
平成 29年度岩手県歳末たすけあい運動結果報告 

岩手で育ち、働く若者を応援するためのピンバッジ職場募金を含む募金協力に感謝します 

～おかげさまで 124名の若者の進学就職支度金と免許取得費等を助成できました～ 
 

1 平成 29 年度岩手県歳末たすけあい募金状況 

  平成 29 年度、新たに多くの県内の事業所、団体で取組んでいただきましたピンバッジ職場募金

の実績は 328万円余となり、募金全体でも前年度を 356万円も上回る実績で募金を終了することが

できました。 

これもひとえに趣旨に賛同いただきました県内事業所、団体で働く先輩タイガーマスクの皆様の

善意の賜物でございます。 

来年度も岩手県内の多くの事業所・団体にピンバッジ職場募金を含む募金のご協力をお願いした

いと考えていますので、毎年、巣立ち、働き始める若者を温かく応援していただきますようよろし

くお願いいたします。 

 

区    分 H29件数 H29募金額 H28件数 H28募金額 

一般募金 368 3,636,770円 311 4,025,731円 

イベント募金 3 1,274,672円 3 609,410円 

職場募金 267 3,288,482円 0 0円 

小計 638 8,199,924円 314 4,635,141円 

運動準備積立金・助成戻入額  2,582,203円  4,833,090円 

 計 10,782,127円 計 9,468,231円 

 

2 平成 29 年度岩手県歳末たすけあい募金による助成状況 

  平成 30 年 2月に開催した岩手県歳末たすけあい運動第 2回主唱団体会議で決定しました。 

（1）児童施設等・里子・特別支援学校生徒 

ア 県内 7 児童施設から進学・就職する若者 60 名に一人 5 万円を助成したほか、運転免許取得

者や就職時、独自借家等住まいを確保した者の延べ 23名に 5万円を加算助成しました。 

また、成人を迎えた若者 4名に成人記念写真撮影費用 1万円を助成しました。 

イ 里子の中で進学・就職する若者 29 名に一人 5 万円を助成したほか、運転免許取得者や就職

時、独自に借家等住まいを確保した者の延べ 5名に 5万円を加算助成しました。 

ウ 特別支援学校の若者 35名に運転免許取得費 5万円を助成しました。 

児童施設からは、助成を受ける若者は経済的に厳しく、自己負担の捻出に苦労しており、毎

年、岩手県歳末たすけあい募金の助成を心待ちにしていると伺っています。 

 （2）その他施設利用者等 

    その他母子施設等の利用者に対しても、例年どおり、必要な額を調査し助成配分しました。 

    また、歳末チャリティー益金は、台風第 10 号被災者支援等に使用する要望が出された岩泉

町社会福祉協議会の地域福祉活動車の購入費用に助成しました。 

 

№ 助成送金・連絡先 対象者数(加算) 助成額(加算含む) 

1 
児童養護・児童心理治療施設入通所児施設 青雲荘、みちのくみどり学園、 

和光学園、大洋学園、清光学園、一関藤の園、ことりさわ学園 
60 (23) 3,990,000円 

2 里子 児童相談所経由里親 29（5） 1,700,000円 

3 母子支援施設入所者 かつら荘 2   13,000円 

4 乳児院 善友乳児院、日赤岩手乳児院 37   111,000円 

5 婦人保護施設 桐の苑 20   200,000円 

6 岩手県特別支援学校連絡協議会 岩手県特別支援学校連絡協議会 35   1,750,000円 

7 社会福祉協議会福祉活動車助成 岩泉町社会福祉協議会 1   600,000円 

助成計  184   8,364,000円 

事務費  250,000円 

次年度準備積立金  2,168,127円 

計 10,782,127円 

 



  平成 29年度職域募金協力企業・団体一覧 （順不同、敬称略） 

 

ALSOK岩手株式会社 岩手県警察本部交通機動隊 岩手県農林水産部農業普及技術課 

NHK盛岡放送局営業部 岩手県警察本部交通指導課 岩手県農林水産部農村計画課 

NHK盛岡放送局技術部 岩手県警察本部少年課 岩手県農林水産部林業振興課 

朝日生命盛岡支社 岩手県警察本部情報管理課 岩手県秘書広報課 

一関藤の園 岩手県警察本部紫波署 岩手県復興局 

一般社団法人生命保険協会岩手県協
会 

岩手県警察本部人財育成課 
岩手県文化スポーツ部文化スポーツ企
画室 

いわて希望の会 岩手県警察本部生活環境課 
岩手県文化スポーツ部ラグビーワールド
カップ 2019推進課 

岩手急行貨物自動車株式会社 岩手県警察本部千厩署 岩手県法務学事課 

岩手県一関土木センター 岩手県警察本部捜査第一課 岩手県保健福祉企画室 

岩手県一関農業改良普及センター 岩手県警察本部総務課 岩手県宮古地域振興センター 

岩手県医療局 岩手県警察本部地域課 岩手県宮古農業改良普及センター 

岩手県沿岸広域振興局水産部 岩手県警察本部通信指令課 岩手県盛岡広域振興局林務部 

岩手県沿岸広域振興局土木部大船渡
土木センター 

岩手県警察本部二戸署 岩手県立一戸病院 

岩手県沿岸広域振興局農林部宮古農
林振興センター林務室 

岩手県警察本部花巻署 岩手県立江刺病院 

岩手県議会事務局 岩手県警察本部盛岡東署 岩手県立軽米高等学校 

岩手県企業局業務課 岩手県競馬改革推進室 岩手県立千厩病院 

岩手県企業局経営総務室 
岩手県県南広域振興局奥州審査指導
監 

岩手県立遠野病院 

岩手県企業局施設総合管理所 岩手県県南広域振興局林務部 岩手県立二戸病院 

岩手県教育委員会事務局沿岸南部教
育事務所 

岩手県県北家畜保健衛生所 岩手県立盛岡第四高等学校 

岩手県教育委員会事務局学校教育課 岩手県県北広域振興局経営企画部 岩手県労働委員会事務局審査調整課 

岩手県教育委員会事務局学校調整課 
岩手県県北広域振興局農政部農村整
備室 

岩手ダイハツ販売株式会社 

岩手県教育委員会事務局教育企画室 岩手県広報室広聴広報課 岩手トヨペット株式会社 

岩手県教育委員会事務局教職員課 岩手県産株式会社 岩手ヤクルト販売株式会社 

岩手県教育委員会事務局生涯学習文
化財課 

岩手県商工会連合会 株式会社 IBC岩手放送 

岩手県教育委員会事務局保健体育課 岩手県商工労働観光部経営支援課 株式会社エフエム岩手 

岩手県警察本部一関署 
岩手県商工労働観光部産業経済交流
課 

株式会社北日本銀行 

岩手県警察本部岩手署 岩手県商工労働観光部商工企画室 株式会社テレビ岩手 

岩手県警察本部運転免許課 
岩手県商工労働観光部ものづくり自動
車産業振興室 

株式会社東北銀行 

岩手県警察本部大船渡署 岩手県人事委員会事務局 株式会社東北マツダ岩手事業部 

岩手県警察本部科学捜査研究所 岩手県出納局 株式会社ドコモＣＳ東北岩手支店 



岩手県警察本部鑑識課 岩手県赤十字血液センター かんぽ生命保険盛岡支店 

岩手県警察本部北上署 岩手県総務部管財課 清光学園 

岩手県警察本部機動隊 岩手県総務部人事課 熊谷税務会計事務所 

岩手県警察本部久慈署 岩手県総務部税務課 公益社団法人岩手県農業公社 

岩手県警察本部警察学校 岩手県総務部総務室 社会福祉法人岩手県社会福祉協議会 

岩手県警察本部刑事企画課 岩手県総務部総務事務センター 
社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会
玉山支所 

岩手県警察本部警務課 岩手県中小企業団体中央会 住友生命保険相互会社一関泉支部 

岩手県警察本部県民課 岩手県土整備部建設技術振興課 住友生命保険相互会社一関営業部 

岩手県警察本部公安課 岩手県農業研究センター畜産研究所 住友生命保険相互会社奥州支部 

岩手県警察本部高速道路交通警察隊 岩手県農林水産企画室 住友生命保険相互会社開運橋支部 

岩手県警察本部交通企画課 岩手県農林水産部漁港漁村課 住友生命保険相互会社関東支部 

岩手県警察本部交通規制課 岩手県農林水産部森林整備課 住友生命保険相互会社きたかみ支部 

住友生命保険相互会社ぎんが花巻支部 株式会社 AD.MAX 岩手県県土整備部空港課 

住友生命保険相互会社久慈支部 株式会社ホンダ４輪販売北・東北 岩手県県土整備部下水環境課 

住友生命保険相互会社紫波支部 
株式会社ホンダ 4輪販売北・東北ホン
ダカーズ津志田店 

岩手県県土整備部建築住宅課 

住友生命保険相互会社新一関支部 岩手県北上農村整備センター 岩手県県土整備部県土整備企画室 

住友生命保険相互会社新水沢支部 
岩手県商工労働観光部雇用対策・労働
室 

岩手県県土整備部港湾課 

住友生命保険相互会社新盛岡支部 岩手県総務部総合防災室 岩手県県土整備部道路環境課 

住友生命保険相互会社種市支部 岩手県土整備部河川課 岩手県県土整備部都市計画課 

住友生命保険相互会社東磐支部 
岩手県南広域振興局総務部花巻審査
指導監 

岩手県県南広域振興局一関県税センタ
ー 

住友生命保険相互会社杜陵支部 
岩手県南広域振興局総務部花巻総務
センター 

岩手県県南広域振興局一関農林振興
センター 

住友生命保険相互会社花泉支部 岩手県南広域振興局農政部 岩手県県南広域振興局経営企画部 

住友生命保険相互会社花巻南支部 岩手県農林水産部団体指導課 岩手県県南広域振興局県税部 

住友生命保険相互会社毘沙門支部 岩手県農林水産部農産園芸課 岩手県県南広域振興局総務部 

住友生命保険相互会社宮古事務所 岩手県北広域振興局農政部 岩手県県南広域振興局土木部 

住友生命保険相互会社盛岡さくら支部 
岩手県北広域振興局農政部農業改良
普及センター 

岩手県県南広域振興局土木部北上土
木センター 

住友生命保険相互会社盛岡支社 岩手県北広域振興局林務部 
岩手県県南広域振興局土木部遠野土
木センター 

住友生命保険相互会社陸前高田支部 岩手県保健福祉部子ども子育て支援課 
岩手県県南広域振興局土木部花巻土
木センター 

損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保
険株式会社 

岩手県保健福祉部地域福祉課 
岩手県県南広域振興局農政部花巻農
林振興センター 

第一生命保険株式会社 岩手農林水産部森林保全課 
岩手県県南広域振興局花巻県税センタ
ー 

大成温調株式会社東北支店 
岩手県岩手海区漁業調整委員会事務
局 

岩手県県南広域振興局保健福祉環境
部 



太陽生命株式会社盛岡支社 
岩手県沿岸広域振興局大船渡地域振
興センター 

岩手県県北広域振興局久慈審査指導
監 

千葉秀商店 
岩手県沿岸広域振興局大船渡土木セン
タ-住田整備事務所 

岩手県県北広域振興局県税センター 

東京海上日動あんしん生命保険株式会
社盛岡生保支社 

岩手県沿岸広域振興局釜石審査指導
監 

岩手県県北広域振興局水産部 

杜陵学園 岩手県沿岸広域振興局経営企画部 岩手県県北広域振興局土木部 

日産チェリー岩手販売株式会社 岩手県沿岸広域振興局県税室 
岩手県県北広域振興局土木部二戸土
木センター 

日赤岩手乳児院 岩手県沿岸広域振興局土木部 
岩手県県北広域振興局二戸審査指導
監 

日本生命盛岡支社 
岩手県沿岸広域振興局土木部岩泉土
木センター 

岩手県県北広域振興局二戸地域振興
センター 

富国生命盛岡支社 
岩手県沿岸広域振興局土木部宮古土
木センター 

岩手県県北広域振興局二戸保健福祉
環境センター 

マニュライフ生命保険株式会社 
岩手県沿岸広域振興局保健福祉環境
部 

岩手県県北広域振興局農政部二戸農
業改良普及センター 

三井生命保険株式会社岩手支社 
岩手県沿岸広域振興局宮古地域振興
センター県税室 

岩手県県北広域振興局農政部二戸農
林振興センター 

南ホンダ自動車株式会社 岩手県大船渡審査指導監 
岩手県県北広域振興局農政部二戸農
林振興センター農村整備室 

明治安田生命保険相互会社北東北法
人営業部 

岩手県大船渡水産振興センター 
岩手県県北広域振興局農政部二戸農
林振興センター林務室 

明治安田生命保険相互会社盛岡支社 岩手県大船渡農業改良普及センター 
岩手県県北広域振興局保健福祉環境
部 

メットライフ生命保険株式会社盛岡 SO 岩手県大船渡農林振興センター 岩手県政策地域部科学 ILC推進室 

メットライフ生命保険株式会社盛岡支社 岩手県大船渡保健福祉環境センター 岩手県政策地域部国際室 

盛岡いすゞモーター株式会社 岩手県環境生活部環境保全課 岩手県政策地域部市町村課 

盛岡医療生活協同組合さわやかクリニッ
ク 

岩手県環境生活部県資源循環推進課 岩手県政策地域部情報政策課 

盛岡医療生活協同組合生協 岩手県環境生活部県民くらしの安全課 岩手県政策地域部政策推進室 

盛岡グランドホテル 岩手県環境生活部自然保護課 
岩手県政策地域部台風災害復旧復興
推進室 

盛岡商工会議所 岩手県環境生活部廃棄物特別対策室 岩手県政策地域部地域振興室 

盛岡中央郵便局 岩手県環境保健研究センター 岩手県政策地域部調査統計課 

盛岡中央郵便局いわて監査室 岩手県監査委員事務局 
岩手県千厩合同庁舎一関農村整備セン
ター 

ゆうちょ銀行盛岡店 岩手県企業局県南施設管理所 岩手県千厩合同庁舎千厩土木センター 

岩手県遠野農林振興センター 岩手県八幡平農業改良普及センター 岩手県盛岡広域振興局土木部 

岩手県農林水産部県産米戦略室 岩手県花巻保健福祉環境センター 
岩手県盛岡広域振興局農政部農業改
良普及室 

岩手県農林水産部水産振興課 岩手県宮古児童相談所 
岩手県盛岡広域振興局農政部農業振
興室 

岩手県農林水産部畜産課 岩手県宮古農林振興センター 
岩手県盛岡広域振興局農政部農村整
備室 

岩手県農林水産部農業振興課 岩手県宮古保健福祉環境センター 
岩手県盛岡広域振興局柳川ダム建設事
務所 

岩手県農林水産部農村建設課 岩手県盛岡広域振興局経営企画部 岩手県若者女性協働推進室 

岩手県農林水産部流通課 岩手県盛岡広域振興局県税部 
三井住友海上あいおい生命保険株式会
社岩手生保会社 

 


