
地域活動支援センターの冬対策支援
乳児院や障害児通所支援施設の冬対策支援
児童養護施設等児童の運転免許取得や進学・就職支援
難病関連団体の活動支援
運動推進費

5団体
6施設
3施設
5施設
7団体

980,000
750,000
356,000

2,050,000
1,150,000

200,000

（円）

区　　　分 助　成　先 助　成　額

NPO法人 そら
一般社団法人 秋田県聴力障害者協会
社会福祉法人 愛心会
おおだて子育てラジオネットワーク
NPO法人 秋田たすけあいネットあゆむ
NPO法人 由利本荘にかほ市民が健康を守る会
社会福祉法人 秋田県社会福祉協議会

障害福祉事業所の送迎車両の購入
全国ろうあ女性集会の開催
障害福祉事業所の乾燥野菜小屋の移設
子育て支援のラジオ番組の作成
ひきこもり者の社会復帰訓練
認知症カフェや高齢者の運動教室等
地域福祉トータルケア推進事業

1,400,000
300,000
845,000
991,000

1,790,000
2,000,000
6,150,000

（円）



移送サービス （美郷町）

新型コロナ感染下の福祉活動を応援しています 共同募金だより

住む町を  支えるやさしさ  赤い羽根

［ 発行元 ］ 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/

第23号
令和3年9月発行

令和3年度 「赤い羽根共同募金運動キャッチコピー」

最優秀賞　篠 田　健 三 さん　三種町
しの だ けん ぞう

令和3年度 「赤い羽根共同募金運動キャッチコピー」 入賞者

「 あなたの優しさ  ありがとう  未来へつながる  赤い羽根 」

「 会えずとも  あなたにとどけ  赤い羽根 」

「 みんなの輪  幸せ広がる  その手から 」

千 田　奈 桜 さん　八郎潟町立八郎潟中学校 （1年）

和 泉　陽 斗 さん　横手市立十文字中学校 （1年）

工 藤　美 翔 さん　八郎潟町立八郎潟中学校 （3年）
く どう み と

い  ず  み はる と

ち だ な お

はねっち
©nekoyanagi

赤い羽根の助成で行われた
保育ボランティアの様子だよっ!

（大潟村）

優 

秀 

賞

新型コロナ感染下の福祉活動を応援しています

■ 令和2年度の実績
寄付金を募集するとともに、子ども食堂等に取り組む団体などに助成しました。
●寄付金　9,442,083円 （募集期間 令和2年5月～ 9月30日）
●助成額　4,899,160円 （延べ21団体に助成）
残額は令和3年度に繰越しました。

■ 令和3年度の取組
4月から助成団体を募集し、申請のあった団体に順次助成を行っています。
● 助成数　延べ10団体 （令和3年7月末現在）
● 助成額　2,933,000円

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。）

　コロナ禍により、経済的困難を抱えたり、地域とのつながりが薄れ孤立がちになる方が増えています。こうした
方々を支援するため、令和2年度から共同募金とは別に全国キャンペーンを展開しています。食事や食料を届ける活
動や居場所づくり活動の支援、困りごとを抱えた人の相談活動などに取り組む団体を応援しています。

あなたのご寄付は
あなたの町へ。

町内保育園児に防災頭巾を備える。（三種町）

いきいきサロン事業 （横手市）

小地域福祉推進協議会の活動支援 （東成瀬村）

～ 募金を活用した助成事業のご紹介 ～


