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街頭募金活動（湯沢市）

優秀賞

平成28年度「赤い羽根共同募金運動70回記念キャッチコピー」入賞者

　戦後間もない1947年（昭和22年）のこと
です。戦争によって家族をなくしてしまった子
どもたちや、被害にあった福祉施設などを支
えるため、「国民たすけあい運動」という募金
運動が行われました。復興の最中にあり、決
して皆が裕福ではなかった時代にもかかわ

らず、5億9000万円（現在の価値で1200〜1500億円）もの寄付が集まっ
たといいます。このとき始まった募金運動は、戦後の復興を遂げてからも続
き、今では「赤い羽根」を優しさのシンボルとして掲げた「赤い羽根共同
募金運動」として親しまれています。
　戦後復興の支え合いから地域福祉の推進へ、「じぶんの町を良くするし
くみ。」として、助け合いの心をつなぎ続けてきた赤い羽根共同募金運動
は、皆様の思いやりに支えられ、今年で70回目を迎えます。

「 70年  想いをつなぐ  赤い羽根 」
平成28年度「赤い羽根共同募金運動70回記念キャッチコピー」
最優秀賞　鈴
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さん　由利本荘市立東由利中学校（3年）

「あかいはね  かがやくいのち  いつくしみ  はっぴぃ〜あきたへ  ねがいをこめて」
　畠
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「幸せ届ける赤い羽根　善意をつないで70年」
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さん　横手市立横手北中学校（2年）

「70年　みんなで広げた幸せを　つなげていこう未来へと」
　髙

たかはし

橋 ひよりさん 　横手市立横手北中学校（2年）

インフォメーションセンター 018-824-6031
大館支所　0186-49-2877
能代支所　0185-55-3931
大仙支所　0187-63-8428

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。

火災はもちろん、台風・地震など
自然災害にも備えられる「住まいと家財の保障」
資料請求・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！

全労済秋田県本部 （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）

7216Ｂ013



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）かじか瀬（仙北市） 西木町　買物弱者支援事業 1,125,000
（一社）秋田白神コミュニケーションセンター（能代市） 高齢者訪問　能代・山本地区セラピー（癒やし）活動 1,606,000
秋田県重症心身障害児（者）を守る会 全国重症心身障害児（者）を守る会東北ブロック大会・研修会 300,000

（特）はまなす会（由利本荘市） 送迎用車両購入事業 2,000,000
秋田県精神保健福祉会連合会 秋田県精神障害者社会参加促進研修会 241,000

（特）かづの活動センター  出発の家（鹿角市） 備品・機材購入事業 330,000
（福）花輪ふくし会（鹿角市） 「古紙回収事業」車両の購入事業 2,000,000
（特）秋田けやき会（秋田市） 家族相談・コーヒーショップ「仲こまち」運営・家族会研修 160,000
（特）ほのぼの（秋田市） 福祉作業サービス就労支援事業のための車輛購入事業 1,500,000
秋田県障がい者通所施設協議会 地区別研修・交流会 160,000
日本棋院　能代山本支部（能代市） 保育園・小・中学校囲碁普及指導ボランティア事業 326,000

（福）鹿角市社会福祉協議会 除雪ボランティア活動・災害ボランティア活動対応車両購入事業 1,595,000
（福）湯沢市社会福祉協議会 要支援者訪問活動車両購入事業 1,335,000
（公社）認知症の人と家族の会秋田県支部 認知症の人と家族のための支援事業 100,000
（福）秋田県社会福祉協議会 福祉でまちづくり事業の推進 1,200,000

【社会課題解決
プロジェクト助成】

スペシャルオリンピックス日本・秋田 知的障害者に年間を通してスポーツする場の提供 754,400
NAOのたまご（秋田市） 心のバリアフリー　多角的事業 958,672
フードバンクあきた（秋田市） 生活困窮者への食糧支援 767,244

（特）あきた結いネット（秋田市） 緊急受入れ用住宅の設備整備事業 618,444
（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 1,004,405
あきたファミリーハウス（秋田市） ファミリーハウスと病児の家族看護実践に関する普及啓発事業 1,169,284
チャイルドラインあきた 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 716,510

（特）光希屋（家）（大仙市） 自立支援カフェ 1,195,525
CAPあきた（秋田市） 孤立をなくそう〜CAP中学生暴力防止プログラム実施事業 758,510

【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
（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 713,000
（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 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
ＮＡＯのたまご（秋田市） 心のバリアフリー推進　多角的事業 900,000
スペシャルオリンピックス日本・秋田 知的障害者に年間を通じてスポーツする場の提供 500,000
フードバンクあきた（秋田市） 生活困窮者への食糧支援 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 400,000

【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 122,503,085
市町村共同募金運動推進費 13,289,168

【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 22,233,000
秋田県共同募金会事業費 5,711,000
広報・運動資材等管理運営費 3,567,000
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 7,500,000

【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 7,800,000

【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 127,570,000
市町村共同募金運動推進費 13,217,000

【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 23,072,000
秋田県共同募金会事業費 6,211,000
広報・運動資材等管理運営費 4,708,000
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 7,700,000

助成内容 団体数 助成額
冬季地域ふれあい事業 7 1,118,000
小規模な障害者施設の冬対策の活動への助成 9 870,000
児童養護施設等入所者免許取得費用助成 5 750,000
難病関連団体の活動費への助成 10 1,500,000

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 35,691,210
歳末たすけあい運動推進費（運動推進にかかる事務費） 391,191
次年度の地域福祉活動への助成充当金 9,219,751

202,924,549円 201,893,000円

50,601,586円

（目標達成率99.6％）

赤い羽根共同募金実績 平成28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
27年度

平成
28年度

20年ぶりに
前年度実績を上回りました！

ご協力ありがとう
ございました！

◉お寄せいただいた募金は下記の団体の平成28年度の活動に役立てられます。

◉NHK歳末たすけあい助成…………4,238,000円 ◉地域歳末たすけあい助成…………45,302,152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1,321,905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2,183,339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27年度
募金実績には含まれません。

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

（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
※【社会課題解決プロジェクト助成】は、1月〜 3月に、助成申請団体が主体的に募金活動を展開します。募金の使途を選ぶことができ、5団体の事業の中から、賛同

できる内容のものにご寄付いただけます。

NHK歳末たすけあい … 5,299,434円
地域歳末たすけあい … 45,302,152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28年度共同募金による助成計画

「平成28年熊本地震」により甚大な被害が生じたことから、（福）熊本県共同募金会から要請がありましたので、社会福祉法第118条第2
項に基づき、災害ボランティアセンターの立ち上げ及び同センター運営のため、秋田県における災害等準備金を拠出しました。

拠出先　社会福祉法人 熊本県共同募金会　　　拠出額　3,800,000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。

※ 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年度募金目標額には含ま
れません。

北秋田市▲

由利本荘市▲

平成27年度募金風景

（単位：円）


