
〜秋田県大雨災害義援金へのご協力に感謝します〜

052177

全国労働者共済生活協同組合連合会

共済ショップ秋田店 ℡018-824-6031
共済ショップ大館店 ℡0186-49-2877
共済ショップ能代店 ℡0185-55-3931
共済ショップ大仙店 ℡0187-63-8428

カーライフを応援する、頼れる補償

自動車総合補償共済

お見積もり・お問い合わせは下記電話番号・インターネットでお気軽にどうぞ！

全労済秋田推進本部（秋田県労働者共済生活協同組合） 
受付時間 9：00～17：00（土・日・祝日を除く）

全労済は、営利を目的としない保障の生協とし
て共済事業を営み、組合員の皆さまの安心と
ゆとりある暮らしをめざしています。出資金を
お支払いいただいて組合員になれば、各種共
済をご利用いただけます。

※共済ショップ秋田店では土曜日も営業しています
（10：00～16：00・保障相談のみ予約制）。

QRコード対応携帯電話なら左のQRコードを読み取るだけで
全労済ホームページのURLが表示されます。

広告番号

7217A020

　平成29年7月22日からの大雨により、大仙市など県南部を中心に広範囲にわたって床上浸水等の被害が
発生したことから、被災された皆様の生活支援等を図るため義援金の募集を行いましたところ、県内外からた
くさんの善意が寄せられました。皆様のあたたかいご協力に心より感謝申し上げます。
　お寄せいただいた義援金は、秋田県、日本赤十字社、秋田県共同募金会等の関係機関で構成される「秋
田県大雨災害義援金募集・配分委員会」で協議し、床上浸水以上の住家被害が確認された市町村へ配分さ
れ、全額が被災された皆様のもとへ送られます。

〜赤い羽根共同募金は災害時のボランティア活動にも活用されています〜

　秋田県共同募金会では、皆様からお寄せいただいた募金の約3％を、国内で大きな災害が発生したときに
備えて「災害等準備金」として積み立てています。このたびの大雨災害においても、被災した市町村に設置さ
れた災害ボランティアセンターの立ち上げや運営に、災害等準備金が活用されました。
　また、り災された皆様の迅速な生活再建の一助となるように、「災害緊急配分金」を設けており、市町村共同
募金委員会を通じて、床上浸水等の被害を受けた世帯に対して見舞金を交付しています。
※積立金額や、見舞金の枠については、中面【災害対策のための助成】をご参照ください。

○�お寄せいただいた義援金の総額や、災害等準備金の活用状況については、本会ホームページにて最新の
数値を掲載しております。下記URLか、「赤い羽根　あきた」で検索してください。
　秋田県共同募金会ホームページ　URL：http：//www.akaihane-akita.or.jp/

▲秋田市

〈平成29年7月22日からの大雨により被害が発生した地域でのボランティア活動の様子〉

▲大仙市 ▲横手市

［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
1（018）864-2821

http://www.akaihane-
akita.or.jp
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平成29年度「赤い羽根共同募金運動70周年記念キャッチコピー」入賞者

「ありがとう ちいさな想い 届いたよ」
平成29年度「赤い羽根共同募金運動70周年記念キャッチコピー」
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有さん�　鹿角市立八幡平中学校（3年）

「第139回秋田県種苗交換会」
の会場で行われた
募金活動の様子だよっ！
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法人（団体）名 事業・活動内容 助成額

【広域的・先駆的な
地域福祉活動への
助成】

（特）ふじさと元気塾（藤里町） 大学生と連携したNPOの拠点を生かした高齢者支援の仕組みづくり 711,000
よこて市商工会女性部（横手市） 高齢者一人暮らし世帯へひなまつり弁当の配布 227,000
（特）ホープ・フル（秋田市） 利用者送迎等サービス車両の更新事業 1,983,000
（特）そら（横手市） 利用者サポート車両整備事業 1,102,000
（一社）秋田県聴力障害者協会 第48回東北ろうあ者体育大会 300,000

（特）湯雄福祉会（湯沢市） グループホーム入居者が安心して地域で生活ができる援助の車両
整備事業 976,000

（特）ワークしののめ（能代市） 送迎車両更新事業 2,000,000
（特）秋田県心の健康福祉会（秋田市） 精神障がい者交流体験支援事業 250,000
（特）ハートランドひまわり（大館市） チョコット手伝い隊活動用車両整備事業 874,000
秋田県教育協会（秋田市） 子どもいきいき応援事業 210,000
（福）小坂町社会福祉協議会 地域支え合い推進強化（車両整備）事業 1,017,000
（特）由利本荘にかほ市民が健康を守る会 市民の市民による市民のための健康寿命延長プログラム！ 1,452,000
（福）あけぼの会（大仙市） 「語らいカフェ」認知症カフェ事業 701,000
（福）秋田県社会福祉協議会 福祉でまちづくり事業の推進 1,000,000

【社会課題解決
プロジェクト助成】

チャイルドラインあきた（秋田市） 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 707,312
NAOのたまご（秋田市） 心のバリアフリー推進　多角的事業 1,093,100
スペシャルオリンピックス日本・秋田（秋田市）知的障害者に年間を通じてスポーツする場の提供 1,176,002
（一社）フードバンクあきた（秋田市） 生活困窮者への食糧支援 516,020
（特）あきた子どもネット（秋田市） 子どもの食と生活支援事業 963,230

【広域的・先駆的な
地域福祉活動への
助成】

法人（団体）名 事業・活動内容 助成額
（一社）秋田県視覚障害者福祉協会 第57回東北盲人福祉大会（秋田大会） 805,000
（特）通所センター男鹿浜辺の里（男鹿市） 送迎車両の更新事業 2,000,000
秋田県精神保健福祉会連合会 秋田県精神障がい者社会参加促進研修会 240,000
（福）秋田いなほ福祉会（秋田市） 地域社会生活での移動・送迎事業 2,000,000

（特）障がい者自立生活センター
「ほっと大仙」（大仙市） 「弁当（配食サービス含む）の配達・出店への送迎」車両の整備事業 2,000,000

（特）ひだまり（湯沢市） 発泡スチロールリサイクル事業のトラック購入事業 1,311,000
（福）秋田県社会福祉協議会 福祉でまちづくり事業の推進 4,600,000

【社会課題解決
プロジェクト助成】

チャイルドラインあきた（秋田市） 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 500,000
（特）秋田たすけあいネットあゆむ（秋田市） 生活困窮者への食糧・学習支援 500,000

びーらぶ秋田（秋田市） 暴力被害女性支援者養成講座とびーらぶプログラム・インストラク
ター養成講座等の開催 500,000

スペシャルオリンピックス日本・秋田（秋田市）知的障害者に年間を通じてスポーツする場の提供 500,000
（特）あきた子どもネット（秋田市） 子どもの食と生活支援事業 500,000

【各市町村の
地域福祉活動
への助成】※

事業・活動内容 助成額
市町村社会福祉協議会等が進める地域福祉活動 120,755,632
市町村共同募金運動推進費 13,077,000

【共同募金
運動を進める
ための経費】

秋田県共同募金会運営費 23,072,000
秋田県共同募金会事業費 6,496,000
広報・運動資材等管理運営費 3,332,000
中央共同募金会等分担金 1,997,000

【災害対策の
ための助成】

事業・活動内容 助成額
火災・風水害の被災世帯に対する見舞金 2,000,000
大規模災害発生時の復興活動のための積立 7,400,000

【過年度災害等準備金の取り崩しによる助成】※
法人（団体）名 事業・活動内容 助成額

（福）秋田県社会福祉協議会 福祉でまちづくり事業の推進 7,700,000

【各市町村の
地域福祉活動
への助成】※

事業・活動内容 助成額
市町村社会福祉協議会等が進める地域福祉活動 127,101,356
市町村共同募金運動推進費 13,169,000

【災害対策のための
助成】

火災・風水害の被災世帯に対する見舞金 2,000,000
大規模災害発生時の復興活動のための積立 7,500,000

【共同募金運動を
進めるための経費】

秋田県共同募金会運営費 24,429,000
秋田県共同募金会事業費 6,136,000
広報・運動資材等管理運営費 3,585,000
中央共同募金会等分担金 2,000,000

【過年度災害等準備金の取り崩しによる助成】※
法人（団体）名 事業・活動内容 助成額

（福）秋田県社会福祉協議会 福祉でまちづくり事業の推進 3,800,000
助成内容 団体数 助成額

冬季地域ふれあい事業 7 1,251,000
小規模な障害者施設の冬対策の活動への助成 8 1,020,000
児童養護施設等入所者免許取得費用助成 13 1,950,000
難病関連団体の活動費への助成 10 1,490,500

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 34,309,468
歳末たすけあい運動推進費（運動推進にかかる事務費） 368,408
次年度の地域福祉活動への助成充当金 9,225,711

199,210,910円 201,376,356円

48,548,331円

（目標達成率98.7％）

赤い羽根共同募金実績 平成29年度赤い羽根共同募金目標額

歳末たすけあい募金実績

赤い羽根共同募金運動結果 赤い羽根共同募金運動計画平成
28年度

平成
29年度

◉お寄せいただいた募金は下記の団体の平成29年度の活動に役立てられます。

◉NHK歳末たすけあい助成…………5,711,500円 ◉地域歳末たすけあい助成…………43,903,587円

（単位：円）

※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」からも確認出来ます。

※�募金実績に前年度繰越金2,183,339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916,583円は、次年度助成金として繰り越します。

※�積立期間を終了した災害等準備金の取り崩しによる助成であり、平成28年度
募金実績には含まれません。

金会では、参加団体の募金活動の手助けをし、募金実績に応じて、
各団体に最大50万円を上乗せして助成します。（上記「平成29年
度共同募金による助成計画」に記載している助成額は、上乗せ分の
上限金額となっており、募金実績によって変動します。）

【社会課題解決プロジェクト参加団体の募金目標額】
◦チャイルドラインあきた� …………………………… 500,000円
◦（特）秋田たすけあいネットあゆむ�………………… 600,000円
◦びーらぶ秋田�…………………………………… 1,500,000円
◦スペシャルオリンピックス日本・秋田� …………… 1,000,000円
◦（特）あきた子どもネット�…………………………… 800,000円

（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

NHK歳末たすけあい�… 4,644,744円
地域歳末たすけあい�…43,903,587円※
※県内市町村共同募金委員会に寄せられた寄付
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総　額
（秋田県）

総　額
（秋田県）

◉平成29年度共同募金による助成計画

横手市▲

鹿角市▲

平成28年度募金風景

（単位：円）

※�積立期間を終了した災害等準備金の取り崩しによる助成であり、平成29年度募金目標額には含まれ
ません。

※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。

（一社）は一般社団法人、（特）は特定非営利活動法人、（福）は社会福祉法人

【社会課題解決プロジェクトについて】
　　　　実施期間：平成30年1月〜3月

　社会課題解決プロジェクトとは、人口減少や少子高齢化の進展に
より多様化する秋田県の地域福祉課題を解決するために活動して
いる団体を資金面から支援するための取組みです。
　参加団体は、自らの事業を実施するために必要な金額を募金目
標額として定め、1月から3月までの運動期間中に、それぞれの事業
の必要性をPRして、主体的に募金活動を展開します。本プロジェク
トでは、参加5団体の中から寄付先を指定できるため、皆様は共感
した事業を実施する団体に対して寄付ができます。秋田県共同募


