
赤い羽根 N E W S赤 い 羽 根 共 同 募 金

T O P I C S各市町村分会では配分の事例内容を公表

募金のできる「赤い羽根自動販売機」

寄附には感謝状の贈呈があります

　共同募金の使途内容については、岩手県
共同募金会または中央共同募金会のホーム
ページで公表しています。各市町村ごとに
配分事例を検索することができます。

　岩手県共同募金会では、飲料関係各社や
自販機設置主のご協力により、飲料の売り
上げの一部を共同募金会へ寄附するシステ
ムを構築し、ご支援いただいています。

　現在は福祉センターなど公共施設から
徐々に設置が増え始めていますが、皆様の
ご利用と新規企業様、設置主様からのご協
力をお待ちしています。
　赤い羽根自動販売機設置に関するお問い
合わせは下記の市町村分会または本会事務
　　　　　　　　　局までお願いします。

｢赤い羽根｣川柳　大募集！
　｢こんな町にできたらいいな｣｢こんな町
に住みたい｣を赤い羽根になぞらえ、明るく
ほのぼのとした川柳をお寄せください。
■テーマ：｢赤い羽根｣や｢共同募金｣に関す
ること■応募部門：一般の部と児童の部(小
学生以下)■応募期間：平成21年９月１日
～平成21年10月20日必着■応募方法：官
製はがきに住所・氏名・年齢(学年)・電話番
号を添えて、一人３句以内で応募ください
■応募先：岩手県共同募金会。入賞者は本会
のホームページで発表し、表彰します。

　寄附された個人・法人・団体の方々には、
規定に基づき岩手県共同募金会、中央共
同募金会、厚生労働大臣より感謝状の贈
呈が行われます。

携帯サイトがリニューアル！
　共同募金をより分かりやすくするために
中央共同募金会の携帯サイトがリニューア
ルしました。共同募金？募金会？とはの素
朴な疑問から、芸能人応援メッセージ、最
新情報をブログでコミュニケーション、そ
してモバゲー TOWN との共同イベント、
星座占い・心理テストなど盛りだくさんで
す。もちろん携帯から募金ができます。
AkaihaneにGo！

寄附は税制上の優遇措置があります
個人の寄附
●所得税では…寄附金の合計が5千円を超
　える場合
　所得税にかかる寄附金控除額
　寄附金額（年間所得の40％を限度とす
　る額）－5千円
●住民税では…寄附金の合計が5千円を超
　える場合
　住民税に係る寄附金税額控除額
　（寄附金額（年間所得の30％を限度額
　とする額）－5千円）×10÷100
法人の寄附
　株式会社などの法人の寄附金は、法人
税を算出するにあたり「全額損金」とす
ることができます。
相続によるご寄附について
　相続財産を共同募金会にご寄附いただく
場合、その財産に相続税はかかりません。

● 岩手県共同募金会
● 盛岡市分会
● 宮古市分会
● 大船渡市分会
● 花巻市分会
● 北上市分会
● 久慈市分会
● 遠野市分会
● 一関市分会
● 陸前高田市分会
● 釜石市分会
● 二戸市分会
● 八幡平市分会
● 奥州市分会
● 雫石町分会
● 葛巻町分会
● 岩手町分会
● 滝沢村分会

● 紫波町分会
● 矢巾町分会
● 西和賀町分会
● 金ケ崎町分会
● 平泉町分会
● 藤沢町分会
● 住田町分会
● 大槌町分会
● 山田町分会
● 岩泉町分会
● 田野畑村分会
● 普代村分会
● 川井村分会
● 軽米町分会
● 野田村分会
● 九戸村分会
● 洋野町分会
● 一戸町分会

☎019-637-8889
☎019-651-1000
☎0193-64-5050
☎0192-27-0001
☎0198-24-7222
☎0197-64-1212
☎0194-53-3380
☎0198-62-8459
☎0191-23-6020
☎0192-54-5151
☎0193-24-2511
☎0195-25-4959
☎0195-74-4400
☎0197-25-6158
☎019-692-2230
☎0195-66-2111
☎0195-62-3570
☎019-684-1110

☎019-672-3258
☎019-611-2840
☎0197-85-3225
☎0197-44-6060
☎0191-46-5077
☎0191-63-2111
☎0192-46-2300
☎0193-41-1511
☎0193-82-3841
☎0194-22-3400
☎0194-33-3025
☎0194-35-2100
☎0193-76-2310
☎0195-46-2881
☎0194-78-2963
☎0195-41-1200
☎0194-65-5360
☎0195-33-3385

(各市町村社会福祉協議会内)
岩手県共同募金会市町村分会連絡先一覧

　昨年に引き続き、岩手の「共同募
金運動」イメージキャラクターを務
めさせていただくことになりまし
た。自分の町が元気になるように、
みなさんの街に優しい風が吹くよ
うにライブ、イベントなどで呼びか
けていきたいと思います。どうぞよ
ろしくお願いいたします。

岩手県共同募金運動の
イメージキャラクター
マンドリンシンガー 清心さん

公募による「福祉のまちづくり支援事業」

ボランティア・NPO活動に
　「福祉のまちづくり」を進めているボラン
ティア団体・NPO法人などを支援します。

町内会の福祉活動に
　町内会組織において、児童・高齢者・
障がい者などの福祉向上を目的に独自
に行っているユニークな「草の根」活動
を支援します。

1万円から30万円まで助成します
　助成の額は1万円から30万円まで、
助成総額は600万円となっておりま
す。活動に必要な機材・備品などの購入
資金が対象となります。

災害見舞金にも役立っています
　岩手県共同募金会では、火災・風水害ま
たは地震の発生により死亡（救助活動中の
死亡を含む）または、家屋損害を被った世
帯に対して見舞金を交付しております。

地域の福祉力を
高める住民活動を
バックアップします

●協賛企業
NPO ハートフル福祉
募金、ダイドードリン
コ(株)、(株)伊藤園、み
ちのくコカ・コーラボ
トリング(株)、みちの
くキャンティーン(株)

詳しくは、最寄りの市町村社会福祉協議会
にお問い合わせ下さい



赤い羽根共同募金運動（10月１日～12月31日
までの３カ月間）は、県民の皆さまの理解と
協力、そして多くの募金ボランティアの支援
で、民間の社会福祉事業や地域福祉の向上に
大きな役割を果たしています。今年も「地域
をつくる住民を応援する共同募金」として、
地域の皆さまと一緒に運動を進め、あなたの
募金を「あなたのまちの福祉」に役立てます。

あなたの募金を
あなたのまちの
福祉に役立てます

今年度の目標と使いみち
＜写真は具体的な募金の使い道の事例です＞

その町で集まった募金は
その町のために

　今年の赤い羽根共同募金のポス
ターやパンフレットなどに使われる
キーワードは「じぶんの町を良くす
るしくみ。」です。
　地域のきずなや人とひとのつなが
りが変化する中、「じぶんの町を良
くする」ための募金活動を目指して
います。
　それぞれの赤のアイコンは、「あ
なたの町をよくする」ための募金の
使いみちや、募金者の願いが込めら
れています。あなたの町で集まった
募金は、あなたの町のために役立て
られます。 

　赤い羽根共同募金は皆様の温かい
善意によって、63回目を迎えました。
　だれもが切望する自分の町で安心
して暮らせる「助けあい・支えあい」
の地域社会づくりのため、皆様のお
力添えをお願いいたします。

4億148万円 火災などで被災した
世帯への見舞金や災害時
の活動支援のために

950万円

ひとり暮らし高齢者・
障がい者などへの年末の
激励金、交流事業のために

1億4,871万円

地域住民・団体に向けた
福祉支援活動のために
●地域活動育成など

1億374万円

共同募金運動を
推進するための経費として

6,630万円
施設利用者の生活向上

に向けた施設の整備のために
●福祉車両整備・改修工事など

1,401万円

障がい者を支える
地域福祉活動のために
●就労支援機器・備品整備・

社会参加促進など

647万円

高齢者を支える地域
福祉活動のために

●ふれあいサロン・食事サービスなど

3,125万円

子育て支援や母子
福祉に関わる地域福祉活動

のために
●子育てサロン、育児相談など

1,550万円
2億3,645万円赤い羽根一般募金

1億6,503万円歳末たすけあい募金

３億9,644万0,655円
2億3,290万4,679円赤い羽根一般募金

1億6,353万5,976円歳末たすけあい募金

共同募金は計画募金です
共同募金運動の流れ

助成申請の受付 団体・町内会・福祉施設

助成計画の立案（調整・委員会）

目標額の決定（理事会・評議員会）

赤い羽根一般募金
歳末たすけあい募金

募金額の集計

助成案の審査（委員会）

助成の決定（理事会・評議員会）

事業の実施
福祉のまちづくり支援事業
施設整備事業
地域活動事業など
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社会福祉法人
岩手県共同募金会
会長　菅　三郎

～厚生労働大臣の告示～募金運動の開始

準備

運動

調整

助成

ホームベーカリー、オーブントースターなどを整
備させていただきました。障がいを持つ子供たち
とパン作りを通して、物づくりの楽しさや交流・親
睦を深めています。（久慈市：NPO法人琥珀の泉）

わいわい「ホームベーカリー」
授産施設・団体 地域で暮らすこと

●心臓疾患を抱える子供が在園しており、機材と一
緒に安心も届きました。いざというときの講習会も
万全にしたいと思います。（奥州市：胆沢保育園）

●日頃から災害を想定した避難訓練を実施して
おりますが、ＡＥＤは未整備でした。24時間体制
で稼働しておりますので、施設利用者のみならず
周辺住民への貸し出しも可能です。
（滝沢村：みたけの園・みたけ学園）

ＡＥＤ（自動体外式除細動器）設置支援

みんなで回収ボックスから作業場に空き缶を運び
ます。後はプレス機に投入し、四角い固まりとなっ
た空き缶を業者に渡します。これからも利用者が
多く携われる作業と楽しく元気に働ける環境を整
えていきたいと思います。
（一戸町：小さき群れの里）

空き缶プレス機でリサイクル

●防災福祉マップ作成にあたって地域の方々との
連携がとれて、防災防犯に対する認識が深まりま
した。（北上市：北上市社協二子支部）

●見守り、避難誘導など改めて地域の課題が浮き
彫りになり、近所の助けあいの必要性を感じまし
た。（盛岡市：猪去自治会）

　現在、介助犬と生活をしております。緑のあ
る街並。小さい頃に遊んだ自分の町。時折そん
なことを想い出します。
　子供、お年寄り、車いすでも自由に安心して
歩ける街。笑顔のある、明るく活気のある自分
の町で暮らしていきたいと思います。
      　　　　　阿部容子さん（金ヶ崎町・団体職員）

生きがいのある老後に
　高齢者が安心して暮らせるような町になってほ
しいですね。例えば気軽にふれあいの場に参加で
きること、お弁当の配達を受けることなどにも、募
金がより活用されることを願っております。
　　　　   佐藤みさ子さん（盛岡市・エッセイスト）

ボランティア活動を応援
　募金もひとつのボランティアですが、自分た
ちの住むまちが心豊かになるには、小さな助け
あいと支えあいの輪を広げること。それがまち
の福祉力を高めます。さまざまなボランティア
を応援するために役立てて欲しいと思います。
　　　　　   八重樫　康さん（岩泉町・商店会会長） 

安全・安心の地域づくりを応援

※AED設置支援事業は、
　心肺停止状態に陥った
　方の救命率の向上と設
　置の重要性について広
　く理解していただくこ
　とを目的に、昨年度は
　社会福祉施設へ17件
　の設置支援を行いま
　した。

地域福祉活動に使用する車両の整備
（ふれあいサロン／矢巾町）

世代間交流（そば打ち講習会／盛岡市）

子育て支援隊（パパ向け講座／宮古市）

安心・安全の地域づくり（防災マップ作成／洋野町）

安全・安心と子育て支援
（子どもの遊び場整備／奥州市）

地域コミュニティ活動支援
（介護予防・健康講座／滝沢村）

高齢者の見守り活動
（会食サービス／奥州市）

ありがとうメッセージ 募金への私の思い

600万円

ボランティア団体・
町内会などの「福祉のまちづ
くり活動」を応援するために

●団体活動支援など

今年度の目標額

平成20年度共同募金運動結果報告


