〜あなたのまちをよくするしくみ〜

赤い羽根共同募金運動が今年も始まります

岩手県共同募金会

すべての方々が安心して暮らせるまちづくりを目指して
づくり

平成29年度の募金目標額

1,232万円

三世代交流（二戸市）

100 万円

歳末たすけあい募金

②大規模災害時の支援活動のための積立

1,132 万円

社会福祉施設
整備のために
（建物修繕、
車両・機器
購入等）
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1,470万円

福祉まつり（花巻市）

地域で行われる
福祉活動に

１億 6,998万円

で
は
を 支 え る
て い ま す

障害者スポーツ大会参加（岩泉町）

利用者送迎用の
車両整備
（一関市）

【内訳】

歳末たすけあい助成として

一人暮らし高齢者や障がい者・
要保護児童等への激励金、冬季
間の地域交流事業費、その他の
地域福祉活動

１億 3,933万円

県内の共同募金運動を
推進するために

高齢者生き生き教室（男の料理教室・矢巾町）

6,540万円

長山 洋

共同募金運動は、お陰様で今年
71 回目を迎えました。
戦後間もない1947年に、戦争で
被害を受けた福祉施設等の復興を
支援するために始まったこの運動
は、その後の方針を「地域福祉の
推進」に変え、今日では地域の様々
な福祉課題を解決する団体を支援
する運動として、全国的に展開さ
れています。
今年度も、すべての方々が安心
して暮らせるまちづくりを目指し
募金運動に取り組んでまいります
ので、皆様の温かいご支援、ご協
力をお願いいたします。
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①火災などで被災した世帯への見舞金
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災害対策のために
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社会福祉法人 岩手県共同募金会
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皆様の温かいご支援
ご協力をお願いいたします

な
ま
な
動

赤い羽根共同募金は、たとえ
ば、高齢者を対象としたふれあ
いサロンや障がい者の外出支援
（送迎サービス）、子育てグルー
プの活動支援や子どもの遊び場
づくり、地域から孤立をなくす
ための交流事業、自力で除雪が
困難な方への除雪ボランティア
など、あなたのまちの様々な福
祉活動に役立てられています。

3億7,751万円
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あなたのまちを支えるしくみ

①社会福祉協議会等が行う活動
高齢者・障がい者支援、児童・子育
て家庭支援、その他住民を支える活
動（被災者・生活困窮者支援を含む）

1 億 6,124 万円

②地域の生活課題を解決する団
体の活動

274 万円

③ボランティア団体、町内会等
の福祉のまちづくり活動

600 万円

いきいきサロン（野田村）
※募金目標額と使いみちの差額については、配分予備金を充当します
ふれあいでコミュニティづくり（住民交流・釜石市）

コミュニティ形成事業（餅つき大会・大槌町）

あなたの募金は被災地支援にも役立っています
赤い羽根共同募金の一部は毎年「災害等準備金」として積み立てられ、
大規模災害が発生した際に、被災地の災害ボランティアセンター等の設置・
活動資金として役立てられています。
昨年 4 月に発生した熊本地震や、8 月の本県台風 10 号大雨等災害におい
ても、被災地に設置された災害ボランティアセンターの行う支援活動に本
県の準備金が活用されました。
※
熊本県共同募金会に、549 万円が本県から拠出されました。
岩手県内の被災地（宮古市、久慈市、岩泉町）に、3,824万円が支援資金
として活用されました。
※熊本県の準備金のみでは対応できないため、全国の共同募金会から拠出を行いました

じぶんのまちを

良くするしくみ
募金実績

募集します

平成28年度の募金実績

「福祉のまちづくり支援事業」募集

皆さまのご協力ありがとうございました

3 億5 , 3 5 2 万円

赤 い 羽 根 募 金

2億1,877万円

歳末たすけあい募金

1億3,475万円

地域での福祉活動に直接使用する機器・用
具の購入資金として、1 万円から 20 万円まで
助成します。

■ボランティア・NPO 活動に

県内の「福祉のまちづくり」を進める活
動を支援します

■町内会等の福祉活動に

平成28年度の募金の使いみちは、次のとおりです
社会福祉施設整備費

町内会・自治会等が行う、児童、高齢者、
障がい者などの福祉向上を目的とした草の
根活動を支援します

1,383万円

地域で行われる福祉活動
1億7,177万円
【内訳】
①社会福祉協議会等が行う活動
1億6,404万円
（歳末たすけあい募金による地域福祉
活動を含む）
②地域の生活課題を解決する団体の活動
373万円
③ボランティア団体、町内会等の福祉の
400万円
まちづくり活動

共同募金会への寄付には
税制上の優遇措置があります
共同募金への寄付は、国や地方公共団体に
対する寄付と同じように、税制上の優遇措置
の対象となります。
個人からの 2 千円を超える寄付は所得税及
び住民税の寄付金控除の対象となり、法人か
らの寄付は全額を損金として参入することが
できます。

1,159万円
100万円
1,059万円

災害対策
①火災などで被災した世帯への見舞金
②大規模災害時の支援活動のための積立
歳末たすけあい助成

ごぞんじですか

1億543万円
6,601万円

県内の共同募金運動を推進するために

※ 募金実績と使いみちの差額については配分予備金を充当
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