


ごあ　い　さ　つ

社会福祉法人奈良県共同募金会

会長　卜部　能尚

平素は、奈良県共同募金会へのご支援・ご協力ありがとうございます。

本年も10月1日から「赤い羽根共同募金運動」が全国一斉に始まります。

これまでの県民の皆様のお力添えにより、本年で71回目を迎えることが出来ました。

これは、県民一人ひとりの篤い信頼と募金ボランティアをはじめとする関係者の努力

により支えられてきた運動であることの証です。

今日、ひきこもりや虐待、経済的困窮など社会課題は多様化、複雑化しており、課題

解決のため地域で支え合う取組みが一層重要となってきています。

同時に、こうした要請に十分応じられるよう、活動に必要な資金ニーズも増大してき

ています。

共同募金は、 「じぶんの町を良くするしくみ」です。地域の福祉課題を解決するため住民

自らが取組む活動への支援はもとより、災害発生時の災害ボランティアセンター、復興支

援センター等の設置や運営経費に役立てるなど、幅広い役割を担っています。

本県では、市町村共同募金委員会が実施する社会福祉事業や県内社会福祉団体・施

設の資金ニーズ等を勘案し、今年の募金目標額を、 1億7千与百万円と定めました。

しかし、地域福祉事業への支援要望額にはまだまだ不足しています。

目標額の達成はもとより、今後、より一層の地域福祉の充実が図れますよう、本年も赤

い羽根共同募金に皆様のご支援・ご協力をよろしくお願いします。

赤い羽根共同募金の流れ
平成29年度

/’

募金目標額175,000, 000円

①一般募金

②地域歳末
たすけあい募金

③NHK歳末
たすけあい募金

」
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①一般募金(1 0月へ3月)

②地域歳末たすけあい募金(1 2月〉

③NHK歳末たすけあい募金(1 2月)

(募金方法)
・戸別募金

・法人募金

・職域募金

・街頭募金

・学校募金

・自動販売機

他

(募金方法)
・ NHK窓口

・DM

他

市町村共同
募金委員会
(39市町村)
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赤い羽機共同基金に、
ご協力をお細いいたします。
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平成29年度奈良県共同募金会ポスター

赤い羽根共同募金運動70周年記念
ポスター標語コンクール最優秀作品

斑鳩南中学校　東條彩加さん



赤い羽根共同募金㊨

赤い羽根共同募金は、

「じぶんの町を良くするしくみ」です。

共同募金は「地域福祉の推進」を目的としており、少子高齢化が進む中で、高齢者、障害

者、子どもたち等への福祉活動や、地域で様々な福祉課題に取り組むボランテイカ舌動など

に役立てられる募金です。

「赤い羽根募金」は共同募金の愛称です。

赤い羽根共同募金は、

助成計画を立ててから募金(寄付)を集めるしくみです。
民間の社会福祉活動のニーズを把握してから募金活動を行う「計画募金」という方法を

とっています。これは他の募金には見られない、共同募金だけの特徴です。各市町村の現場

からの『町を良くしたい』という思いをもとに、募金活動を行っています。

地域で集めた募金は、集めた地域で使われます。
募金の約70%は、あなたの町を良くするために使われています。また残りの約30%は、

より広域的な課題を解決するため奈良県域の活動に使われています。

災害支援にも

赤い羽根共同募金は使われています。
募金額の一部は毎年「災害等準備金」として積み立て、災害発生時には、被災地で速や

かに支援活動が行われるようボランティアセンターの開設・運営費用の支援、また被災し

た福祉施設の復旧支援にも使われます。

要望件数 �要望額 �助成件数 �助成額 

H24年度 �113 �36,635 �87 �26,131 

H25年度 �151 �60,819 �108 �30,628 

H26年度 �84 �36,349 �77 �29,089 

H27年度 �99 �35,874 �92 �34,014 

H28年度 �137 �48,356 �98 �32,241 

(千円)
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厨房設備の老朽化が進んできて、中でも食器洗

浄機は1 8年経過し、故障することも増え、交換部品

もないという状態でした。皆様からのご寄付をいた

だき節水タイプの食器洗浄機を購入することが出

来ました。

これからも、園児達においしい給食を楽しく食べ

てもらえるよう頑張って参ります。本当にありがと

うございました。

劃曝教麹勘助参捌

_一卜・ひきこもりの方を対象に職業訓練を行っ

ていますが、公的資金の支援がなかったところ、皆

様のご支援を受け、パソコンや実務作業訓練版ピッ

キング作業器具等を整備することができました。こ

れらの備品を活用した訓練を通して自信の回復を図

り、企業就職に繋がる支援を行なっていきます。寄

付者の皆様には、深く感謝いたします。

陽

錮酪勢動瑠

利用者の皆さんが講師として、地域の皆さんが参

加できる「さをり織り教室」を開催しています。

皆さんからの寄付金を頂き新たにさをり織り機を

購入でき、当事業所だけでなく、介護施設に出向

き、デイサービス利用者等にも教室を開き、楽しん

でもらっています。

いただいた寄付金を活用し、地域の一助になれば

幸いです。これからもよろしくお願い致します。

墓園.
地域の人々が楽しい茶の間“ゆとり"に集うこと

で、お互いに助け合うことのできるコミュニティづく

りを目指しています。皆様よりご寄付を頂き、 I心より

御礼申し上げます。ご寄付で購入しました電子レン

ジや炊飯器等を活用し、今以上にサロン活動の充実

に頑張っていきます。

今後ともご支援よろしくお願い致します。



皆様からの寄付をいただき、三宅町内で、小学生

の登下校の見守りを行いながら、高齢者ドライバー

に交通安全を呼びかけ事故を防ぐ取り組みをして

います。

地域全体で子どもを守り、事件や事故に巻き込ま

れることのないよう、メンバー全員で協力しながら

活動しています。

自分たちの地元を自分たちで守り、住民同士が世

代を超えて交流を深め、安I心して生活を送れるよう

に今後も活動を継続していきたいと思います。

ご寄付いただきました皆様の

おかげで、活動が出来ていま

す。ありがとうございます。

壷恐囲
月1回のお話会(おはなし、人形劇、ベーブサート

等)や、小学校等からの依頼により、出前のおはな

し会を実施しています。

毎月のおはなし会は、少人数ながら楽しみに来て

下さる子供達やお母さんもいらっしゃいます。小学

校も図書館ボランティアが増えて児童のみなさんも

楽しみにしていただいています。

皆様からの寄付金で新しい人形、ベーブサート作

りの材料や、修理に必要な材料購

入等出来ました。

ずいぶん助けていただいて、あり

がたいと思っています。これからも

がんばって活動していきます。

毎年、町立小学校3年生の子どもたちを対象に、福

祉体験授業を実施しています。

この事業は、子どもたちに思いやりのこころを育ん

でもらうことを目的に、川西町社会福祉協議会との共

催で実施しており、福祉協会会長による体験談を交え

た授業とアイマスクによる視覚障害者及びガイドへル

/ト体験により、障害のある方への理解を深める機会

となっています。

住民の皆さまからの寄付金はア

イマスクの購入費用ぼ舌用させて

いただきました。

このように体験授業ができます

ことに感謝しております。

ありがとうございました。

騨蕃
爪!

き轟臼

高齢者がいきいき暮らせるよう身近な場所で、支

えあいながら、レクノエーションを通じ、交流し、仲間

づくりや介護予防を目的に活動している町内20数か

所の各サロンに、皆様から頂いた寄付金を活用させ

ていただいています。

生きがいづくりができて利用者の方も大変喜んで

います。

ご寄付をいただき、本当にありがとうございました。
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・・・平成28年度共同募金県域で活動する団体への支援・・・

※募金の70%は、あなたの町を良くするために使われています。また残りの約30%は、より広域的な課題を解決するための奈良県域

の活動に使われています。

また、平成24年度災害等準備金の取崩等による、自治会等への「安I心・安全なまちづくり活動事業」として、 26の自治会等に対し、

6,1 52,000円の助成を行いました。

各市町村で行われる
福祉事業への支援

社会福祉協議会 �配分金(円〉 �社会福祉協議会 �配分金(円) 

奈　良　市 �6,807,357 �曽　爾　村 �443,855 

大和高田市 �6,561,746 �御　杖　村 �169,352 

大和郡山市 �11,641,253 �高　取　町 �2,414,637 

天　理　市 �与,042,844 �明日香村 �1,690,038 

檀　原　市 �11,069,511 �上　牧　町 �912,179 

桜　井　市 �10,474,723 �王　寺　町 �1,071,108 

五　億　市 �5,880,277 �広　陵　町 �1,766,263 

御　所　市 �4,279,358 �河　合　町 �578,141 

生　駒　市 �7,891,860 �吉　野　町 �2,618,与47 

香　芝　市 �2,778,244 �大　淀　町 �1,946,849 

葛　城　市 �1,486,843 �下　市　町 �1,130,600 

宇　陀　市 �4,766,855 �黒　滝　村 �115,150 

山　添　村 �1,375,730 �天　川　村 �132,129 

平　群　町 �1,722,131 �野道川村 �28,820 

三　郷　町 �582,3与2 �十津川村 �405,603 

斑　鳩　町 �3,717,112 �下北山村 �116,578 

安　堵　町 �268,884 �上北山村 �109,752 

川　西　町 �1,800,289 �川　上　村 �63,268 

三　宅　町 �718,792 �東吉野村 �194,586 

田原本町 �5,306,039 �合　　　計 �110,079,655 
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嘲▲_.
高認讃謹選善事酸工　÷薄翰霊盤醸唾号

した「八木中学校美術部の皆さんが、ポスターを作成してくださいま

また、そのポスターを活用し、寄付してくださった方にお渡した赤い羽根を言

ぜスタ‾に貼っていただき・大きな赤い羽根のハ‾卜が完成しましたo

匿離陸鵬堅物取捌紬擁

震　奈良県立医科大学の学生さんや、畝傍高等学校
の学生さんが募金活動に参加していただきました。

金にご尽力いただいてい

る事をうけ、 「平成28年度

社会福祉功労者に対する

厚生労働大臣表彰」を受賞

されました。

赤い羽根共同募金(募金協力型)自動販売機について留
一部の自動販売機(ハートフルベンダー)には、 「いつでも、どこでも、誰でも」社会貢献ができる募金ボタンが付いていて、購入者が

お釣りの一部を募金することができます。また、設置場所を提供していただいている企業・団体等がその設置手数料の一部を募金す

ることができます。さらに、飲料メーカーもこの自動販売機からの売上に応じて、募金することができます。購入者、設置者、飲料メー

カーの三者から募金ができるシステムとなっています。

この他にも、 (株)伊藤園、ダイドードリンコ(株)、コカ・コーラウエスト(株)、アサヒ飲料(株)、サッポロ飲料(株)

の「赤い羽根共同募金協力型自動販売機」では、その売上に応じて、募金することができます。

平成29年7月現在、奈良県内には71台設置されています。赤い羽根のマークのついた自動販売機を見かけまし

たら、ご利用願います。

また、赤い羽根共同募金協力型自動販売機を設置していただける方を随時募集しています。

ラ　　¥料∴∴∴享

★受配者指定寄付金制度
特定の受配者(社会福祉法人)を指定しての寄付にも、一定の要

件を満たせば、税制上の優遇措置を受けることが出来ます。

たとえば、

○社会福祉施設の建設用地として所有している土地を提供したい。

○社会福祉施設の建設用地購入のための資金として寄付したい。

○社会福祉施設を建設する際の建築資金として寄付したい。

○施設建設時の独立行政法人福祉医療機構の借入金償還の財源

として寄付したい。

共同募金会が窓口です。但し、審査があります。

(又、審査事務費が必要です)

詳しくは、奈良県共同募金会までお問い合わせください。
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誌謙議器詫金駕蒜諾璽妻繋書籍栽おアルペンタ‾」
募金は全額共同募金会を通じ社会福祉に役立てます。

S　-　　　　臆臆

赤い羽根募金の「ハートフルベンダー」正会貝

オザキペンディング株式会社
〒639-2251家慶農場新市戸も1200番絶†とし0745(67)0212 「IX O745(67)0085

メーカ機も取り扱いしています。　ご用命は当社に!
取扱商品:サントリー、キリン、アサヒ、大塚、UCCなど

墓園 うト サ⑥
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個人や法人が共同募金会に寄付した場合、

税制上の優遇措置が受けられます。

喜個人の場合(所得税については、所得控除か税額控除のいずれかを選ぶことができます)

◆所得税の寄付金控除額(所得税法第78条による)
・所得控除額=寄付金額(年間所得の40%を限度とする額)一2千円

・税額控除額=(税額控除対象寄付金額-2千円) ×40%

◆住民税の寄付金税額控除額(地方税法第37条の2)
・税額控除額= 〔寄付金額(年間所得の30%を限度とする額〉一2千円〕 × 1 0%

◆手続き　領収書を添付して確定申告を行っていただく必要があります。

所得税の税額控除を受けるためには、 「税額控除の証明書」写しの提出が必要となります。

喜法人の場合　法人税法により、寄付金額を「全額損金算入」することができます。

奈良県内の共同募金委員会への連絡先はこちらとなります
;百島欄掃臆臆臆 �臆臆要請拝葦‾ 

奈良市共同募金委員会 �0742-93-3100 

大和高田市共同募金委員会 �0745-23-5426 

大和郡山市共同募金委員会 �0743-53-6531 

天理市共同募金委員会 �0743-61-2200 

檀原市共同募金委員会 �0744-29-3880 

桜井市共同募金委員会 �0744-42-2724 

五條市共同募金委員会 �0747-24-4152 

御所市共同募金委員会 �0745-63-2457 

生駒市共同募金委員会 �0743-75-0234 

香芝市共同募金委員会 �0745-76-7107 

葛城市共同募金委員会 �0745-48-3373 

宇陀市共同募金委員会 �0745-84-4116 

山添村共同募金委員会 �0743-85-0181 

共同募金委員会名　i �臆臆8要請需曇‾ 

平群町共同募金委員会 �0745-45-与710 

三郷町共同募金委員会 �0745-72-5800 

斑鳩町共同募金委員会 �0745-74-5122 

安堵町共同募金委員会 �0743-57-2523 

川西町共同募金委員会 �0745-43-3939 

三宅町共同募金委員会 �0745-43-2078 

田原本町共同募金委員会 �0744-34-2118 

曽爾村共同募金委員会 �0745-96-2144 

御杖村共同募金委員会 �0745-95-2522 

高取町共同募金委員会 �0744-52-3865 

明日香村共同募金委員会 �0744-54-2740 

上牧町共同募金委員会 �0745-76-6098 

王寺町共同募金委員会 �0745-33-0294 

共同募金委員会名 �臆臆要素講堂‾ 

広陵町共同募金委員会 �0745-5与-8300 

河合町共同募金委員会 �0745-58-2734 

吉野町共同募金委員会 �0746-32-8978 

大淀町共同募金委員会 �0747-52-1941 

下市町共同募金委員会 �0747-52-612与 

黒滝村共同募金委員会 �0747-62-2850 

天川村共同募金委員会 �0747-63-9112 

野迫川村共同募金委員会 �0747-37-2941 

十津川村共同募金委員会 �0746-64-0666 

下北山村共同募金委員会 �07468-6-0360 

上北山村共同募金委員会 �07468-2-0129 

川上村共同募金委員会 �0746-52-0294 

東吉野村共同募金委員会 �0746-42-0441 


