
ともに秋田を元気に！　
　　　　　　　　赤い羽根サポーター宣言！

秋田の“元気”と“笑顔”のために

地域のために

である赤い羽根共同募金会の理念は、共通のものであると思って
おります。
　秋田という町をより良い町とするために、共に手を取り合い活動
して参りましょう。

　このたびは、共同募金会のポスターの撮影にクラブの選手たち
が協力させていただくとともに、ホームゲームでは募金活動へも積
極的に協力したいと考えています。
　秋田をもっと良い地域にしていくために共にがんばっていきたい
と思いますので、ご支援・ご声援をよろしくお願いいたします。

　現在J3リーグで活動をしているサッカーチーム「ブラウブリッツ秋
田」は、「将来の秋田の“元気”と“笑顔”のために」というテーマを
掲げ、将来のJ2、J1昇格を目指し活動しています。
　昨年度、新たに「赤い羽根サポーター」宣言を行い、協力をさ
せていただいておりますが、今年度もスタジアムでの募金活動はも
ちろん、運動初日には秋田県共同募金会の皆様とともにアゴラ広
場にて募金活動を行わせていただく予定です。
　地域に根ざした活動を行うJリーグと、自分の町を良くするしくみ

　秋田ノーザンブレッツは誰もが気軽に参画・支援できるクラブ
組織として、2004年に設立されました。現在、サッカーでいえばJ2
に相当するトップイーストリーグ・ディビジョン1に所属し、最高峰
のトップリーグ入りを目指して、首都圏の大企業チーム等と熱い戦
いを繰り広げています。
　「ラグビーで秋田を元気にする」を基本理念に掲げ、「地域のた
めに」を合言葉に、スポーツ関連事業のほか、様々な地域貢献活
動にも積極的に取り組んでいます。「地域のために」という姿勢は、
「秋田県共同募金会」の活動と通じるものがあり、当クラブとして
も、その活動には積極的に協力したいと思っています。

株式会社ブラウブリッツ秋田
代表取締役社長
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茨城県神栖市出身。
プロサッカー選手として活躍後、2011年フロント入り。
2012年4月より株式会社ブラウブリッツ秋田（当時秋田フット
ボールクラブ株式会社）社長に就任。

秋田ノーザンブレッツRFC
ゼネラルマネージャー
新出  康史（しんで・やすし）

1963年生まれ、秋田県男鹿市出身
1985年  秋田市役所入所、同時に秋田市役所ラグビー部に入部
1997年  34歳で現役を引退し、同部監督に就任
2004年  秋田ノーザンブレッツRFC設立。同クラブトップチーム監督に就任
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秋田市役所で農林総務課長を務める中、文武両道でボラン
ティアで秋田ノーザンブレッツの活動に精力的に取り組む。

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。

火災共済・自然災害共済がより充実し
生まれ変わった「全労済の住まいる共済」。

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）
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❸世代間交流事業（北秋田市）
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平成27年度『赤い羽根共同募金運動』キャッチコピー入賞者
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秋田ノーザンハピネッツと一緒に
秋田の街を良くしましょう

から「赤い羽根サポーター」宣言を行い、継続的に試合会場での募
金やPR活動を応援して参りました。
　これからも「赤い羽根サポーター」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参ります！　秋田ノーザンハピネッツは「プロバスケで秋田を元気に！」の合言

葉の元、昨シーズンは東地区優勝、リーグ準優勝という成績を残し、
有明コロシアムでの決勝は約3000人もの方に秋田から応援に来て
いただきました。これからも県民の皆様が『元気』『夢』『希望』『誇り』
を実感できるよう「県民球団」として地域に根差した活動を推進して
いきます。
　“じぶんの町を良くするしくみ"「赤い羽根共同募金」活動は秋田
ノーザンハピネッツの活動と通じる部分が多く、2013-2014シーズン
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「優しさを  みんなで分け合う  赤い羽根」
平成27年度『赤い羽根共同募金運動』キャッチコピー
最優秀賞  高
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奈さん　由利本荘市立東由利中学校（3年）



【重点テーマ助成】
地域から孤立をなく
そう〜みんなが社会
の一員として包み支
え合うしくみづくり〜

法人（団体）名 事業・活動内容 助成額

（福）秋田ふくしハートネット（仙北市） ひきこもり者の居場所づくり及び障がい者福祉サービス利用者の
工賃アップの為の工芸機材の購入 524,000

（特）あきた結いネット（秋田市） 秋田県で困っている人なくそうプロジェクト！！〜あんべ委員会〜 523,000

（福）藤里町社会福祉協議会 「ひきこもり等の力を地域づくりに活かす事業」の広域連携在り方
検討事業 1,103,000

【広域的・先駆的な
地域福祉活動への
助成】

（特）凛々会（美郷町） 地域交流テント整備事業 440,000
秋田県サウンドテーブルテニスクラブ サウンドテーブルテニスこまち大会の開催 1,043,000

（特）共生センターとっと工房（大館市） 「指定障害福祉サービス事業」車両の更新事業 1,876,000
（特）鹿角親交会（鹿角市） 利用者サポート車両購入事業 972,000
（特）東日本総合企画（横手市） 福祉サービス事業所おみたけ送迎車整備事業 1,614,000
（特）「太陽の園」（横手市） 施設公用車整備事業 2,000,000
（特）障害者アクアレッスン
ミラクルスイミー（秋田市） 障害者アクアレッスン普及・啓発事業「ミラクルフェスタ2015」 1,193,000

全国脊髄損傷者連合会秋田県支部 全国脊髄損傷者連合会第38 回東北ブロック会議秋田県大会 400,000
（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等拡大事業 467,000
（特）逢い（由利本荘市） 障がい者支援事業所「逢い」改装工事 1,916,000
（特）あきた子どもネット（秋田市） 子ども健全育成事業（学習支援）における送迎用車両の整備 1,941,000
（福）八郎潟町社会福祉協議会 「除雪・物品運搬車両貸出サービス」の車両整備事業 1,100,000
秋田県ボランティア団体連絡協議会 ボランティア専隊の啓蒙普及活動 486,000

（福）北秋田市社会福祉協議会 災害ストックヤード整備・活用事業 720,000
（福）大館市社会福祉協議会 災害対応車両購入事業 1,013,000
（福）能代市社会福祉協議会 地域福祉推進活動車両整備事業 1,012,000
（特）秋田いのちの電話 心の健康推進キャンペーン事業 342,000
（福）秋田県社会福祉協議会 福祉を支える人材の育成ほか3事業 775,484

【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）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 500,000
NAOのたまご（秋田市） 心のバリアフリー　多角的事業 600,000
フードバンクあきた（秋田市） 生活困窮者への食糧支援 267,000

（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 430,000
（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 340,000
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 200,000
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 412,000
光希屋（家）（大仙市） 自立支援カフェ 953,000
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 381,000【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 121,063,295
市町村共同募金会運動推進費 14,648,310

【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 22,816,731
秋田県共同募金会事業費 5,336,000
広報・運動資材等管理運営費 4,466,000
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 1,000,000
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 福祉を支える人材の育成ほか3事業 8,524,516

【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 127,828,000
市町村共同募金会運動推進費 13,771,000

【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 7,800,000

【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 22,189,000
秋田県共同募金会事業費 6,175,000
広報・運動資材等管理運営費 3,861,000
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 7,800,000
助成内容 団体数 助成額

冬季地域ふれあい事業 5 750,000
小規模な障害者施設の冬対策の活動への助成 9 860,000
児童養護施設等入所者免許取得費用助成 8 1,440,000
難病関連団体の活動費への助成 10 1,532,000

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 38,076,327
歳末たすけあい運動推進費（運動推進にかかる事務費） 442,646
次年度の地域福祉活動への助成充当金 8,604,630

200,287,820円 203,685,000円

52,371,481円

（目標達成率96.8％）

赤い羽根共同募金実績 平成27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
26年度

平成
27年度

心温まる
たくさんのご協力

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27年度の活動に役立てられています。

◉NHK歳末たすけあい助成…………4,582,000円 ◉地域歳末たすけあい助成…………47,123,603円

（単位：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。

※ 募金実績に前年度繰越金856,027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1,321,905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26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

（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
※【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、9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 … 5,247,878円
地域歳末たすけあい … 47,123,603円
※県内市町村共同募金委員会（募金会）に寄せられた寄付
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総　額
（秋田県）

総　額
（秋田県）

◉平成27年度共同募金による助成計画

※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27年度募金目標額には含ま
れません。

鹿角市▲

秋田市▲

▲八峰町

平成26年度
募金風景


