
令和３年度事業報告 

 
令和３年度の共同募金運動は、中央共同募金会が創設 70 年答申で「参加と協働による『新たなた

すけあい』と創造」と定めた具体的な推進方策と併せ、本会が 2019 年度から 2023 年度までの５か

年計画として策定した第３期「赤い羽根アクションプランいわて」の３年目であることから、市町

村共同募金委員会の積極的な取組をはじめ、県内企業・関係団体等からの協力と理解を得るため、

計画の策定目的や方策について周知を図った。 

令和３年度の岩手県全体の共同募金実績は、第３期「赤い羽根アクションプランいわて」に基づ

き、目標額を前年度募金実績の１％以上増を超える 6.5％増に設定し募金運動を行った結果、募金総

額(331,593,797 円)は、目標額(358,502,000 円)との対比では 92.5％の達成率となり、前年度比較で

はマイナス 1.5％(△5,158,966 円)となった。 

新型コロナウイルス感染症が拡大する中、街頭募金やイベント募金が縮小又は中止となったが、全

ての市町村共同募金委員会が衛生に配慮し、戸別募金に取り組んだことから、昨年度の目標達成率

（91.5％）から 1.0％増となった。 

なお、令和２年度に引き続き、新型コロナウイルスの感染拡大に起因した困りごとを抱えた人たち

に対する支援活動を支援するため、中央共同募金会と 47 都道府県共同募金会が「赤い羽根 新型コロ

ナ感染下の福祉活動応援全国キャンペーン」を実施し、本会においても募金活動を行うとともに、助

成対象となる活動に対して助成を行った。 

組織運営面では、市町村共同募金委員会担当職員研修会を開催し、コロナ過における募金運動と助

成事業への取組、寄付金付き商品の取組について職員間で意見交換し、各市町村共同募金委員会にお

ける募金活動や助成事業の更なる推進に努めた。 

また、共同募金運動研究委員会においては、地域歳末たすけあい運動の助成の在り方について検討

し、令和３年８月、新たに「地域歳末たすけあい運動に係る助成の目安」を市町村共同募金委員会に

提示した。 

 

１ 第３期「赤い羽根アクションプランいわて」の推進 

(1) 共同募金目標額の増額設定 

  第３期｢赤い羽根アクションプランいわて｣に基づき、目標額を昨年度実績より増額設定 

                                                                           （単位：円） 

募金の種類 令和３年度目標額 令和３年度実績額 令和２年度実績額 

一般募金 221,842,000 203,685,355 202,627,990 

 
① 一般募金 221,842,000 203,685,355 201,965,950 

② 地域みまもり応援募金 0 0 662,040 

歳末たすけあい募金 136,660,000 127,908,442 134,124,773 

 ① 地域歳末募金 129,660,000 120,839,737 119,816,924 

 ② 岩手県歳末募金 7,000,000 7,068,705 14,307,849 

目標総額 358,502,000 331,593,797 336,752,763 

  ※ 令和２年度目標総額 367,373,000 円  

 

 



(２) 地域で社会の生活課題に取り組む市民・団体への積極的な支援 

共同募金の拡大期間（１～３月）に実施される「あったかいわてプロジェクト～地域みまも   

り応援募金～」により実施する助成事業の公募を実施 

公募締切の５月 31 日時点で応募がなく、受付期間を令和３年６月 21 日まで延長したが、応 

募なし 

助成対象：①地域から孤立をなくすための活動、②東日本大震災被災地の復興に向けた支援   

活動、③その他生活課題、地域課題の解決に取り組む活動 

受付期間：令和３年４月 19 日～６月 21 日 

 

(３) 新たな募金手法を積極的に取り入れた募金の増額 

  ① 赤い羽根自動販売機の設置促進 

関係機関・施設等に企業等の社会貢献活動の一環として、赤い羽根自動販売機の設置協

力を依頼し、設置台数及び募金総額は以下の実績結果となった。 

ア 新規設置台数 

○盛岡市共同募金委員会：３台 ○花巻市共同募金委員会：１台 

○遠野市共同募金委員会：１台 ○釜石市共同募金委員会：１台 

 ○紫波町共同募金委員会：１台 ○矢巾町共同募金委員会：１台 

 ○九戸村共同募金委員会：１台 ○岩手県共同募金会：８台 

   イ 設置台数及び募金実績 

 

 

 

 

 

   ② 寄付金付き商品の積極的開発 

    ア 岩手県共同募金会による寄付金付き商品の取組 

     ○ 紫波フルーツパークによる寄付金付きワインの販売 

       販売期間：令和３年４月１日～令和４年３月 31 日 

       寄付金：4,290 円 

○ 株式会社ベルジョイスによる寄付金付き商品の販売 

株式会社ベルジョイスによるサントリーフーズ株式会社の寄付金付き商品を販売 

販売期間：令和３年６月１日～７月 31 日 

寄付金：660,302 円 

○ 寄付金付き飲料寄付金贈呈式（共同募金運動開始セレモニーにおいて実施） 

       期 日：令和３年 10 月１日 

会 場：ふれあいランド岩手 

イ 市町村共同募金委員会による寄付金付き商品の取組 

○ 盛岡市共同募金委員会：ケーキ、塗装工事、ビール 

○ 宮古市共同募金委員会：キーホルダー、ステッカー、トートバック 

○ 北上市共同募金委員会：飲食店の食事、スイーツ 

○ 釜石市共同募金委員会：鉢植え 

 令和３年度 令和２年度 

協賛企業 11 企業 11 企業 

設置台数 255 台（28 市町村） 248 台（28 市町村） 

募金総額 2,686,744 円 2,481,349 円 



○ 金ケ崎町共同募金委員会：飲食店のスイーツ、衣料品店の商品 

○ 住田町共同募金委員会：焼き菓子 

③ 物品寄付、遺贈、香典返し、インターネット募金等新たな募金の開拓 

中央共同募金会が運用し、クレジットカード決済やコンビニ決済による寄付ができる

「赤い羽根 インターネット寄付システム」を活用するため、各市町村別の寄付申込みペ

ージに移動する URL 及び QR コードを提供 

④ ピンバッジ等新たな募金資材を導入した使途のわかりやすい募金手法の拡大 

大船渡市、野田村に続き、盛岡市、宮古市、陸前高田市が新たにピンバッジを作成 

 

(４) 組織の透明性を確保し、組織運営の強化を推進 

  ① 市町村共同募金委員会担当者研修会の開催 

     期日：令和３年 11 月 30 日 

     会場：ふれあいランド岩手 

     内容：北海道・東北ブロック共同募金会業務主幹会議の中央情勢報告、寄付金付き商品の    

進め方、事務処理上の注意点、岩手県共同募金会会計システムの移行説明、情報交換 

     参加者：市町村共同募金委員会担当職員 24 名 

② 第 10 回赤い羽根全国ミーティング（オンライン） 

期日：令和３年８月 25 日～26 日 

本県参加者：９名 

 

(５) 現行事業の見直しを積極的に推進 

① 令和３年度共同募金運動研究委員会の開催 

     期日：令和３年６月３日 

     会場：盛岡市「アイーナ」 

     内容：地域歳末たすけあい運動に係る助成の目安（案）について 

② 新たな地域歳末たすけあい運動に係る助成の目安の提示 

地域歳末たすけあい運動に係る助成の目安を令和３年８月１日に制定し、市町村共同募

金委員会に通知 

 

２ 被災地の復興支援と大規模災害への対応 

(１) 東日本大震災津波被災者への支援の取組 

災害ボランティア・ＮＰＯサポート募金２「被災地住民支え合い活動助成」事業の実施 

赤い羽根災害ボランティア・ＮＰＯ活動サポート募金２を財源とした「被災地住民支え合い   

活動助成事業」で、東日本大震災津波被災地の復興に向けて行う地元住民グループ等の助け合 

い活動を支援するため、助成を実施 

助成対象：①孤立を防ぐ活動、②日常生活を支える活動、③コミュニティ再生のための活動 

活動期間：令和３年４月１日～令和４年３月 31 日 

助 成 額：中期的な活動：１回 27 万円以内 

1 回限りの限定的な活動：１回９万円以内 

    

 



 

 助成状況：                                                    （単位：円） 

回数 助成決定日 助成件数 助成額 

第１回 令和３年７月８日 19 3,888,000 

第２回 令和３年８月６日 2 386,000 

第３回 令和３年８月 10 日 3 390,000 

第４回 令和３年９月３日 2 292,000 

第５回 令和３年 10 月７日 4 426,000 

第５回(追加) 令和３年 10 月 21 日 1 68,000 

計 31 5,450,000 

 

 (２) 大規模災害への対応、支援 

① 災害義援金の募集 

     他県への災害義援金の受入れ                  （単位：円） 

義援金等名称 受付総額 

令和３年２月福島県沖地震災害義援金 107,000 

令和３年島根県松江市火災災害義援金 76,862 

令和３年大雨災害義援金（中央共同募金会） 310,297 

令和３年７月大雨災害静岡県義援金 734,279 

令和３年７月島根県大雨災害義援金 60,173 

令和３年７月広島県大雨災害義援金 1,000 

令和３年８月福岡県豪雨災害義援金 25,674 

長崎県令和３年８月大雨災害義援金 25,677 

令和３年８月大雨災害青森県義援金 90,163 

令和３年８月佐賀県豪雨災害義援金 20,674 

令和３年８月広島県大雨災害義援金 6,000 

令和３年８月大雨災害義援金（長野県共同募金会） 21,000 

令和３年長野県茅野市土石流災害義援金 28,989 

計 1,507,788 

 ② 災害見舞金の交付 

県内で火災や風水害等の災害で罹災した被災世帯及び被災者に対して、市町村共同募金委    

員会の協力を得て次のとおり災害見舞金を交付した。 

＜交付状況＞                              （単位：円） 

 
火災 風水害 地震 被災者(死亡) 合 計 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 

4～6

月 
10 100,000 0 0 0 0 1 20,000 11 120,000 

7～9 20 200,000 0 0 0 0 5 100,000 25 300,000 



月 

10～

12 月 
7 70,000 0 0 0 0 1 20,000 8 90,000 

1～3

月 
31 310,000 0 0 0 0 7 140,000 38 450,000 

計 68 680,000 0 0 0 0 14 280,000 82 960,000 

 

３ 広報活動の推進の取組 

(１) 共同募金に関する情報の発信 

① ホームページによる各種助成事業及び災害義援金募集案内等の情報発信 

② 県社協・県共募広報紙パートナー（５月、７月、９月、11 月、１月、３月）による情報発 

 信 

③ はねっと（中央共同募金会ホームページ）による募金の使途公開 

④ 令和３年度事業計画書・収支予算書の発行 

⑤ 令和２年度事業報告書・収支決算書・実績報告書の発行 

 

(２) 報道機関等への情報提供・要請 

① 報道機関に共同募金運動開始テレビスポット CM 及びラジオスポット CM の放送を依頼 

② 岩手県、JR 等公共交通機関、金融機関、各種学校、スーパー、関係機関等に共同募金運動

ポスター掲示を依頼 

 

(３) 助成を受けた団体による使途明示 
施設整備事業及び福祉のまちづくり支援事業で助成を行った団体に対し、標識又はシールを

送付 

 

４ 民間社会福祉資金助成事業の募集と協力への取組 

(１) 公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団施設整備等助成事業(令和３年度事業)の募集 

助成対象：社会福祉法人（社会福祉協議会を除く）、更生保護法人、社会福祉事業を 

行うＮＰＯ法人 

対象事業：建物、機器・備品整備及び車両整備事業 

    募集期間：令和３年４月 21 日～令和３年５月 31 日 

助成先：                              （単位：円） 

法人/施設名 市町村 事業名 助成額 

社会福祉法人岩手しいの木会／しいのみホームゆきわり 盛岡市 車両整備 1,500,000 

社会福祉法人くりの木会／ちゃいるどスクール 二戸市 車両整備 1,260,000 

社会福祉法人天神会／ひばりデイサービスセンター 久慈市 車両整備 1,540,000 

特定非営利活動法人釜石市身体障害者協議会／釜石市

福祉作業所 
釜石市 車両整備 950,000 

計 5,250,000 



 

 

(２) 車両競技公益資金記念財団助成事業の募集・推薦 

ホームページで「高齢者、障害者等の支援を目的とするボランティア活動に対する助成事業」   

及び「社会福祉施設等（保育所等）整備助成事業」の募集広報を実施し、下記団体をボランテ   

ィア活動推進助成事業に推薦した結果、助成決定となった。 

＜決定内容＞                                  (単位：円) 

助成先団体名 整備機器 助成額 

西和賀町スノーバスターズ 除雪機 765,000 

 

 (３) その他助成金の情報提供 

   ① アサヒ飲料「こどもたちの明るい未来づくり基金」協働プログラム助成金  (単位：円) 

団体名 市町村 内容 助成額 

なかよし食堂 盛岡市 子ども食堂運営経費 50,000 

特定非営利活動法人わらすば 北上市 子ども食堂運営経費 50,000 

計 100,000 

②  ソフトバンク株式会社「赤い羽根チャリティホワイトプロジェクト」助成事業         (単位：円) 

団体名 市町村 内容 助成額 

一般社団法人子どもの

エンパワメントいわて 
釜石市 

心のケアと一体的に進める学習支援活動、

復興防災学習支援活動 
1,950,000 

 

５ 助成を実施するための取組 

住民団体やボランティアグループ等が、地域の福祉課題解決に向けて協働・参画する活動を推進す

るため、住民ニーズに基づく助成事業を実施するとともに、本会ホームページや市町村社会福祉協議

会、住民説明会等で広報・周知に努めた。 

(１) 助成事業の実施 

① 助成額 

   【一般募金】（令和２年度募金による令和３年度助成）           （単位：千円） 

助 成 内 容 計画額 助成額 

社会福祉施設利用者へのサービス向上に向けた施設整備助成  13,372 13,372 

社会福祉協議会等が実施する地域福祉活動助成 141,047 142,525 

 地域福祉活動事業 140,183 141,333 

 生活課題解決支援事業 864 1,192 

ボランティア団体、町内会などの地域福祉活動助成 5,338 5,338 

 福祉のまちづくり支援事業 5,338 5,338 

災害時支援活動助成等 11,156 10,907 

 災害見舞金 1,000 960 

 災害等準備金 10,156 9,947 

共同募金運動推進経費 66,456 66,355 

計 237,369 238,497 



 

 

 

【歳末たすけあい募金】（令和３年度募金による令和３年度助成）      （単位：千円） 

助 成 内 容 計画額 助成額 

岩手県歳末たすけあい助成 9,118 9,118 

 児童養護施設利用者、里子等への就職、進学支度金等 8,618 8,618 

 募金運動推進経費 500 500 

地域歳末たすけあい助成 120,838 120,837 

 
一人暮らし高齢者・障がい者等への年末の激励金、交流事業へ

の助成等 
90,039 90,038 

 地域福祉活動事業 25,605 25,605 

 募金運動推進経費 5,194 5,194 

計 129,956 129,955 

② 助成事業の周知・応募受付 

ア 募集期間 

(ア) 施設整備事業 

期間：令和３年４月 21 日～５月 31 日 

(イ) 生活課題解決支援事業 

期間：令和３年４月 24 日～６月 21 日 

(ウ) 福祉のまちづくり支援事業 

期間：令和３年 10 月 15 日～12 月 15 日 

 

(２) 助成計画の策定及び募金目標額の設定 

   ① 配分委員会の開催 

＜第１回＞ 

期日：令和３年７月２日 

会場：ふれあいランド岩手 

議題：・委員長の選出について 

・助成事業の審査について 

・中央競馬馬主社会福祉財団施設整備等助成事業（令和３年度事業）推薦(案)及    

び共同募金施設整備事業（令和３年度募金による令和４年度事業）助成(案)につ   

いて 

・令和３年度共同募金による助成計画及び令和３年度共同募金目標額について 

＜第２回＞ 

期日：令和３年７月 26 日（書面開催） 

議題：・助成事業の審査について 

・中央競馬馬主社会福祉財団施設整備等助成事業（令和３年度事業）推薦（案） 

について 

＜第３回＞ 

期日：令和３年８月 23 日（書面開催） 

議題：・助成事業の審査について 

        ・中央競馬馬主社会福祉財団施設整備等助成事業（令和３年度事業）再推薦 



（案）について 

 

＜第４回＞ 

期日：令和４年２月 25 日 

会場：ふれあいランド岩手 

議題：・令和３年度共同募金による助成方針の一部改正について 

・令和３年度共同募金による福祉のまちづくり支援事業（令和４年度事業）の助   

成審査について 

・令和３年度共同募金による助成計画の一部変更について 

・令和４年度共同募金による助成方針（令和５年度事業）について 

  ② 必要とされる事業実施のための目標額設定 

助成計画 

    【一般募金】（令和３年度募金による令和４年度助成）         （単位：千円） 

助 成 内 容 計画額 

社会福祉施設利用者へのサービス向上に向けた施設整備助成  5,900 

社会福祉協議会等が実施する地域福祉活動助成 134,279 

 地域福祉活動事業 134,279 

 生活課題解決支援事業 0 

ボランティア団体、町内会などの地域福祉活動助成 3,968 

 福祉のまちづくり支援事業 3,968 

災害時支援活動助成等 10,971 

 災害見舞金 1,000 

 災害等準備金 9,971 

共同募金運動推進経費 59,799 

計 214,917 

※ 募金目標額と助成計画額の差額については、令和２年度及び３年度余剰金を充当 

 

【歳末たすけあい募金】（令和３年度募金による令和３年度助成）   （単位：千円） 

助 成 内 容 計画額 

岩手県歳末たすけあい助成 9,118 

 児童養護施設利用者、里子等への就職、進学支度金等 8,618 

 募金運動推進経費 500 

地域歳末たすけあい助成 120,838 

 一人暮らし高齢者・障がい者等への年末の激励金、交流事業への助成等 90,039 

 地域福祉活動事業 25,605 

 募金運動推進経費 5,194 

計 129,956 

 

(３) 赤い羽根 新型コロナ感染下の福祉活動応援全国キャンペーン［令和３年度助成］ 

     助成対象：地域において生活課題等を解決するための支援活動をしている民間非営利団体 

     対象事業：民間の相談支援、食支援、学習支援、居場所支援など、地域に密着して行われ

る多様な生活支援活動 



     募集期間：令和３年４月 30 日～７月 31 日 

     [助成状況］                           （単位：円） 

回数 助成決定日 助成件数 助成額 

第 1 回 令和３年６月９日 4 835,000 

第２回 令和３年７月 30 日 9 2,337,000 

第３回 令和３年８月３日 2 228,000 

計 15 3,400,000 

     

６ 募金運動  
(１) 募金運動開始セレモニーの開催 

   期日：令和３年 10 月１日 

   会場：盛岡市「ふれあいランド岩手」 

   内容：寄付金付き商品（株式会社ベアレン醸造所、株式会社紫波フルーツパーク）の紹介 

株式会社ベルジョイスからの寄付金付き飲料寄付金贈呈式 

 

 (２) 募金運動の実施 

① 一般（赤い羽根）募金運動：10 月 1 日～12 月 31 日 

＜募金実績＞ ※地域みまもり応援募金を除く             （単位：円）                     

 令和３年度 令和２年度 増減額 

目標額 221,842,000 224,871,000 △3,029,000 

実績額 203,685,355 201,965,950 1,419,405 

目標達成率 91.8% 89.8% － 

1 世帯当たり平均 391 390 1 

 

＜1 世帯当たりの平均募金額分布＞ 

区 分 市町村共募数 区 分 市町村共募数 

300 円未満 3 （5） 700 円～ 800 円未満 1 （1） 

300 円～500 円未満 14 （11） 800 円～ 900 円未満 3 （3） 

500 円～600 円未満 7 （7） 900 円～1,000 円未満 0 （0） 

600 円～700 円未満 4 （5） 1,000 円以上 1 （1） 

※（ ）内は前年度数値 

 

＜募金種別実績＞                         （単位：円） 

募金種別 令和３年度 令和２年度 増減額 

戸別募金 153,637,380 (75.4) 152,807,471 (75.7) 829,909 

街頭募金 1,260,575 (0.6) 2,028,745 (1.0) △768,170 

法人募金 25,592,587 (12.6) 25,451,140 (12.6) 141,447 

学校募金 5,300,267 (2.6) 5,097,806 (2.5) 202,461 

職域募金 7,335,804 (3.6) 7,965,197 (3.9) △629,393 

イベント募金 410,367 (0.2) 1,355,930 (0.7) △945,563 

その他 10,148,375 (5.0) 7,259,661 (3.6) 2,888,714 



計 203,685,355 (100.0) 201,965,950 (100.0) 1,719,405 

※ 実績額欄の（  ）内は各募金の構成比 

 

② 地域歳末たすけあい運動：12 月 1 日～12 月 31 日 

＜募金実績＞                           （単位：円） 

 令和３年度 令和２年度 増減額 

目標額 129,660,000 134,638,000 △4,978,000 

実績額 120,839,737 119,816,924 1,022,813 

目標達成率 93.2% 89.0% － 

1 世帯当たり平均 232 231 1 

 

＜1 世帯当たりの平均募金額分布＞ 

区 分 市町村共募数 区 分 市町村共募数 

200 円未満 4 （6） 500 円～600 円未満 4 （4） 

200 円～300 円未満 10 （8） 600 円～700 円未満 1 （0） 

300 円～400 円未満 8 （7） 700 円～800 円未満 0 （0） 

400 円～500 円未満 6 （8） 800 円～900 円未満 0 （0） 

※( )内は前年度数値  

  

＜募金種別実績＞                        （単位：円） 

募金種別 令和３年度 令和２年度 増減額 

戸別募金 96,076,097 (79.5) 95,853,673 (80.0) 222,424 

街頭募金 535,327 (0.4) 671,286 (0.5) △135,959 

法人募金 8,560,352 (7.1) 7,855,741 (6.6) 704,611 

学校募金 643,953 (0.5) 785,623 (0.6) △141,670 

職域募金 5,973,432 (4.9) 6,420,662 (5.4) △447,230 

イベント募金 1,054,978 (0.9) 954,430 (0.8) 100,548 

その他 7,995,598 (6.6) 7,275,509 (6.1) 720,089 

計 120,839,737 (100.0) 119,816,924 (100.0) 1,022,813 

※実績額欄の(  )内は各募金の構成比 

 

③ 岩手県主唱歳末たすけあい運動：12 月１日～12 月 25 日 

＜募金実績＞                          （単位：円） 

 令和３年度 令和２年度 増減額 

目標額 7,000,000 7,000,000 0 

実績額 7,068,705 14,307,849 △7,239,144 

目標達成率 101.0％ 204.4％ － 

    

＜募金種別実績＞                         （単位：円） 

募金種別 令和３年度 令和２年度 前年比増減額 

法人募金 15,000 (0.2) 606,382 (4.2) △591,382 



職域募金 3,144,914 (44.5) 2,550,404 (17.9) 594,510 

イベント募金 609,556 (8.6) 607,326 (4.2) 2,230 

その他 3,299,235 (46.7) 10,543,737 (73.7) △7,244,502 

計 7,068,705 (100.0) 14,307,849 (100.0) － 

※実績額欄の（  ）内は各募金の構成比 

 

○ 岩手県歳末たすけあい運動主唱団体会議の開催 

＜第１回＞ 期日：令和３年 11 月 18 日 

会場：岩手県民会館 

内容：令和３年度岩手県歳末たすけあい運動実施要項 

令和３年度の運動計画 

＜第２回＞ 期日：令和４年２月 21 日（書面開催） 

内容：令和３年度募金による助成の決定 

④ あったかいわてプロジェクト ～地域みまもり応援募金（テーマ型募金）～ 

    生活課題解決支援事業への応募団体がなかったため実施なし 

⑤ 赤い羽根 新型コロナ感染下の福祉活動応援全国キャンペーン 

募金実施期間：令和３年４月 30 日～令和４年３月 31 日 

募金実績：3,101,234 円（中共募扱い 3,009,280 円、市町村共募扱い 91,954 円） 

                           

(３) その他募金イベント等 

   ① エフエム岩手第 37 回チャリティーオークションでの募金活動 

     期日：令和３年 12 月 11 日 

     会場：盛岡市「ホテルメトロポリタン盛岡」 

募金実績：9,556 円 

② エフエム岩手第 36 回歳末チャリティーオークション収益金による車両贈呈式 

期 日：令和３年４月 20 日 

会 場：ふれあいランド岩手 

寄贈金額：600,000 円 

贈呈先：社会福祉法人二戸市社会福祉協議会 

 

７ 岩手県社会福祉大会の実施 

  期日：令和３年 11 月２日 

  会場：盛岡市「岩手県民会館」 

  

８ 顕彰の実施 

(１) 中央共同募金会会長表彰 ２名 

(２) 中央共同募金会感謝状： ３名、３団体 

(３) 岩手県社会福祉大会長表彰 

① 共同募金運動功労者（奉仕者）：48 名 

② 共同募金運動功労団体（奉仕団体）：３団体 

③ 共同募金運動功労者（共同募金委員会役員）：１名 

(４) 岩手県共同募金会会長感謝状 



① 寄付者：49 名、36 団体 

② 奉仕者：26 名、14 団体 

 

９ 法人の運営 

(１) 理事会 

＜第 1 回＞開催日：令和３年６月９日 

      議 案：経理規程の一部改正について 

令和２年度事業報告について 

          令和２年度収支決算について 

          令和３年度生活課題解決支援事業助成について 

          評議員候補者の推薦について(補充選任) 

          評議員候補者の推薦について 

 評議員選任・解任委員会の招集について 

          理事及び監事候補者の推薦について 

          評議員会の招集について 

＜第２回＞開催日：令和３年６月 28 日 

議 案：会長、副会長及び専務理事の選定について 

 評議員候補者の推薦について（補充選任） 

 評議員選任・解任委員会の招集について 

＜第３回＞開催日：令和３年７月 15 日 

議 案：令和３年度共同募金による助成計画について 

 令和３年度共同募金目標額について 

 令和３年度予算補正について 

 理事候補者の推薦について（補充選任） 

 評議員会の招集について 

＜第４回＞開催日：令和４年３月 15 日 

議 案：諸規程の一部改正について 

 令和３年度共同募金による助成計画の一部変更について 

    令和３年度収支予算の補正について 

 令和４年度事業計画について 

     令和４年度収支予算について 

 配分委員会委員の選任について（補充選任） 

 評議員選任・解任委員会委員の選任について（補充選任） 

     評議員会の招集について 

 

 (２) 評議員会 

＜第１回＞開催日：令和３年６月 28 日 

           議 案：令和２年度事業報告について 

令和２年度収支決算について 

令和３年度生活課題解決支援事業助成について 

理事及び監事の選任について 



＜第２回＞開催日：令和３年７月 29 日 

議 案：令和３年度共同募金による助成計画について 

令和３年度共同募金目標額について 

  令和３年度予算補正について 

  理事の選任について（補充選任）  

     ＜第３回＞開催日：令和４年３月 24 日（決議の省略） 

議 案：令和３年度共同募金による助成計画の一部変更について 

令和３年度収支予算の補正について 

  令和４年度事業計画について 

  令和４年度収支予算について 

  配分委員会委員の選任について（補充選任） 

  提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなされる日 

   

(３) 評議員選任・解任委員会 

＜第 1 回＞開催日：令和３年６月 16 日 

       議 案：社会福祉法人岩手県共同募金会評議員の選任について（補充選任） 

                  社会福祉法人岩手県共同募金会評議員の選任について 

＜第２回＞開催日：令和３年７月８日 

       議 案：社会福祉法人岩手県共同募金会評議員の選任について（補充選任） 

                    

(４) 監事監査及び出納調査 

＜第１回＞実施日：令和３年６月４日 

          内 容：令和２年度第４四半期の出納調査 

             財産の管理状況 

             令和２年度事業報告について 

令和２年度収支決算について 

＜第３回＞実施日：令和３年 10 月 14 日 

内 容：令和３年度第 1 四半期の事業報告・収支状況、財産の管理状況 

＜第３回＞実施日：令和３年 12 月 14 日 

内 容：令和３年度第２四半期の事業報告・収支状況、財産の管理状況 

  

(５) 関係機関・団体との連携 

 ① 中央共同募金会 

       ＜第 194 回評議員会＞開催日：令和３年６月 18 日（オンライン） 

              内 容：令和２年度事業報告及び会計決算 

                  理事及び監事の選任 

    ＜第 195 回評議員会＞開催日：令和３年３月４日(オンライン) 

               内 容：令和４年度事業計画案及び収支予算案 

 ② 都道府県共同募金会常務理事・事務局長会議 

   ＜第 1 回＞開催日：令和３年７月５日～６日（オンライン） 

        出 席：専務理事、事務局次長 

   ＜第２回＞開催日：令和４年２月８日（オンライン） 



        出 席：専務理事、事務局次長 

③ 令和３年度北海道・東北ブロック社協・共募事務局長会議共同募金会分散会（オンライン） 

開催日：令和４年１月 19 日 

       出 席：事務局長、事務局次長 

 

 


