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最優秀賞

令和４年度「赤い羽根共同募金運動キャッチコピー」

優 秀 賞

令和４年度「赤い羽根共同募金運動キャッチコピー」入賞者

北秋田市で
行われた募金活動の
様子だよっ！



赤い羽根共同募金運動結果

●お寄せいただいた募金は下記の団体の令和４年度の活動に役立てられます。 （単位：円）
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】

秋田県障がい者通所施設協議会（能代市） 地区別研修・交流会 165,000
（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 5,850,000
おおだて子育てラジオネットワーク（大館市） ラジオ番組「かだる！！子育てラジオ」の制作・放送 982,000

（福）慈泉会（美郷町） 大型洗濯機の整備（増設） 2,000,000
（福）秋田ふくしハートネット（仙北市） 作業用車両の整備（増車） 2,000,000
（特）かづの活動センター出発の家（鹿角市） 送迎及び就労支援事業推進の車両更新 2,000,000
（特）湯雄福祉会（湯沢市） ネギ根葉切り・皮むき機械の整備 701,000
（福）一羊会（秋田市） 車庫購入・設置工事 2,000,000
（特）あゆみの会（由利本荘市） 軽トラックの購入 913,000
（福）由利本荘市社会福祉協議会 地域福祉推進事業のための車両更新 1,325,000

（福）藤里町社会福祉協議会 プラチナバンク事業の「活躍支援」と暮らしの
「安心支援」強化のための車両更新 2,000,000

（福）大館市社会福祉協議会 地域福祉活動等車両の更新 1,420,000
※１令和４年度公募事業 つながりをたやさない支援活動助成 4,600,000

【社会課題解決
プロジェクト助成】

秋田県チャレンジド・スポーツ連盟（秋田市） 知的障がい者に年間を通してスポーツする場の提供 540,578
（特）あきた子どもネット（秋田市） 子どもの食と生活支援 757,800
（特）スペシャルオリンピックス日本・秋田（秋田市） 知的障がい者に年間を通してスポーツする場の提供 1,027,400
秋田県教育協会（秋田市） 子どもいきいき応援事業 608,500

【物品寄贈】 児童関係施設・団体２ヵ所 寄付物品を施設等へ配分する事業 26,880
（福）は社会福祉法人、（特）は特定非営利活動法人

事業・活動内容 助成額
【各市町村の地域福祉
活動への助成】※2

市町村社会福祉協議会・団体等が進める地域福祉活動 104,591,348
市町村共同募金運動推進費 12,622,550

【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及び
被災民間社会福祉施設への修繕費 2,000,000

大規模災害発生時の復興活動のための積立 6,800,000

【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 20,794,000
秋田県共同募金会事業費 5,600,000
広報・運動資材等管理運営費 3,650,000
中央共同募金会等分担金 1,728,000

※2 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。

【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
4,240,812円

◦ 令和２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859,737円
総額5,100,549円は「広域的・先駆的
な地域福祉活動への助成」への充当に
3,022,000円、「令和４年度防災・減災
等のための事業」への助成に2,078,549
円活用されます。（令和３年度募金実績
には含まれていません。）

（目標達成率 96.4％）

令和３年度赤い羽根共同募金実績

※1 つながりをたやさない支援活動への助成
新型コロナウイルス感染症の拡大による影響が長期化する中で、改めて「支え合い、つながりつづける」地域社会をめざした活動の重要性が再認

識されています。秋田県共同募金会では、中央共同募金会からの助成原資4,600,000円を、「つながりをたやさない支援活動助成」として活用する
こととし、令和４年度に事業の募集を行いました。

その結果、県内で活動する12団体が実施する、困難を抱える子ども、障害者、高齢者等に対する福祉活動を行う事業に助成金が活用されました。

184,993,195円総　額
（秋田県）
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令和３年度



赤い羽根共同募金運動計画

●令和４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 助成額

【広域的先駆的福祉
活動への助成】

（公財）秋田県老人クラブ連合会 第52回全国老人クラブ大会 500,000
（一社）秋田県聴力障害者協会 第33回ろう教育を考える全国討論集会 300,000
秋田県子ども会育成連合会 秋田県ジュニアリーダー・指導者研修会 600,000

（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 5,850,000
（特）太陽の園（横手市） 就労支援事業活性化のための除雪機導入事業 1,125,000
（福）二ツ井めぐみ会（能代市） 除雪用ミニ油圧ショベル購入 2,000,000
（特）ハートランドひまわり（大館市） 事業用車両整備事業 1,459,000
（福）湯沢市社会福祉協議会 地域福祉（ネットワーク・ボランティア）活動推進のための車両更新事業 1,446,000
（福）八郎潟町社会福祉協議会 地域福祉活動等の車両更新 1,396,000

【社会課題解決
プロジェクト助成】

幸せサポートいろどり（鹿角市） ひとり親世帯への食糧支援活動と子育て世帯への支援イベント開催 500,000
秋田県教育協会（秋田市） 子どもいきいき応援事業 500,000

（公財）は公益財団法人、（一社）は一般社団法人、（福）は社会福祉法人、（特）は特定非営利活動法人

事業・活動内容 助成計画額
【各市町村の地域福祉
活動への助成】※

市町村社会福祉協議会・団体等が進める地域福祉活動 115,963,135
市町村共同募金運動推進費 12,998,000

【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及び
被災民間社会福祉施設への修繕費 2,720,000

大規模災害発生時の復興活動のための積立 7,000,000

【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 23,790,000
秋田県共同募金会事業費 6,600,000
広報・運動資材等管理運営費 3,650,000
中央共同募金会等分担金 1,670,000

※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。

【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
7,000,000円は「広域的先駆的福祉活
動への助成」及び「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４年度募金目標額には含まれていませ
ん。）

令和４年度赤い羽根共同募金目標額

●ＮＨＫ歳末たすけあい助成……5,415,000円　
助成内容 件数 助成額

「つながりをたやさない社会づくり」事業への助成 6 1,080,000
地域活動支援センターの冬対策事業への助成 5 651,000
障害児通所支援施設の冬対策事業への助成 4 384,000
乳児院の年末年始冬行事への助成 1 100,000
児童養護施設等児童の普通自動車運転免許取得経費への助成 12 1,800,000
児童養護施設等児童の進学・就職経費への助成 5 250,000
難病関連団体の活動経費への助成 9 1,150,000

※ 募金実績に前年度繰越金4,420,425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3,718,347円は、次年度助成金として繰り越します。

●地域歳末たすけあい助成……40,891,276円　
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 30,427,473

歳末たすけあい運動推進費（運動推進にかか
る事務費） 315,051

次年度の地域福祉活動への助成充当金 10,148,752

令和3年度歳末たすけあい募金実績

45,804,198円総　額
（秋田県）

190,067,135円総　額
（秋田県）

ＮＨＫ歳末たすけあい…  4,912,922円
地域歳末たすけあい……40,891,276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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令和４年度



たたすすけけああいいかからら生生ままれれたた保保障障のの生生協協でですす。。
「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。

誰もが安心して、ムリなく続けられる保障を。

公式キャラクター ピットくん・ピットくんファミリー

7222V007

赤い羽根共同募金の一部は、社会福祉法の定めにより「災害等準備金」として積み立てられており、大規模災
害発生時には災害ボランティアセンター等の運営に活用されます。

法律で定められた積立期間を過ぎた準備金は取り崩され、社会福祉を目的とする事業に活用されます。秋田県共
同募金会では、この資金を活用して令和４年度に防災・減災を目的とした事業を実施する団体を募集しています。

◦秋田県内で活動する福祉団体が実施する防災・減災を目的とした事業（備品、資材の整備等）
※詳細や助成要項、申請用紙等は秋田県共同募金会のホームページでご確認いただけます。募集事業

～地域の防災・減災のために～ 災害等準備金取崩金による助成事業を募集しています

秋田県共同募金会では、コロナ禍で困りごとを抱えた人を支援する団体を応援するため、中央共同募金会及び
各都道府県共同募金会との協働による全国キャンペーンを実施しました。

令和３年度のキャンペーンでは延べ22団体の実施する事業に、5,890,000円が活用されました。

◦子ども食堂、フードパントリーの実施、生活困窮者への食糧支援
　食材や調理器具の購入、食糧保管設備の設置をすることができました。
◦子ども達の居場所づくりや無料の学習塾の開催
　教材の購入や、子ども達が冬でも暖かく学べるように暖房設備を整えることができました。

主な
実施事業

令和３年度「いのちをつなぐ支援活動を応援」全国キャンペーンのご報告

住民のお出かけ
サポートができました

（大潟村）

お弁当を通じて
子育て支援を行いました

（北秋田市）

町の一斉除雪活動に
役立てられました
（美郷町）

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。）

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～


