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令和３年度愛知県共同募金会豊川市共同募金委員会事業報告 

 

 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７５年目を迎え、本会においても「たすけあい」の理念にのっとり、募金運動の拡大

に取り組んだ結果、１５，３６２，０９２円の実績をあげることができました。 

令和３年度はコロナ禍における募金活動となりましたが、町内会をはじめとする各種協力団体

には多大なご協力をいただきました。衛生配慮に係るガイドラインのもと、募金活動に取り組み、

令和２年度と比較して一般募金実績では戸別募金、学校募金で減額となったものの、事業所募金、

職域募金、街頭募金、一般受付募金では増額となり、一般募金の合計額では令和２年度実績を上

回ることができました。しかしながら、総額では、令和２年度実績を下回る結果となりました。 

 令和３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  令和３年５月３１日 豊川市社会福祉会館 研修室２にて 

   議題 第１ 令和２年度愛知県共同募金会豊川市共同募金委員会事業報告について 

      第２ 令和２年度愛知県共同募金会豊川市共同募金委員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  令和３年７月９日 豊川市社会福祉会館 視聴覚室にて 

   議題 第１ 令和２年度愛知県共同募金会豊川市共同募金委員会事業報告について 

      第２ 令和２年度愛知県共同募金会豊川市共同募金委員会事務費会計収支決算 

について 

      第３ 令和３年度愛知県共同募金会豊川市共同募金委員会事業計画について 

      第４ 令和３年度愛知県共同募金会豊川市共同募金委員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及びフェイスブックを活用し、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、看板を豊川市社会福祉会館に設置しました。 

（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４，３８

０点、ポスターの部に２，２６６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、こざかい葵風館に展示しました。 

（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、ポスター等の掲示にご協力い

ただきました。 
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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、１７９町内会からご協力を

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７９１事業所から

ご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、

４５職域からご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４４園、

小学校２４校、中学校１０校、高等学校及び専門学校等の８校からご協力をいただきまし

た。 

⑤ 街頭募金 

街頭募金については、豊川市民生委員児童委員協議会等のご協力を得て、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共同募金委員会事務局（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の１９店舗に募金箱設置を依頼し、

協力していただきました。 

  ・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ご寄付をいただきました。 

 

（２）歳末たすけあい募金について  

市民、事業所、事業所職員等、多くの皆様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民生委員児童委員協議会、ボーイスカウ

ト豊川第１団、愛知県明るい社会づくり推進豊川地区協議会等の協力を得て、街頭募金を

６回実施しました。 
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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、令和３年１０月１日から令和４年３月３１日まで実施しました。

１４，７１４，９０４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 10,450 9,145,109 87.5 9,464,533 △319,424 96.6 

②  
事業所 

募 金 
2,822 2,980,561 105.6 2,555,490 425,071 116.6 

③  職域募金 1,120 1,039,598 92.8 1,013,915 25,683 102.5 

④  学校募金 1,080 936,205 86.7 977,837 △41,632 95.7 

⑤  街頭募金 92 172,945 188.0 83,124 89,821 208.1 

⑥  
一般受付 

募 金 
324 440,486 136.0 292,771 147,715 150.5 

 
一般募金 

合 計 
15,888 14,714,904 92.6 14,387,670 327,234 102.3 

 

（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。 

６４７，１８８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 
578 647,188 112.0 1,266,833 △619,645 51.1 

 

（３）令和３年度共同募金実績（総額） 

 

 

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 15,888 14,714,904 92.6 14,387,670 327,234 102.3 

歳末たすけ

あい募金 
578 647,188 112.0 1,266,833 △619,645 51.1 

共同募金 

総額 
16,466 15,362,092 93.3 15,654,503 △292,411 98.1 
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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 令和３年１０月～１２月に寄せられた募金の配分 

（令和４年度豊川市社会福祉協議会に配分） 

一般募金配分金は、前年度（令和３年度）に集められた募金が、翌年度（令和４年度）

に配分されます。一般募金実績額（令和３年１０月～１２月）のうち広域社会福祉事業配

分金と本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 

令和３年度一般募金実績額     ① 

（令和３年１０月～１２月分） 
14,640,268  

令和４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） 
3,486,000 ※１ 

令和３年度一般募金運動事務費   ③ 

（A・B 級） 
721,000 ※２ 

再配分金             ④ 

（令和３年度共同募金配分金余剰金） 
3,324,125 ※３ 

市区町村社会福祉協議会特別配分事業費配分金⑤ 3,486,000 ※４ 

令和４年度一般募金配分金【①－②－③＋④＋⑤】 

（令和４年度豊川市社会福祉協議会への配分） 
17,243,393  

 

     [※１]令和４年度広域社会福祉事業（Ａ級）配分金 

令和３年度広域社会福祉事業（Ａ級）実績額 3,670,000 円（※ア） 

－令和３年度一般募金（Ａ級）運動事務費      184,000 円（※イ） 

＝ 3,486,000 円 

（※ア）令和３年度広域社会福祉事業（Ａ級）実績額 

H29～R3 5 年間の平均人口 183,517 人×20 円≒3,670,000 円（千円未満切捨） 

   （※イ）令和３年度一般募金（Ａ級）運動事務費 

令和２年度広域社会福祉事業（Ａ級）実績額 3,665,000 円×5％≒184,000 円(千円未満切上) 

 

[※２]令和３年度一般募金（Ａ・Ｂ級）運動事務費 

令和３年度一般募金（Ａ級）運動事務費   184,000 円（※イ） 

＋令和３年度一般募金（Ｂ級）運動事務費   537,000 円（※ウ）  

＝ 721,000 円 

（※ウ）令和３年度一般募金（Ｂ級）運動事務費 

令和２年度（Ｂ級）実績額 10,722,670 円×5％≒537,000 円(千円未満切上) 

 

[※３]再配分金 

   令和３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、 
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令和４年度に改めて豊川市社会福祉協議会へ配分されました。 

 

  [※４] 市区町村社会福祉協議会特別配分事業費配分金 

   令和３年度に守山区共同募金委員会に多額の寄附が寄せられ、寄付者のご意向を確認し、その

一部が愛知県全体での福祉活動に活用することとなったため、豊川市社会福祉協議会へ配分され

ました。 

 

② 令和４年１月～３月に寄せられた募金の配分 

（令和４年度豊川市社会福祉協議会に配分） 

     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 74,636円全額が、令和

４年５月に豊川市社会福祉協議会へ配分されました。配分金は子育て応援事業に活用し

ます。愛知県共同募金会からの支援として、募金実績額に応じて 100,000 円加算して配

分されました。 

 

    

 

 

 

 

（２）歳末たすけあい募金配分金について 

（令和３年度豊川市社会福祉協議会に配分） 

   歳末たすけあい募金配分金は、令和３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時の啓発カレンダーの配布等です。 

 

項 目 金 額（円） 備 考 

令和３年度歳末たすけあい募金実績額 ① 647,188  

令和３年度歳末たすけあい募金運動事務費 ②  64,000 
前年度募金実績×５％ 

※４ 

令和３年度歳末たすけあい募金配分金【①－②】 

（令和３年度豊川市社会福祉協議会への配分） 
583,188  

    【※４】令和３年度歳末たすけあい募金運動事務費 

       令和２年度歳末たすけあい募金実績額：1,266,833 円×5％≒64,000 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）広域社会福祉事業配分金（Ａ級） 

①令和４年度愛知県全域の福祉推進に活用されます。  

 

項 目 金 額（円） 

令和３年度一般募金実績額(令和４年１月～３月分) ① 74,636 

愛知県共同募金会からの加算金          ② 100,000 

令和３年度一般募金(令和４年１月～３月分)に対する配分金 

（令和３年度豊川市社会福祉協議会への配分）【①+②】 
174,636 
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区 分 配分金額（円） 主な使途 

全県域の福祉推進

のために 
3,486,000円 

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 

 

②「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 

（令和４年度豊川市社会福祉協議会に配分） 

令和４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 
200,000 

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し、団体に助成し、活動を支

援 

 

  ③設備等整備費 

（令和４年度豊川市社会福祉協議会に配分） 

在宅福祉サービス関連車両整備事業に充当します。 
 

区 分 配分金額（円） 主な使途 

地域福祉推進の 

ために 
800,000 

社会福祉協議会が行う訪問や、地域住民への支援

など地域福祉活動を行うための車両を整備 

 

（２）赤い羽根協賛児童生徒作品コンクール交付金 

   （令和３年度豊川市共同募金委員会に配分） 

 

  児童・生徒数（人）    推薦点数（点）   交付金（円） 

15,759 10 20,000 

   市内の児童・生徒数に応じて推薦点数が決まっており、令和３年度豊川市には 

20,000 円交付されました。 

 

（３）衛生的配慮事務費交付金 

  （令和３年度豊川市共同募金委員会に配分） 

 

区 分 配分金額（円） 主な使途 

衛生的配慮のため

に 
20,000 

「衛生配慮に係るお願い」印刷用色上質紙等 

を購入 

   衛生的配慮のもと募金活動に取り組むため令和３年度は事務費が 20,000 円上乗せし

て交付されました。 
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（４）一般募金配分金（Ｂ級） 

（令和４年度豊川市社会福祉協議会に配分） 

  令和４年度豊川市社会福祉協議会において、令和３年度に集まった一般募金 

配分金（円）で、次の事業等を実施します。  

    

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 

高齢者福祉週間事業 496,000 

老人クラブ連合会助成金事業 369,000 

会食・配食サービス活動助成事業 309,000 

ふれあい電話訪問事業 386,000 

ふれあいサロン活動推進事業 106,000 

障害児・者 

車イス貸出事業 153,000 

福祉車両貸出事業 772,000 

障害者等福祉推進事業 

 豊川市身体障害者福祉連合会       720,000 

 豊川市知的障害者育成会         360,000 

 豊川市肢体不自由者（児）父母の会     90,000 

 豊川精神障がい者家族会むつみ会      70,000 

 障害者（児）福祉推進事業費助成金事業  316,000 

 愛知県聴覚障害者大会助成金        30,000 

 点字社協だより、声のたより・社協だより等 317,000 

1,903,000 

おもちゃ図書館事業 84,000 

児童・青少年 

あかいはね遊び場維持管理事業 742,000 

児童養護施設体育大会開催費助成金事業 10,000 

地域子育て相談事業 182,000 

福祉教育事業（共） 736,000 

課題を抱える人 たすけあい援護費 300,000 

その他 

（地域福祉） 

地域福祉活動者研修事業 174,000 

広報啓発事業 357,000 

地域福祉活動備品等購入費用助成金事業 187,000 

隣近所のふれあい推進協働事業 91,000 

福祉出前講座事業 85,000 

地域ふれあい事業助成金事業 217,000 

社会福祉施設協会助成金事業 10,000 

民生委員児童委員協議会助成金事業 1,100,000 

地域福祉活動推進セミナー事業 102,000 

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 71,000 

地域福祉活動費助成事業（公開プレゼンテーション） 419,000 

地域活動支援事業 494,000 

地域福祉活動計画策定事業（共） 1,757,000 

在宅福祉サービス関連車両整備事業 3,414,029 

災害等対策事業 1,429,000 

歳末見守り活動推進事業 633,000 

合 計 
18,418,029 

 

   


