赤い羽根

赤い羽根 〜市町村共同募金会の
活動から〜

わたしのまちの

審査の過程を公開しています
◉北秋田市共同募金会

「
『募金の使いみちが良くわからない』という市民の声を受け、
平成22年度から助成先を公募し、公開制で審査を行っています。
審査を通して募金の使いみちを知っていただくことに加え、互
いの取り組みを知ることで助
成団体同士の交流や活動の
活性化にもつながっていま
す。公募と公開審査をきっか
けに、地域をより良くするため
の循環が生まれています。
」
（事務局長 三浦誠さん）

秋田ノーザンハピネッツは
赤い羽根共同募金を
応援しています。
©AKITA NORTHERN HAPPINETS / bj-league

秋田ノーザンハピネッツは、プロバスケットボールチーム
を通じて県民が『元気』『夢』『希望』『誇り』を実感でき
る風土づくりに寄与することを目的とし、
「プロバスケで秋
田を元気に！」の合言葉の元、全くのゼロから立ち上がっ
たチームです。2010年から秋田初のプロスポーツチームと
してスタートし、秋田に永続するチームを目指し、地元秋
田に根差した活動を推進しております。
“じぶんの町を良くするしくみ”である「赤い羽根」の活
動もまた、ノーザンハピネッツの活動と通じる部分が多い
かと思います。これまでも試合会場でのPR活動などで「赤
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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。

でもど
いつンペ こでも 飲み物を買う
ーン
キャ
だけで募金に

なる自 販 機、
みつけました。

秋田大学医学部
附属病院の改修工
事現場に設置され
ているこちらの自動
販売機、実は売上
の一部が赤い羽根
への募金になる「赤
鹿島建設（株）と作業員の皆さん
い羽根自販機」なん
です。工事を行っている鹿島建設株式会社様の「少し
でも社会貢献になるなら」との思いから導入されたもの
で、
「自分の飲みたいものを購入して募金ができるので
意識的に使っています」と、職員や作業員の皆様から
も好評です。
「赤い羽根自販機」の設置に興味のある
方、ぜひ一度 秋田県共同募金会までご連絡ください。

い羽根」の活動を応援して参りましたが、今シーズンは共
同募金運動の啓発ポスターに田口選手、富樫選手、ノー
ザンハピネッツの運営ボランティアの方々を起用していた
だき、
「赤い羽根」とのさらなるコラボレーションが実現し
ました。
これからも秋田のプロチームとして秋田ノーザンハピ
ネッツは赤い羽根共同募金の活動を応援してまいります。

秋田プロバスケットボールクラブ㈱
代表取締役社長
水野 勇気（みずの・ゆうき）
東京都杉並区出身。国際教養大
学卒業後、2008年6月、
「秋田プロ
バスケットボールチームを作る会」
を発足。2009年1月、秋田プロバ
スケットボール株式会社代表取締
役社長就任。

共同募金だより
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［発行元］
社会福祉法人秋田県共同募金会

赤い羽根の
助成で行われた
三世代交流会の
様子だよっ！
（北秋田市）

秋田市旭北栄町1-5

1（018）864-2821

http://www.akaihaneakita.or.jp

はねっち
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平成25年度『赤い羽根共同募金運動』のキャッチコピーが決定しました！

「ささえあう 心のかけはし 赤い羽根」

最優秀賞

み うらけい こ

秋田市 三浦恵子（60歳）

「支え合う やさしい心 赤い羽根」三種町 篠田健三（76歳）
「その思い だれかに届く 赤い羽根」三種町立琴丘中学校 藤原秀明（3年）
しの だ けんぞう

優秀賞

ふじわらひであき

（敬称略）

平成
24年度

赤い羽根共同募金運動結果
赤い羽根共同募金実績

総

額

（秋田県）

204,762,000円

心温まる
たくさんのご協力
ありがとうございました！

（目標達成率97.1％）

◉お寄せいただいた募金は下記の団体の平成25年度の活動に役立てられます。

法人（団体）名
【重点テーマ助成】
（福）
秋田市社会福祉協議会
災害時に地域みん
なで助かるための （福）能代市社会福祉協議会
活動
（福）湯沢市社会福祉協議会

（単位：円）

事業・活動内容

助成額

災害関連器具・機材の貸出事業
要援護者避難支援訓練事業
災害に備え地域住民で支え合う安心安全な地域づくり事業

（特）秋田県介護支援専門員協会
（公社）秋田県手をつなぐ育成会
（特）まほろば会（湯沢市）
（特）そら（横手市）
（特）工房こすもすの会（秋田市）
（特）逢い（由利本荘市）
広域的・先駆的な （特）ほのぼの（秋田市）
地域福祉活動への
（特）秋田マック（秋田市）
助成
（特）工房ＪＯＹさあくる（大館市）

認知症高齢者に関する研究事業
第53回手をつなぐ育成会東北ブロック大会
「就労支援施設羽後のうさん」
（羽後町）車両購入事業
作業用プレハブ購入事業
「工房こすもす」作業小屋改修事業
地域活動支援センター「ぽぽろの家」増築工事事業
軽印刷設備の高速化及び高機能化整備事業
「障害者グループホームＴｕｎｅ」設備・備品整備事業
作業運搬用軽トラック購入事業

（社）秋田県視覚障害者福祉協会

第13回全国障害者スポーツ大会
グランドソフトボール競技東北・北海道地区予選大会

（特）大曲ふれあい会（大曲市）
（福）風の遊育舎（秋田市）
（福）秋田県社会福祉協議会

送迎用及び搬送用車両購入事業
学童保育あきたチャイルドクラブ送迎用車両購入事業
小地域での福祉活動の仕組みづくり他全4事業

4,124,000
490,000
978,000
585,000
200,000
950,000
1,220,000
622,000
2,000,000
390,000
456,000
1,470,000
200,000
945,000
1,303,000
6,000,000

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

事業・活動内容

助成額

リフト付きトラック
で、 重いタンクの積
み下ろし作業が楽
にできるようになり
ました！

各市町村の地域福 市町村社会福祉協議会等が進める地域
126,831,630
祉活動への助成※ 福祉活動
市町村共同募金会運動推進費
13,540,768
火災・風水害の被災世帯に対する見舞金
災害対策のための
大規模災害発生時の復興活動のための
助成
積立

2,000,000

（特）工房JOYさあくる

7,700,000

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

19,789,000
5,075,000
4,845,000
2,057,000
990,602

※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。
募金の使いみちは、赤い羽根データベース「はねっと」からも確認できます。
（ホームページ：www.akaihane.or.jp）

印刷機の買替で名
刺や年賀状作成の
効率化を図り、より
多くの仕事ができ
るようになりました。
（特）ほのぼの

歳末たすけあい募金実績

総

額

（秋田県）

54,429,738円

ＮＨＫ歳末たすけあい…5,167,538円
地域歳末たすけあい …49,262,200円※
※県内市町村共同募金会に寄せられた寄附

◉ＮＨＫ歳末たすけあい助成………………3,889,000円
助成内容

団体数

◉地域歳末たすけあい助成 …… 49,262,200円

東日本大震災による本県避難者に対する支援
活動への助成

5

874,000

社会福祉協議会による支援が必要な世帯へ
40,380,738
の見舞等

小規模な障害者施設の冬対策活動への助成
難病関連団体の活動費への助成

9
9

1,112,000
1,903,000

助成額

※募金との差額から事務経費200,000円を差し引いた残額1,078,538円は次年度助成
金として繰越。

助成内容

歳末たすけあい運動推進費（事務費）
次年度の地域福祉活動への助成充当金

助成額

548,311
8,333,151

平成
25年度

赤い羽根共同募金運動計画
平成25年度赤い羽根共同募金目標額

208,565,000円

はねっち
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ニャジロウ
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◉平成25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
日本ＡＬＳ協会秋田県支部
在宅人工呼吸器患者、災害時停電対応のバッテリー設置
【重点テーマ助成】
自主防災訓練事業
災害時に地域みん （福）男鹿市社会福祉協議会
なで助かるための （福）由利本荘市社会福祉協議会
災害ボランティアセンター設置、運営事業
活動
（福）潟上市社会福祉協議会
災害に備えた器具・機材の充実（災害ボランティアセンター）
（福）八峰町社会福祉協議会
災害時活動拠点整備及び避難演習事業
（特）あゆみの会（由利本荘市）
自助共生の循環型農業を推進するための事業
（特）ひだまり（湯沢市）
「パン配達サービス」車両購入事業
（特）長いスプーン（湯沢市）
送迎・移動支援のための車両購入事業
（一社）秋田県聴力障害者協会
第65回東北ろうあ者大会・第41回東北地区手話問題研究大会
（特）アイアンドユウ（秋田市）
障がい者はあなたの隣にも（交流セミナー開催事業）
秋田県障害者通所施設協議会
地区別研修・交流会
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
広域的・先駆的な
地域福祉活動への （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
助成
（特）秋田県子育てサポーター協会
安心・安全な地域子育て環境づくり事業
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
大館de子育て（大館市）
子育て支援カレンダーの発行
（福）大潟村社会福祉協議会
移送サービス用の車両購入
（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
（福）小坂町社会福祉協議会
認知症の方と地域住民の癒しと安心空間整備事業
（福）秋田県社会福祉協議会
福祉を支える人材の育成、小地域での福祉活動の仕組みづくり

助成額
2,000,000
329,000
1,500,000
1,376,000
730,000
627,000
1,050,000
990,000
300,000
246,000
135,000
225,000
278,000
1,220,000
357,000
216,000
1,465,000
100,000
1,950,000
6,000,000

※（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

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等が進める地域
129,745,000
祉活動への助成※ 福祉活動
市町村共同募金会運動推進費
火災・風水害の被災世帯に対する見舞金

災害対策のための
大規模災害発生時の復興活動のための
助成
積立
秋田県共同募金会運営費
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

8,000,000

東日本大震災義援金へのご協力に
感謝します

1億2,294万3,487円

秋田県共同募金会
受付額

受付期間

大潟村▲

20,350,000
5,981,000
4,845,000
2,057,000

※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。

県民の皆様のご協力に感謝申し上げます。

平成24年
募金風景

14,493,000
2,000,000

仙北市▶

◀鹿角市

（平成25年7月31日（水）現在）

平成26年3月31日（月）まで

引き続き、皆様からのご支援をお待ちしています。
©nekoyanagi

