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　平成29年度の共同募金運動は、創設70周年答申
の具体化に向けた推進方策と、平成26年度からの
5か年計画として策定した「赤い羽根アクション
プランいわて」の年次計画に基づき、県民など幅
広い分野から理解と協力を得て取組を進め、募金
実績は前年度を226万円上回る結果となりました。
被災により中止していた市町村で募金活動が再開
したことなどが、その要因としてあげられます。
　組織運営面では、審査委員会未開催市町村を対
象に視察研修を実施し、審査委員会開催支援、事
務担当職員向けに公募助成事業の事例報告、テー
マ型募金を主な内容とした研修会をそれぞれ実施
し、平成30年度以降の審査委員会の開催や公募助
成事業に取り組めるよう支援を行いました。
　また共同募金運動調査研究委員会を開催し、共
同募金運動の見直しや事業の進捗状況について協
議を行いました。

岩手県共同募金会の平成29年度事業報告と収支決算をお
知らせします。なお、事業報告と収支決算の詳細は、ホー
ムページでご覧いただけます。

事業報告
収支決算

岩手県共同募金会
平成29年度

「赤い羽根アクションプラン
いわて」の推進

組織の透明性を確保し、組織運営の
強化を推進するため、市町村共同募
金委員会の募金運動やアクションプ
ランの進捗状況を把握し、本会と連
携を図るため事業を実施した。

⑴共同募金目標額の増額設定
平成28年度募金実績353,525,571円
の６.7％増となる377,514,000円を
目標額に設定した。
⑵共同募金運動研究委員会の開催
現行事業の進捗状況及び現行事業
の見直し等に係る課題の整理を目
的に研究委員会を開催した。

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

共同募金の期間拡大を活用した使途
選択募金「あったかいわてプロジェ
クト～地域みまもり応援募金～」と
して実施し、助成内定の法人・団体
は平成30年 1 月から 3か月間、募金
活動に参加した。
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組織の透明性を確保し、
組織運営の強化を推進

⑴市町村共同募金委員会に携わる職
員のスキルアップ研修の拡充
市町村共同募金委員会事務担当職
員研修会等を開催した。

⑵人材の育成
募金業務、助成業務に関わる専門
性を高め、県内の地域福祉事業を
推進するため、中央共同募金会等
が主催する研修会へ派遣した。

東日本大震災被災者への支援

「被災地住民支え合い活動助成」事業
の実施
県内の被災者や被災地の復興のため
に支え合い活動を行う住民団体やボ
ランティア団体、NPO法人、社会
福祉協議会等に助成を実施した。
●助成決定状況
　回　　次： ６回次
　助成件数：６0件
　助成総額：9,324,000円

助成の実施

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
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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。

募金運動の取組

⑴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
　目標額：229,214,000円
　実績額：214,083,834円
　達成率：93.4%
②あったかいわてプロジェクト
　～地域みまもり応援募金～
　 1月 1日～ 3月31日
　目標額：3,140,000円
　実績額：1,475,738円
　達成率：47.0%
③地域歳末たすけあい運動
　12月 1 日～12月31日
　目標額：138,410,000円
　実績額：132,027,478円
　達成率：95.4%
④岩手県歳末たすけあい運動
　12月 1 日～12月25日
　目標額：６,750,000円
　実績額：8,199,924円
　達成率：121.5%
⑵赤い羽根自動販売機の設置
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た。
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科　目 予算（A） 決算（B） 差異（A）−（B）

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収入

共同募金収入 377,514,000 355,78６,974 21,727,02６
共同募金以外寄付金収入 50,６01,000 50,500,000 101,000
災害義援金収入 23,734,000 23,751,0６2 △	17,0６2
経常経費補助金収入 250,000 293,000 △	43,000
事業収入 11,711,000 10,512,272 1,198,728
受取利息配当金収入・その他の収入 3,094,000 4,001,233 △	907,233

事業活動収入計（1） 4６６,904,000 444,844,541 22,059,459

支出

事業費支出 3６,058,000 34,729,192 1,328,808
事務費・人件費支出 30,42６,000 28,489,792 1,93６,208
共同募金配分金支出 300,789,000 282,524,3６６ 18,2６4,６34
共同募金以外寄付金配分金支出 50,６01,000 50,500,000 101,000
災害義援金支出 23,734,000 23,751,0６2 △	17,0６2
災害等準備金配分金支出 3,000,000 0 3,000,000
災害ボランティア・NPO活動配分金支出 10,000,000 9,324,000 ６7６,000
分担金支出等 2,840,000 2,839,６7６ 324

事業活動支出計（2） 457,448,000 432,158,088 25,289,912
事業活動資金収支差額（3）=（1）−（2） 9,45６,000 12,６8６,453 △	3,230,453

施
設
整
備
等

に
よ
る
収
支

収入 施設整備等収入計（4） 0 0 0
支出 施設整備等支出計（5） 0 0 0
施設整備等資金収支差額（６）=（4）−（5） 0 0 0

そ
の
他
の
活
動

に
よ
る
収
支

収入 その他の活動収入計（7） 0 0 0
支出 その他の活動支出計（8） 0 0 0
その他の活動収支差額（9）＝（7）−（8） 0 0 0

予備費支出（10） 300,000 0 300,000
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（６）+（9）−（10） 9,15６,000 12,６8６,453 △	3,530,453

前期末支払資金残高（12） 79,494,000 79,531,305 △	37,305
当期末支払資金残高（11）+（12） 88,６50,000 92,217,758 △	3,5６7,758

　協賛企業：11企業
　設置台数：200台
　募金総額：2,539,48６円
⑶寄付付き商品の推進
「あったかいわてプロジェクト～
しあわせ運ぶお買い物～」企画に
より以下の寄付付き商品が販売さ
れ、寄付金を受領した。
①株式会社ベルジョイスから ６月～
7月の 2か月間、サントリーフー
ズ株式会社の 1本 2円の寄付付き
飲料2６4,83６本の販売による寄付
金529,６72円の贈呈を受けた。
②ふれあいレストラン雲の信号から
10月～12月の 3 か月間、1食20円
の寄付付きランチ241食の売り上
げによる4,820円を含め寄付金
10,000円の贈呈を受けた。
③株式会社紫波フルーツパークから
1 本30円の寄付付きワイン127本
の販売による寄付金3,810円の贈
呈を受けた。

災害への対応

⑴災害義援金・支援金の募集
①岩手県台風10号大雨等災害義援金
の募集
平成28年 8 月31日に発生した台風
10号に伴う大雨被害を受けた県内
被災地に対する義援金を岩手県、
日本赤十字社岩手県支部と連携し
平成29年度も受入れた。

　義援金総額：20,818,724円
　（平成29年 7 月31日現在）
②県外の大規模災害に係る義援金の
募集に応じ、義援金を受入れた。

　災害件数：10件
　 3月末受付総額：2,857,545円
⑵災害見舞金の交付
県内で火災や風水害等に見舞われ
た被災世帯及び被災者に、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。

			交付件数：119件
　交付総額：1,420,000円

7民間社会福祉資金助成事業
の募集と推薦

⑴公益財団法人中央競馬馬主社会福
祉財団による平成29年度助成事業
推薦事業

　対象事業：建物・機器・車両整備事
業を推薦し決定された。

　推薦件数： 3件
　推薦総額：4,7６0,000円
⑵公益財団法人車両競技公益資金記
念財団による平成29年度高齢者、
障害者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

　対象事業：高齢者・心身障がい（児）
者へのボランティア活
動に直接必要な器材の
整備

　推薦件数： 4件
　推薦総額：723,300円
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平成29年度	資金収支計算書 平成30年3月31日現在
（単位：円）


