
全国の共同募金会では、寄付つき商品企画を、
赤い羽根共同募金「募金百貨店プロジェクト」の
名称で事業展開しています。

岩手県共同募金会では、企画名を「あったかい
わてプロジェクト～しあわせ運ぶお買い物～」と
して寄付つき商品の協力企業を募集中です。

現在販売中の寄付つき商品については、本会ホ
ームページに掲載しています。

企画へ参加をご希望される場合は、本会までご
連絡をお願いします。

近年、共同募金会と企業の
協働で寄付つき商品を企画・販
売し、商品購入者にも地域福祉
事業へ間接的に参加していた
だく取組みが増えています。

企業にとっては本業の販売
促進のメリットと、社会貢献
活動としてのPRやイメージ
アップにつながります。

その寄付金は、民間団体等
の地域課題解決の財源にな
り、岩手県内の地域住民のた
めの福祉活動事業や災害見舞
金、災害支援事業などに使わ
れます。

寄付つき商品を通じて、企
業、商品購入者（地域住民）、
共同募金会の３者がWIN＆
WINの関係構築を目指すこと
が、プロジェクトの目的です。

プロジェクトの目的は

「じぶんの町、そして岩手を良くする」ために
新 し い 募 金 の か た ち

「赤い羽根自動販売機」は、飲み物
を購入すると売り上げの一部が赤い羽
根共同募金に寄付される自動販売機で
す。寄付金は地域の社会福祉事業に役
立てられますので、ご利用いただけれ
ば幸いです。

また、協力企業、設置者を募集して

いますので、ご検討いただける場合
は、本会または市町村共同募金委員会
までご連絡をお願いします。

募金のできる
「赤い羽根自動販売機」

共同募金会は税制上、国と地方公共
団体と同様に、寄付に対する「優遇措
置の対象」団体です。

個人からの２千円を超える寄付は所
得税及び住民税にかかる寄付金控除の
対象に、株式会社などの法人からの寄
付は「全額損金」算入になります。

共同募金会へのご寄付には
税制上の優遇処置があります

岩手県共同募金会市町村共同募金委員会連絡先一覧

お問い合わせは
〒020-0831 盛岡市三本柳８-１-３（ふれあいランド岩手内）

☎019－637－8889 本会のホームページ　http://www.akaihane.or.jp/
岩手県共同募金会または市町村共同募金委員会（各市町村社会福祉協議会内）

ご 存 知 で す か

●盛岡市共同募金委員会 ☎019-651-1000
●宮古市共同募金委員会 ☎0193-64-5050
●大船渡市共同募金委員会 ☎0192-27-0001
●花巻市共同募金委員会 ☎0198-24-7222
●北上市共同募金委員会 ☎0197-64-1212
●久慈市共同募金委員会 ☎0194-53-3380
●遠野市共同募金委員会 ☎0198-62-8459
●一関市共同募金委員会 ☎0191-23-6020
●陸前高田市共同募金委員会 ☎0192-54-5151
●釜石市共同募金委員会 ☎0193-24-2511
●二戸市共同募金委員会 ☎0195-25-4959

●八幡平市共同募金委員会 ☎0195-74-4400
●奥州市共同募金委員会 ☎0197-25-6158
●滝沢市共同募金委員会 ☎019-684-1110
●雫石町共同募金委員会 ☎019-692-2230
●葛巻町共同募金委員会 ☎0195-66-2111
●岩手町共同募金委員会 ☎0195-62-3570
●紫波町共同募金委員会 ☎019-672-3258
●矢巾町共同募金委員会 ☎019-611-2840
●西和賀町共同募金委員会 ☎0197-85-3225
●金ケ崎町共同募金委員会 ☎0197-44-6060
●平泉町共同募金委員会 ☎0191-46-5077

●住田町共同募金委員会 ☎0192-46-2300
●大槌町共同募金委員会 ☎0193-41-1511
●山田町共同募金委員会 ☎0193-82-3841
●岩泉町共同募金委員会 ☎0194-22-3400
●田野畑村共同募金委員会 ☎0194-33-3025
●普代村共同募金委員会 ☎0194-35-2100
●軽米町共同募金委員会 ☎0195-46-2881
●野田村共同募金委員会 ☎0194-71-1414
●九戸村共同募金委員会 ☎0195-41-1200
●洋野町共同募金委員会 ☎0194-65-5360
●一戸町共同募金委員会 ☎0195-33-3385

あなたの募金はあなたの町へ。

社会福祉法人岩手県共同募金会
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企業・法人・団体の皆様へ



歳末たすけあい助成

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、児童養  護施設や里子等の入学・
就労支度金、特別支援学校  生徒の運転免許取得費助
成、生活支援施設入所者へ  の激励金、婦人保護施設
入所者への被服購入費助成  など

女性の自立支援、高齢者・障がい者の孤立の
解決と就労支援、障がい者の防災対応と防災
意識向上、東日本大震災被災者支援事業

社会福祉協議会等が実施する
地域福祉活動事業費として

岩手県内で共同募金運動を
推進するための経費として

6,539万円
高齢者支援、障がい者支援、子育
て家庭支援、市町村における団体
の福祉活動支援

1,347万円

赤 い 羽 根 募 金　 

歳末たすけあい募金    

平成27年度の目標額

共同募金へたくさんのご協力をいただき

ありがとうございました

使い みち

1億4,190万円

1億3,814万円

火災などで被災した世
帯への見舞金や災害時
の活動支援として

994万円

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

925万円
ボランティア団体、町内
会などの地域福祉活動助
成として

560万円
地域の生活課題を解決する団体
への活動事業費として

3億8,245万円
2億3,322万円
1億4,923万円

平成26年度の
共同募金実績

3億7,725万円
赤 い 羽 根 募 金
歳末たすけあい募金

2億3,500万円
1億4,225万円

■目標額と使いみちの差額については、  災害等準備金取崩額を充当します。

あったかいわてプロジェクト
地域みまもり応援募金

本会では、東日本大震災の被災者支援及び自殺やひきこ
もり対策、生活困窮者支援に取り組む団体を応援するた
め、平成27年１月から3月まで応援募金を実施しました。

おかげさまで、皆様から応援いただいた募金11,373千円
余を、次の９団体へ助成することができました。募金で実
施する事業の内容は、本会ホームページに掲載しています
のでご覧ください。ご協力ありがとうございました。

NPO法人岩手県青少年自立支援センター「ポランの広場」

NPO法人パワーアップ支援室

NPO法人サンガ岩手

NPO法人みやこ自立サポートセンター

社会福祉法人北上市社会福祉協議会

NPO法人サロンたぐきり

社会福祉法人陸前高田市社会福祉協議会

社会福祉法人釜石市社会福祉協議会

社会福祉法人大槌町社会福祉協議会

皆様から応援いただいた募金は次の９団体に助成しました

平成28年１月から３月までの間、住民に身
近な生活課題に向けた地域福祉活動に助成す
るため、あったかいわてプロジェクト～地域
みまもり応援募金～を行います。

次の団体が行う事業のため募金活動を行い
ますので、皆様の応援よろしくお願いいたし
ます。

平成26年度の募金による助成先

生活課題解決支援事業に取り組む団体名と事業の内容
赤い羽根共同募金

あなたの募金はあなたの町へ
赤い羽根共同募金は、募金をしていた

だいたあなたの町の「地域福祉
事業」に活用されます。例
えば、一人暮らし高齢者
への配食サービス、
障がい者施設の車両
整備、子育て支援活
動などに役立てられ
ます。

私たちの暮らす町が
もっと住み良い町になるように

赤い羽根共同募金は「自分の町を良く
するしくみ。」として、ご高齢の方や障
がいのある方、子育て中の方など、みん
なが安心して暮らせるための取組みをし
ている団体や住民を支援しています。
今年も、あなたの町で行われている被

災地支援をはじめとするボランティア活
動や福祉活動を支援・推進するため、皆
さまの温かいご支援、ご協力をお願い申
し上げます。

社会福祉法人
岩手県共同募金会

会長
桑島　博

赤い羽根共同募金は応援募金を活用して
地域福祉の課題に取組む団体を支援しています

平成27年度生活課題解決支援事業

施設利用者の送迎車両の整備

音楽イベントでの募金活動 高校生による車いす修理活動

NPO法人
母と子の虹の架
け橋

生きづらさを生き易さに「ママハウス」の女
性相談事業（※生きづらさを抱えた女性の
自立支援）

高松第三行政区
ふるさと地域協
議会

「あなたも私も役に立つ！みんなが主役の
たかまつ」～共同農園がつなぐ人と地域～
（※高齢による孤立、障がいによる孤立、ひきこ
もりによる孤立の解決と就労の場づくり）

いわて障がい福祉
復興支援活動
胆江圏域サポー
ターの会

障がい者（児）を災害から守り、安心・安全に
暮らせる地域づくりサポート事業（※障が
い者（児）の防災対応と防災意識の高揚）

社会福祉法人
釜石市社会福祉
協議会

～ふれあいでコミュニティづくり～かまい
し支援者応援事業（※多角的に支援を行う
被災者支援団体への活動支援）

社会福祉法人
大槌町社会福祉
協議会

東日本大震災被災者のコミュニティ形成支
援事業（※災害公営住宅入居者のコミュニ
ティ形成及び「在宅」住民等との交流促進、
住民の孤立防止）

「いきいきサロン」昼食交流会用の器具などの整備

じぶんの町を
良くするしくみ。


