あなたのご寄付があきたの町を良くしています。
〜募金を活用した助成事業のご紹介〜

福祉運動会を開催しました
（大潟村）

共同募金だより

第

21号

令和元年９月発行

無償の学習室を
ひらきました
（秋田市）

手紙とシクラメンの鉢をもって
ひとり暮らしのお年寄りを訪問し、
交流しました（北秋田市）
命の大切さを
学ぶための
ふれあい動物園を
開催しました
（にかほ市）

地域の人たちが交流しながら
まちに花を植えました
（由利本荘市・三種町）

ＮＨＫ歳末たすけあいの
助成団体を募集します

「ありがとうステッカー」が
登場します

今年も12月１日からＮＨＫ歳末たすけあい運動を実
施します。
この運動による県民の皆さまからの募金をもとに、県
内で活動する団体が、地域における孤立防止を目的に冬
期間実施する事業に対し助成します。
助成の概要、申請方法等の詳細については、11月中
旬に本会ホームページに掲載予定です。
〜過去にはこんな事業に使われました！〜
・子どもから高齢者までみんなが集えるイベントの開催
・無償の学習室に通う子ども達とのクリスマス会の開催
・介護者リフレッシュ体験交流事業 など

共同募金運動では、募金
にご協力をいただいた方に
運動のシンボルである赤い
羽根をお渡ししています
が、今年度は新しく、「あ
りがとうステッカー」が登
場します。
今年度の運動では、地域
によって、今までの赤い羽
ステッカーデザイン
根の代わりに、このステッ
カーをご協力のお礼としてお渡しするものです。今
までと変わらぬご理解とご協力をお願いします。

男鹿市で行われた
募金活動の様子だよっ!

はねっち
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令和元年度「赤い羽根共同募金運動キャッチコピー」入賞者

最優秀賞「令和へと

カーライフを応援する、頼れる補償

受け継ぎ つながる赤い羽根」

菅原 都子（すがわら みやこ）さん

7219A022

「 笑顔咲く

地域をつくる

八郎潟町立八郎潟中学校（2年）

赤い羽根 」

菊地 美咲（きくち みさき）さん 湯沢市立雄勝中学校（3年）

〈

〉

たすけあいから生まれた保障の生協です。
「こくみん共済 coop」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、相互扶助の精神にもとづき、組合員の皆さまの安心と
ゆとりある暮らしに貢献することを目的としています。
この趣旨に賛
同いただき、出資金を払い込んで居住地または勤務地の共済生協の
組合員となることで各種共済制度をご利用いただけます。

自動車総合補償共済

優秀賞
広告番号：052193

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！

共済ショップ秋田店 TEL018−824−6031

共済ショップ秋田店では土曜日も営業しています
（※祝日をのぞく 10：00〜16：00）

受付時間：9：00〜17：00（土・日・祝日を除く）
こくみん共済 coop 秋田推進本部
（秋田県労働者共済生活協同組合）

共済ショップ大館店 TEL0186-49-2877
共済ショップ能代店 TEL0185-55-3931
共済ショップ大仙店 TEL0187-63-8428

「 人と人

地域をつなぐ

赤い羽根 」

神田 美咲（かんだ みさき）さん 鹿角市立八幡平中学校（1年）

「 その思い

かならずだれかに

とどくはず 」

石田 雄蒼（いしだ ゆうあ）さん 横手市立増田中学校（1年）

［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/

赤い羽根共同募金運動結果

令和
元年度

赤い羽根共同募金実績

総

額

（秋田県）

令和元年度赤い羽根共同募金目標額

190,541,975円

（目標達成率 95.3％）

◉お寄せいただいた募金は下記の団体の令和元年度の活動に役立てられます。
法人（団体）名

（単位：円）

事業・活動内容

助成額

（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増進プログラム！
（由利本荘市）
Next Stage

2,000,000

（特）鹿角親交会（鹿角市）

2,000,000

利用者サポート車両購入事業

【広域的・先駆的な 秋田県障がい者通所施設協議会
地域福祉活動への （特）あきた結いネット（秋田市）
助成】
（福）愛心会（秋田市）

地区別研修・交流会

160,000

インターネット販売を活用した工賃アップ事業

617,000

地域健康介護予防教室

168,000

（福）秋田市社会福祉協議会

秋田市ボランティアセンター新運用システム

1,610,000

（福）由利本荘市社会福祉協議会

地域福祉活動推進事業のための車両整備

1,344,000

（福）秋田県社会福祉協議会

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

8,100,000

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

（特）スペシャルオリンピックス日本・秋田
知的障がい者に年間を通じてスポーツする場の提供
【社会課題解決
（秋田市）
プロジェクト助成】
（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
秋田県教育協会

590,000
1,254,573
995,400

子どもいきいき応援事業

【物 品 寄 贈】 児童関係施設・団体４ヵ所

852,000

寄付物品を施設等へ配分する事業

32,880

（特）は特定非営利活動法人、
（福）は社会福祉法人

事業・活動内容

助成額

【各市町村の地域福 市町村社会福祉協議会・団体等が進める地域福祉活動 114,026,270
祉活動への助成】
※ 市町村共同募金運動推進費
13,044,182
火災・風水害の被災世帯に対する見舞金及び
【災害対策のため 被災民間社会福祉施設への修繕費
の助成】
大規模災害発生時の復興活動のための積立

3,600,141
7,000,000
24,257,000

秋田県共同募金会運営費

6,349,000

【共同募金運動を進 秋田県共同募金会事業費
めるための経費】 広報・運動資材等管理運営費

3,479,000
2,000,000

中央共同募金会等分担金

※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。

額

（秋田県）

社会福祉法の定めにより積立期間が終了
し、
取崩しとなった災害等準備金4,160,141
円は
【広域的・先駆的な地域福祉活動への助
成】に充てられます。
（平成30年度募金実績
には含まれていません。
）

46,584,301円
団体数

助成額

冬期地域ふれあい事業

3

512,000

小規模な障害者施設の冬対策の活動への助成

6

800,000

乳児院の生活環境整備に係る経費への助成

1

100,000

児童養護施設等入所者免許取得費用助成

4

600,000

難病関連団体の活動費への助成

9

1,500,000

198,952,267円

ニャジロウ

©nekoyanagi

◉令和元年度共同募金による助成計画

（単位：円）

法人（団体）名

事業・活動内容

助成計画額

（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

197,000

（特）にこっと秋田（秋田市）

重症心身障害児者の地域生活についての研修事業

339,000

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

288,000

秋田県ボランティア大会2020「コミュニケーション～笑顔～」

455,000

【広域的・先駆的な （福）湯沢市社会福祉協議会
地域福祉活動への
助成】
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）

暮らしの保健室整備事業

2,000,000

（福）秋田県社会福祉協議会

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

6,450,000

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

（特）
スペシャルオリンピックス日本・秋田
知的障がい者に年間を通してスポーツする場の提供
（秋田市）

【社会課題解決
プロジェクト助成】
（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

（一社）
のしろ若者自立支援機構
（能代市） 不登校児童生徒の食育と運動不足解消事業
秋田県教育協会

子どもいきいき応援事業

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

（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

事業・活動内容
市町村社会福祉協議会・団体等が進め
【各市町村の地域福 る地域福祉活動
祉活動への助成】
※
市町村共同募金運動推進費
火災・風水害の被災世帯に対する見舞金
【災害対策のため 及び被災民間社会福祉施設への修繕費
の助成】

NHK歳末たすけあい … 4,655,562円
地域歳末たすけあい … 41,928,739円※

大規模災害発生時の復興活動のための積立

※県内市町村共同募金委員会に寄せられた寄付

秋田県共同募金会運営費

◉ＮＨＫ歳末たすけあい助成……………3,512,000円 ◉地域歳末たすけあい助成……………41,928,739円
助成内容

はねっち
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【過年度災害等準備金の取崩しによる助成】

歳末たすけあい募金実績

総

赤い羽根共同募金運動計画

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 31,999,033

【共同募金運動を進 秋田県共同募金会事業費
めるための経費】
広報・運動資材等管理運営費
中央共同募金会等分担金

助成計画額
124,873,267

平成30年度
募 金 風 景

12,973,000
5,790,000
7,250,000
24,151,000
6,302,000
3,583,000
1,801,000

※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。

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

418,931
9,510,775

▲湯沢市

鹿角市

▲

平成
30年度

○過年度災害等準備金の取崩し及び災害等準備金過年度拠出分の一部返還による助成
・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。
（令和元年度募金目標額には含まれていません。
）

※募金実績に前年度繰越金3,024,091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3,967,653円は、次年度助成金として繰り越します。

©nekoyanagi

▲横手市

