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平成２８年度愛知県共同募金会豊川市支会事業報告 

 

 赤い羽根共同募金運動は、昭和２２年以来、市民の理解と支援並びにボランティアに支えられ

ながら社会福祉事業の推進のため貢献してきました。本格的な地域福祉の時代に入った今日、こ

れを支援する共同募金への期待はますます高まっています。このような状況の中、赤い羽根共同

募金運動は７０年目を迎え、本支会においても「たすけあい」の理念にのっとり、募金運動の拡

大に積極的に取り組んだ結果、１７，９９９，９７５円の実績をあげることができました。 

平成２８年度は、従来の運動期間（１０月～１２月）を延長し、平成２９年３月まで募金を受

付けました。また、平成２９年３月１８日（土）に豊川市総合体育館で開催された「いなりんピ

ック」に参加し、多くの来場者から募金のご協力をいただくことができました。 

 平成２８年度における事業実施の概要は次のとおりです。 

１ 監事会、委員会について 

（１） 監事会  平成２８年７月４日 豊川市社会福祉会館 研修室３にて 

   議題 第１ 平成２７年度愛知県共同募金会豊川市支会事業報告について 

      第２ 平成２７年度愛知県共同募金会豊川市支会事務費会計収支決算について 

      第３ 関係帳簿の監査について 

（２） 委員会  平成２８年７月２５日 豊川市社会福祉会館 視聴覚室にて 

   議題 第１ 愛知県共同募金会豊川市支会委員の委嘱について 

 第２ 愛知県共同募金会豊川市支会会則の一部改正について 

      第３ 平成２７年度愛知県共同募金会豊川市支会事業報告について 

      第４ 平成２７年度愛知県共同募金会豊川市支会事務費会計収支決算について 

      第５ 平成２８年度愛知県共同募金会豊川市支会事業計画について 

      第６ 平成２８年度愛知県共同募金会豊川市支会事務費会計収支予算について 

 

２ 募金運動の広報啓発について 

（１）「社協だより」・豊川市社会福祉協議会ホームページを活用し、共同募金運動の広報啓発を

図りました。 

（２）ポスターを市内各所に掲示し、懸垂幕や看板を設置しました。 

（３）赤い羽根協賛児童生徒作品コンクールを実施し、市内の小中学校から書道の部に５，２０

１点、ポスターの部に３，２７１点の応募があり、優秀作品を豊川市社会福祉会館、豊川

市役所、ゆうあいの里ふれあいセンター、ボランティア・市民活動センタープリオ市民交

流ホールに展示しました。 

（４）飲食店等に赤い羽根協力店として依頼し、募金箱の設置、ポスター等の掲示をしました。 

 (５) 事務局職員による街頭募金を実施し、市民の方へ呼び掛けました。 
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３ 募金運動の実施について 

（１）一般募金について 

① 戸別募金 

戸別募金については、各連区長、町内会長、組長に依頼し、１８３町内会から協力をい

ただきました。 

② 事業所募金 

事業所募金については、豊川市民生委員児童委員協議会の協力を得て各事業所を訪問し、

９２７事業所から協力をいただきました。 

また、大口の事業所については、事務局職員が訪問し８７事業所から協力をいただきま

した。 

③ 職域募金 

職域募金については、事業所、団体、官公庁等の職場の従業員を対象に協力をお願いし、

４６職域から協力をいただきました。 

④ 学校募金等 

学校募金等については、福祉教育の一環として市内幼稚園、保育園、小・中・高等学校

等の園児・児童・生徒及び教職員を対象に協力をお願いし、幼稚園６園、保育園４５園、

小学校２４校、中学校７校、高等学校及び専門学校等の１０校から協力をいただきました。 

⑤ 街頭募金 

街頭募金については、豊川市社会福祉協議会職員、豊川市民生委員児童委員協議会、小

坂井メッツボーイズ、日本ボーイスカウト愛知連盟穂の国地区豊川第１団、小坂井剣道教

室、御津北部・南部地域福祉活動推進委員会、社団法人ガールスカウト日本連盟愛知県第

１０１団の協力を得て、市内スーパーマーケット、豊川稲荷総門前等において９回実施し

ました。 

⑥ 一般受付募金 

・愛知県共同募金会豊川市支会事務局（豊川市社会福祉会館内）において市民の方からの

募金を受付けました。 

・赤い羽根協力店として、市内スーパーマーケット等１４店舗に募金箱設置を依頼し、協

力していただきました。 

  ・ふれ愛・みんなのフェスティバル会場内や豊川市社会福祉会館及びふれあいセンターなど

で募金を呼び掛け、来場者に協力をお願いしました。 

  ・本運動の期間延長中においても、市民の皆さまから多くの寄付をいただきました。 

・平成２９年３月１８日（土）に豊川市総合体育館で開催された「いなりんピック」に参加

しました。募金活動は、豊川高等学校インターアクト部及び一般社団法人日本ボーイスカウ

ト愛知連盟穂の国地区豊川第１団にご協力をいただきました。 
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（２）歳末たすけあい募金について 

市民の皆さま、事業所、事業所職員及び労働団体等に協力をお願いしました。また、

市内スーパーマーケット、豊川稲荷総門前等において豊川市社会福祉協議会職員、豊川市

民生委員児童委員協議会、愛知県明るい社会づくり推進協議会豊川地区協議会、豊川市立

音羽中学校、豊川市立中部中学校、日本ボーイスカウト愛知連盟豊川第７団、連合愛知三

河東地域協議会及び日本ボーイスカウト愛知連盟穂の国地区豊川第１団の協力を得て、

街頭募金を８回実施しました。 

 

 

４ 募金運動の実績について 

（１）一般募金実績 

一般募金については、平成２８年１０月１日から平成２９年３月３１日まで実施しまし

た。１６，８０５，１７６円のご協力をいただきました。 

 

 種別 
目標額

（千円） 
実績額（円） 

達成率

（％） 

前年度 

実績額（円） 

対前年度 

増減額

（円） 

対前年

度比

（％） 

①  戸別募金 11,084 10,538,481 95.1 10,760,446 △221,965 97.9 

②  
事業所 

募 金 
3,725 3,582,091 96.2 3,616,127 △34,036 99.1 

③  職域募金 1,053 1,033,767 98.2 1,022,181 11,586 101.1 

④  学校募金 1,080 1,032,614 95.6 1,047,868 △15,254 98.5 

⑤  街頭募金 194 157,510 81.2 187,978 △30,468 83.8 

⑥  
一般受付 

募 金 
310 460,713 148.6 300,176 160,537 153.5 

 
一般募金 

合 計 
17,446 16,805,176 96.3 16,934,776 △129,600 99.2 

 

（２）歳末たすけあい募金実績 

歳末たすけあい募金については、１２月１日から１２月３１日まで実施しました。 

１，１９４，７９９円のご協力をいただきました。   

 

種別 
目標額

（千円） 
実績額（円） 

達成率

（％） 

前年度 

実績額

（円） 

対前年度 

増減額

（円） 

対前年

度比

（％） 

歳末たすけあ

い募金 
1,190 1,194,799 100.4 1,188,731 6,068 100.5 
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（３）平成２８年度共同募金実績（総額） 

 

 

５ 共同募金の配分について 

（１）一般募金配分金について 

① 平成２８年１０月～１２月に寄せられた募金の配分 

一般募金配分金は、前年度（平成２８年度）に集められた募金が、翌年度（平成２９年

度）に配分されます。一般募金実績額（平成２８年１０月～１２月）のうち広域社会福祉

事業配分金と本支会の募金活動を進めるための運動事務費を除いた額が豊川市社会福祉

協議会へ配分され、市内の社会福祉事業に活用されます。 

  

項 目 金 額（円） 備 考 

平成２８年度一般募金実績額     ① 

（平成２８年１０月～１２月分） 
16,616,276  

平成２９年度広域社会福祉事業配分金 ② 

（愛知県内の社会福祉施設・団体への配分） 
3,472,000 ※１ 

平成２８年度一般募金運動事務費   ③ 840,000 ※２ 

再配分金              ④ 

（平成２７年度共同募金配分金余剰金） 
206,578 ※３ 

平成２９年度一般募金配分金【①－②－③+④】 

（豊川市社会福祉協議会への配分） 
12,510,854  

 

     [※１]平成 29 年度広域社会福祉事業（Ａ級）配分金 

平成 28 年度広域社会福祉事業（Ａ級）実績額 3,653,000 円（※ア） 

－平成 28 年度一般募金（Ａ級）運動事務費      181,000 円（※イ） 

＝  3,472,000 円 

（※ア）平成 28 年度広域社会福祉事業（Ａ級）実績額 

H28.4.1 現在推計人口 182,685 人×20 円≒3,653,000 円（千円未満切捨） 

   （※イ）平成 28 年度一般募金（Ａ級）運動事務費 

平成 27 年度広域社会福祉事業（A 級）実績額 3,620,000 円×5％≒181,000 円(千円未満切上) 

 

 

 

種別 
目標額

（千円） 
実績額（円） 

達成率

（％） 

前年度 

実績額（円） 

対前年度 

増減額（円） 

対前年度比

（％） 

一般募金 17,446 16,805,176 96.3 16,934,776 △129,600 99.2 

歳末たすけ

あい募金 
1,190 1,194,799 100.4 1,188,731 6,068 100.5 

共同募金 

総額 
18,636 17,999,975 96.6 18,123,507 △123,532 99.3 
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[※２]平成 28 年度一般募金（ＡＢ級）運動事務費 

平成 28 年度一般募金（Ａ級）運動事務費   181,000 円（※イ） 

＋平成 28 年度一般募金（Ｂ級）運動事務費   659,000 円（※ウ）  

＝ 840,000 円 

（※ウ）平成 28 年度一般募金（Ｂ級）運動事務費 

平成 27 年度（Ｂ級）実績額 13,314,776 円×5％≒666,000 円(千円未満切上) 

－平成 27 年度運動事務費繰越金 7,772 円（※千円未満切捨の為 7,000 円で計上） 

≒659,000 円 

[※３]再配分金 

        平成２７年度豊川市社会福祉協議会へ配分された共同募金配分金に余剰金が出たため、 

       平成２８年度に愛知県共同募金会での管理を受け、平成２９年度に改めて豊川市社会福祉協議

会へ配分されます。 

 

② 平成２９年１月～３月に寄せられた募金の配分 

     広域社会福祉事業配分金や運動事務費を除かず、集まった金額 188,900円全額が 

    平成２９年１２月に豊川市社会福祉協議会へ配分されます。愛知県共同募金会評議 

員会（６月）終了後に正式な交付決定が本支会に通知される予定です。 

 

    

 

 

（２）歳末たすけあい募金配分金について 

   歳末たすけあい募金配分金は、平成２８年度に集まった募金がそのまま当該年度に配分

されました。歳末たすけあい募金実績額のうち、本支会の募金活動を進めるための運動事

務費を除いた額が豊川市社会福祉協議会へ配分されました。主な使途は、ひとり暮らし高

齢者及び障害者（児）、ひとり親家庭児童への歳末見守り訪問等です。 

 

項 目 金 額（円） 備 考 

平成 28 年度歳末たすけあい募金実績額 ① 1,194,799  

平成 28 年度歳末たすけあい募金運動事務費 ②  60,000 
前年度募金実績×５％ 

※４ 

平成 28 年度歳末たすけあい募金配分金【①－②】 

（豊川市社会福祉協議会への配分） 
1,134,799 決算額 

    【※４】平成 28 年度歳末たすけあい募金運動事務費 

       平成 27 年度歳末たすけあい募金実績額：1,188,731 円×5％≒60,000 円（千円未満切上）   

                   

６ 共同募金配分金の主な使途について【参考】   

（１）一般募金配分金（平成２９年度豊川市社会福祉協議会に配分） 

  平成２９年度豊川市社会福祉協議会において、平成２８年度に集まった一般募金 

項 目 金 額（円） 

平成２８年度一般募金実績額（平成２９年１月～３月分） 188,900 



 ６ 

配分金（円）で、次の事業等を実施しています。  

                              

対象区分 豊川市社会福祉協議会事業名 
配分金額 

（円） 

高齢者 

高齢者週間事業 715,000 

会食・配食サービス活動助成事業 535,000 

老人クラブ連合会助成金事業 408,000 

障害児・者 

車イス貸出事業   175,000 

福祉車両貸出事業 852,000 

障害者団体等助成金事業 1,319,000 

声のたより・声の社協だより・点字社協だより事業 34,000 

おもちゃ図書館事業 96,000 

児童・青少年 

あかいはね遊び場維持管理事業 1,115,000 

東三河児童福祉施設長会助成事業 10,000 

母子・寡婦福祉会助成事業 200,000 

課題を抱える人 生活困窮者・旅費欠乏者への一時援助事業（法外援護費） 250,000 

その他 

福祉出前講座 76,000 

社協だより・社協 PR パンフレット発行事業 1,584,854 

地域ふれあい事業助成金事業 700,000 

シニア地域福祉デビュー講座 22,000 

社会福祉施設協会助成事業  10,000 

地域福祉活動推進拠点整備事業 400,000 

民生委員児童委員協議会助成事業 1,100,000 

地域福祉活動推進セミナー 526,000 

ふれ愛・みんなのフェスティバル開催助成金事業 1,330,000 

ふれあい活動備品貸出事業 416,000 

豊川市社会福祉協議会地域福祉活動費助成事業 223,000 

ふれあいサロン活動推進事業 254,000 

地域福祉活動冊子発行事業 160,000 

合 計 12,510,854 

   

（２）広域福祉事業配分金 

平成２９年度愛知県全域の福祉推進に活用されます。   

  区 分 配分金額（円） 主な使途 

全県域の福祉推進

のために 
3,472,000 

社会福祉事業施設の整備費、社会福祉事業団体の

事業費など 

 

（３）「公開プレゼンテーションによる助成審査会」実施支援事業配分金 

（平成２９年度豊川市社会福祉協議会に配分予定） 

平成２９年度「公開プレゼンテーションによる助成審査会」を実施します。 

区 分 配分金額（円） 主な使途 

地域福祉推進のた

めに 
300,000 

市内で活動するボランティアグループや市民活

動団体等の事業助成金申請に対して公開プレゼ

ンテーションを実施 


