平成２８年度事業報告書
はじめに
本年度、７０回目を迎えました共同募金運動には、温かい多額の浄財を賜りました。ご寄付い
ただきました県民の皆さま、募金運動推進にご尽力をいただきましたボランティアの皆さまに、
心より感謝申し上げます。
昭和２２年から始まりました共同募金運動は、これまで、生活困窮者の支援や福祉施設の整備
など、それぞれの時代の福祉課題に対応した事業を実施するための資金として、県民の皆さまの
「たすけあいの心」に支えられて、社会福祉の充実・発展に寄与してまいりました。
平成２８年度の共同募金は、県内の関係機関・団体のご協力のもと、募金ボランティアの皆さ
まのご尽力によりまして、３７１，０８５，８７２円という多額の募金額を達成することができ
ました。
この寄付金の配分は、地域福祉の推進を図る効果的な配分を適正に行うため、配分委員会及び
配分事業調査部会において、申請事業の実地調査、プレゼンテーション・ヒアリング調査などの
各種調査活動を実施し、市町村社会福祉協議会の地域福祉推進事業や福祉施設の整備事業、地域
の皆さまが主体的に参加するボランティア活動、ＮＰＯ法人の福祉活動に役立てるよう配分決定
をいたしました。
組織運営については、透明性を確保する取り組みとして評議員会の公開会議の開催や、公認会
計士による定期的な会計指導・監査の実施、社会保険労務士による労務管理の指導・助言を受け、
県民の皆さまの信頼に応える適正な組織運営と体制の整備・充実を図ってまいりました。
平成２８年度の事業の実施について、次によりご報告いたします。

１．会務の運営
共同募金事業を適正に実施・運営するため、法令、定款、諸規程に基づき、理事会、評議員
会、監事会、各種委員会等を開催いたしました。
（１）理事会の開催（５回）
①第１回理事会（平成２８年５月３１日 岐阜県福祉農業会館）
審議事項
第１号議案 平成２７年度事業報告並びに収入支出決算の承認について
第２号議案 任期満了に伴う次期評議員の委嘱に関する同意について
第３号議案 任期満了に伴う次期配分委員の委嘱に関する同意について
②第２回理事会（平成２８年６月２１日 岐阜県福祉農業会館）
審議事項
第１号議案 任期満了に伴う会長、副会長の選任について
第２号議案 熊本地震災害に係る災害等準備金の拠出について
第３号議案 欠員評議員の補充委嘱に関する同意について
③第３回理事会（平成２８年８月５日 岐阜県福祉農業会館）
報告事項
１．平成２８年度共同募金への配分申請の状況について
審議事項
第１号議案 平成２８年度共同募金の目標額について
第２号議案 平成２８年度共同募金運動要綱について
第３号議案 平成２８年度共同募金の配分方法について
第４号議案 平成２８年度共同募金の受配者の範囲について
第５号議案 平成２８年度収入支出補正予算について
第６号議案 欠員評議員の補充委嘱に関する同意について
第７号議案 欠員配分委員の補充委嘱に関する同意について
④第４回理事会（平成２８年１２月１５日 岐阜県福祉農業会館）
審議事項

第１号議案 社会福祉法人岐阜県共同募金会定款の一部変更について
第２号議案 社会福祉法人岐阜県共同募金会役員及び評議員選任規程の制定について
第３号議案 社会福祉法人岐阜県共同募金会評議員選任・解任委員会運営細則の制定につ
いて
第４号議案 評議員選任・解任委員会の委員の選任について
⑤第５回理事会（平成２９年３月２４日 岐阜県福祉農業会館）
報告事項 １．平成２８年度共同募金運動の結果について
審議事項
第１号議案 平成２８年度共同募金の配分について
第２号議案 平成２８年度一般会計収入・支出補正予算について
第３号議案 平成２９年度事業計画並びに収入支出予算について
第４号議案 平成２９年度共同募金配分計画基準について
第５号議案 社会福祉法人岐阜県共同募金会諸規程の制定及び一部改正について
（１）社会福祉法人岐阜県共同募金会運営協議会設置規程の制定について
（２）社会福祉法人岐阜県共同募金会経理規程の一部改正について
（３）社会福祉法人岐阜県共同募金会職員の給与、勤務条件等に関する規程の一部改正に
ついて
（４）社会福祉法人岐阜県共同募金会役員及び評議員選任規程の一部改正について
第６号議案 次期評議員候補者の推薦について
（２）評議員会の開催（４回）
①第１回評議員会（平成２８年５月３０日 岐阜産業会館）
審議事項
第１号議案
平成２７年度事業報告並びに収入支出決算の承認について
第２号議案
任期満了に伴う次期理事の選任について
第３号議案
任期満了に伴う次期監事の選任について
第４号議案
任期満了に伴う次期配分委員の委嘱に関する同意について
②第２回評議員会（平成２８年８月１日 岐阜産業会館）
報告事項
１．平成２８年度共同募金への配分申請の状況について
審議事項
第１号議案 平成２８年度共同募金の目標額について
第２号議案 平成２８年度共同募金運動要綱について
第３号議案 平成２８年度共同募金の配分方法について
第４号議案 平成２８年度共同募金の受配者の範囲について
第５号議案 平成２８年度収入支出補正予算について
第６号議案 欠員配分委員の補充委嘱に関する同意について
③第３回評議員会（平成２８年１２月１２日 長良川国際会議場）
審議事項
第１号議案 社会福祉法人岐阜県共同募金会定款の一部変更について
第２号議案 社会福祉法人岐阜県共同募金会役員及び評議員選任規程の制定について
第３号議案 社会福祉法人岐阜県共同募金会評議員選任・解任委員会運営細則の制定
について
④第４回評議員会（平成２９年３月１７日 大垣市情報工房）＜公開会議＞
報告事項
１．平成２８年度共同募金運動の結果について
審議事項
第１号議案 平成２８年度共同募金の配分について
第２号議案 平成２８年度一般会計収入・支出補正予算について
第３号議案 平成２９年度事業計画並びに収入支出予算について
第４号議案 平成２９年度共同募金配分計画基準について
第５号議案 欠員監事の補充選任について

（３）監事会の開催（２回）
①第１回監事会（平成２８年５月１１日 岐阜県福祉農業会館）
監査事項
平成２７年度事業の執行状況並びに会計の収入支出決算について
②第２回監事会（平成２８年１１月２８日 岐阜県福祉農業会館）
監査事項
平成２８年度上半期（４月～９月）の事業執行並びに会計の収入支出につ
いて
（４）正副会長会議の開催（１回）
①第１回正副会長会議（平成２８年５月２日 岐阜県福祉農業会館）
協議事項
１．共同募金の募金増強方策について
（５）配分委員会の開催（３回）
①第１回配分委員会（平成２８年７月１９日 岐阜県福祉農業会館）
報告事項
１．平成２８年度共同募金への配分申請状況について
審議事項
１．平成２８年度共同募金の目標額について
２．平成２８年度共同募金運動要綱について
３．平成２８年度共同募金の配分方法について
４．平成２８年度共同募金の受配者の範囲について
②第２回配分委員会（平成２８年１２月１５日 岐阜県福祉農業会館）
（配分事業調査部会との合同会議）
報告事項
１．平成２８年度赤い羽根募金の募金額について（１１月末日集計）
２．配分事業調査部会の調査結果について
審議事項
１．平成２８年度共同募金の配分予定について
２．平成２８年度ＮＨＫ歳末たすけあい並びに民間報道関係歳末たすけあい寄託金の配分
計画について
③第３回配分委員会（平成２９年２月１７日 岐阜県福祉農業会館）
報告事項
１．平成２８年度共同募金運動の結果について
審議事項
１．社会福祉法第１１７条の規定第２項に基づく、平成２８年度共同募金の配分に関する
承認について
２．平成２９年度共同募金配分計画基準案について
（６）共同募金運動推進委員会の開催（１回）
①第１回推進委員会（平成２８年７月１４日 岐阜県福祉農業会館）
報告事項
１．平成２８年度共同募金への配分申請状況について
協議事項
１．平成２８年度共同募金の目標額について
２．平成２８年度共同募金運動要綱について
３．平成２８年度共同募金の配分方法について
４．平成２８年度共同募金の受配者の範囲について
その他
１．中央競馬馬主社会福祉財団助成事業の推薦について

２．募金運動の実施
（１）目標額の設定
社会福祉法第１１９条に基づく共同募金の目標額の設定にあたっては、社会福祉事業者か
らの申請額、目標額策定要領等に基づき、共同募金運動推進委員会において目標額及び募金・
配分計画を立案し、岐阜県社会福祉協議会の意見を聴き、配分委員会の承認を得て、理事会･
評議員会において平成２８年度の目標額を設定しました。

項
目
共同募金の目標総額
① 赤い羽根募金の目標額
② 歳末たすけあい募金の目標額
内
訳

ア.市町村歳末たすけあい募金
イ.ＮＨＫ歳末たすけあい募金

目 標 額（円）
３８４，８１６，０００
３０５，１１６，０００
７９，７００，０００
６８，０５２，０００
１１，６４８，０００

前年度目標額比較
3,372,000 円増
5,121,000 円増
1,749,000 円減
215,000 円増
1,964,000 円減

（２）配分申請の受付
配分対象である５８１の福祉施設団体へ、文書・手引書等により配分申請手続きについて
通知し、共同募金の配分金により実施したい事業の申請書を受付け、目標額策定の基礎資料
としました。
①赤い羽根募金の種別配分申請額表
（平成２８年８月）
種
別
件数
申 請 金 額（円）
県域配分申請（Ａ）
１４９
１１９，２６９，０００
社会福祉施設配分申請
４８
７０，８６５，０００
更生保護施設・団体配分申請
３
７１０，０００
社会福祉関係団体配分申請
２２
４，４８６，０００
ボランティア団体・ＮＰＯ法人配分申請
８
７，７０９，０００
岐阜県社会福祉協議会事業費配分申請
１
９，４５１，０００
メニュー事業費配分申請
６３
１０，７０２，０００
社会福祉協議会活動臨時費配分申請
４
３，８０２，０００
災害等準備金積立金
―
１１，５４４，０００
地域配分申請（Ｂ）
４３
１７０，８７８，２９３
郡市町村社会福祉協議会事業費配分申請
４３
１７０，８７８，２９３
合
計 （Ａ＋Ｂ）
１９２
２９０，１４７，２９３
②市町村歳末たすけあい募金の種別申請額表（４２市町村社会福祉協議会）
種
別
申 請 金 額（円）
高齢者対象福祉事業
３４，０２２，５００
障害児者対象福祉事業
１０，３２８，５００
児童青少年対象福祉事業
６，７３０，０００
課題を抱える人対象福祉事業
５，７６９，０００
住民全般対象福祉事業
１０，５３２，０００
合
計
６７，３８２，０００
（３）募金運動の結果
４２支会分会において、多くのボランティアの方々のご協力を得て、積極的に募金運動に
取り組み、県民の皆さまから温かい多額の浄財が次のとおり寄せられました。
＜共同募金の募金額＞
目標達成率 前年度募金額比較
項
目
募金額（円）
共同募金の募金総額
３７１，０８５，８７２
96.4％
3,569,218 円減
①赤い羽根募金額
２９８，８４８，４３４
97.9％
1,743,086 円減
②歳末たすけあい募金額
７２，２３７，４３８
90.6％
1,826,132 円減
内 ア.市町村歳末たすけあい募金
６１，６４０，３００
90.6％
775,691 円減
訳 イ.ＮＨＫ歳末たすけあい募金
１０，５９７，１３８
91.0％
1,050,441 円減
（４）各種募金方法の取り組み
①戸別募金
戸別募金は共同募金の最も重要な募金方法で、自治会や町内会の協力を得て実施いたしま
した。各戸を訪問しての募金活動を行っている地域が減少し、町内会費に合わせて寄付を頂

戴する各戸一律均等の一括寄付の募金方法が多い現状にあります。
共同募金の原点に戻って、たすけあいの温かい心のこもった募金運動のひとつとして、寄
付者の意思が尊重される封筒募金の取り組みを提唱し、赤い羽根募金の封筒募金に１３の支
会分会で取り組みました。
②街頭募金
街頭募金は、１０月１日からの土・日曜日や、地域における祭りや運動会、産業祭等の各
種行事をとらえて、４１の支会分会で、延べ１５６日間行いました。
③法人募金
企業も地域社会の一員として、健全な地域社会の維持・発展を推進していくことが期待さ
れており、企業の社会貢献活動として、共同募金への協力の依頼を行いました。また、支会
分会の募金額の増強と募金業務の合理化を図るため、県共同募金会におけるダイクトメール
による法人募金の拡大に努めました。
④学校募金
学校募金は、募金の大小を競うのでなく、児童・生徒の思いやりや優しさの心を育てる取
り組みとして、募金ボランティア活動への参加や、地域でどのように寄付金が活用されてい
るかなどの学習を通じて、たすけあうことの大切さを身近に学ぶことのできるよう児童会・
生徒会が中心となって取り組みました。
⑤職域募金
会社･事業所の社員や従業員を対象とした募金として、職場内での箱募金やバッジ・図書カ
ード等を利用した募金に取り組みました。
⑥イベント募金
福祉まつり等のイベント時に、愛ちゃんと希望くんの着ぐるみによるＰＲとともに「ガチ
ャガチャ」と呼ばれるカプセル玩具販売機を使った赤い羽根カプセル募金の取り組み等を実
施しました。
⑦募金箱の設置
金融機関やコンビニ・関係機関団体の協力を得て、県内に１，２０２個の募金箱を設置し
ました。
⑧自動販売機による募金
「募金ボタン」（１０円・１００円）による寄付の受付ができる自動販売機型募金箱（ハ
ートフルベンダー）の設置に加え、協賛企業から商品の売上げに応じて寄付（売上の５％）
を頂戴する赤い羽根自動販売機の設置による募金に取り組み、本年度新規に６台設置しまし
た。
平成２８年度募金額
１，５０２，１０６円
赤い羽根自動販売機設置数 ８３台
⑨赤い羽根マッサージ機募金
協賛企業からマッサージチェア利用料（１回１０分につき１００円）の売上げに応じ
て寄付（売上の３０％）を頂戴する赤い羽根マッサージ機の設置による募金に取り組み、
本年度新規に１台設置いたしました。
平成２８年度募金額
２６４，７８０円
赤い羽根マッサージ機設置数 １９台
（５）共同募金７０周年記念・赤い羽根チャリティ・イベントの開催
赤い羽根共同募金をよりご理解いただくためのＰＲイベントとして、ＩＧＳユニバーサルス
ポーツクラブの運営・共催により、スポーツを楽しみながら地域の社会福祉を支援する共同募
金７０周年記念・赤い羽根チャリティ・イベントを開催いたしました。
①共同募金７０周年記念・赤い羽根チャリティ・フットサル大会の開催
フットサルを楽しみながら地域の社会福祉を支援する「共同募金７０周年記事業赤い羽根
チャリティ・フットサル大会」
（アカチャリカップ）をかんぽの宿岐阜羽島（羽島市）におい
て２回開催いたしました。
（第１回はＩＧＳユニバーサルスポーツクラブ主催）
第 1 回（Ｈ28.６.26）参加
５チーム
５０名 募金額
５８，２４０円

第２回（Ｈ28.10.23）参加
８チーム
８２名 募金額
９１，９２６円
合
計
参加 １３チーム １３２名 募金額 １５０，１６６円
②共同募金７０周年記念・赤い羽根チャリティ・グランドゴルフ大会の開催
グランドゴルフを楽しみながら地域の社会福祉を支援する「共同募金７０周年記事業赤い
羽根チャリティ・グランドゴルフ大会」を河川環境楽園かさだ広場（各務原市）において２
回開催いたしました。
第 1 回（Ｈ28.11.15）
参加者 ２４８名
募金額
２４２，１３７円
第２回（Ｈ29.３.６）
参加者 ４２５名
募金額
３７９，０２１円
合
計
参加者 ６７３名
募金額
６２１，１５８円
＜募金方法別募金額表＞
共同募金総額
募金種別
募金額（円）
構成比

赤い羽根募金
募金額（円）
構成比

歳末たすけあい募金
募金額
構成比
（円）
293,216,541
78.9%
245,307,474
82.1%
47,909,067
66.3%
戸別募金
5,818,179
1.6%
4,056,418
1.4%
1,761,761
2.4%
街頭募金
32,300,609
8.7%
27,187,056
9.1%
5,113,553
7.1%
法人募金
3,584,703
1.0%
2,964,110
1.0%
620,593
0.9%
学校募金
10,721,857
2.9%
8,738,856
2.9%
1,983,001
2.7%
職域募金
2,104,874
0.6%
1,833,744
0.6%
271,130
0.4%
イベント募金
23,339,109
6.3%
8,760,776
2.9%
14,578,333
20.2%
その他の募金
371,085,872 100.0%
298,848,434 100.0%
72,237,438 100.0%
合
計
＊その他の募金にＮＨＫ歳末たすけあいの窓口募金（10,597,138 円）を含む。
（６）広報活動
①共同募金運動ポスターの掲出
全国統一ポスターの他に若者向けのＦＣ岐阜・初音ミク・妖怪ウォッチの共同募金ポス
ターを活用して、関係機関団体の協力を得て５，５２１か所にポスターを掲出しました。
②各種広報資材の活用
中央共同募金会が作成した運動資材を活用するとともに、独自にプロサッカーチームＦ
Ｃ岐阜の協力を得て、赤い羽根募金を応援する選手集合写真を掲載したＦＣ岐阜クリアフ
ァイル、チラシを活用した広報活動を行いました。また、カプセル募金の赤い羽根グッズ
としてＦＣ岐阜バッジやさるぼぼバッジ等を作製し、イベント募金のＰＲに活用いたしま
した。
③テレビ・ラジオによるＰＲ放送
岐阜放送テレビ・ラジオ、ＦＭ岐阜の協力を得て、共同募金のテレビスポット及び
ラジオスポットの放送によるＰＲ活動を実施いたしました。
④シンボルキャラクター「愛ちゃんと希望くん」の着ぐるみによる広報活動
共同募金のシンボルキャラクター「愛ちゃんと希望くん」の着ぐるみを利用し、支
会分会における街頭募金やイベント募金に活用し、運動を積極的に盛り上げました。

３．共同募金の配分
（１）配分の結果
共同募金の配分は、公正で効果的な配分を適正に行うため、配分事業調査部会において、
申請のあった事業について、プレゼンテーション・ヒアリング調査、実地調査などを行い、
配分委員会において緊急性・必要性等について審議し、承認された配分案について、理事会･
評議員会で配分決定をいたしました。
①赤い羽根募金の配分

種
県域配分（Ａ）
社会福祉施設配分

別

更生保護施設・団体配分
社会福祉団体配分
ボランティア団体・ＮＰＯ法人配分
岐阜県社会福祉協議会事業費配分
メニュー事業費配分
社会福祉協議会活動臨時費配分
災害等準備金積立金
地域配分（Ｂ）
市社会福祉協議会事業費配分
町村社会福祉協議会事業費配分
郡社会福祉協議会事業費配分
合
計
②市町村歳末たすけあい募金の配分
種
別
高齢者対象福祉事業
障害児者対象福祉事業
児童青少年対象福祉事業
課題を抱える人対象福祉事業
住民全般対象福祉事業他
合
計

件数
１３３
３３

配分金額（円）
８８，１０５，１９３
４２，８９３，０００

割合(%)
34.8
16.9

３
２２
７
１
６３
４
―
４３
２１
２１
１
１７６

６６０，０００
４，０９０，０００
６，２０９，０００
９，４５１，０００
１０，７０２，０００
３，８０２，０００
１０，２９８，１９３
１６５，１９０，１９７
１３８，７９３，１６４
２５，２７１，０３３
１，１２６，０００
２５３，２９５，３９０

0.3
1.6
2.5
3.7
4.2
1.5
4.1
65.2
54.8
10.0
0.4
100.0

件

数
９７
５３
４１
１１
３２
２３４

配分金額（円）
３３，７０３，０８６
９，２３３，２９８
７，９４８，８５５
６，１８８，４７８
３，８９６，５８３
６０，９７０，３００

③ＮＨＫ歳末たすけあい募金の配分
種
別
福祉施設利用者への義援金配分（334 施設・9,947 人）

配分金額（円）
８，３６６，５００

児童福祉施設利用者の進学就職経費支援配分（14 施設・154 人）
合

計

３，１６５，０００
１１，５３１，５００

（２）配分事業調査部会
本会では、社会福祉法に基づき設置しております配分委員会に加えて、独自に配分事業調
査部会を設置しています。配分事業調査部会では申請事業の必要性・効果等について各種の
調査活動を行い、調査結果について配分委員会に報告いたしました。また、配分完了事業の
履行調査も併せて実施いたしました。
①第 1 回配分事業調査部会（平成２８年１０月１９日 岐阜県福祉農業会館）
報告事項
１．平成２８年度共同募金への配分申請状況について
調
査
プレゼンテーション・ヒアリング調査
（申請者からの説明、聞き取り調査） ＊５施設・団体
協議事項
１．申請事業・完了事業の実地調査について
②実地調査
１．申請事業の実地調査
平成２８年１０月３１日、１１月１・２・４・７・１１・１４・１７・１８・２１日
（１０日間）＜１６施設･団体＞
２．完了事業の履行調査
平成２８年 １０月３１日、１１月１・２・４・７・１４・２１・２２日
（８日間）＜９施設･団体＞
③第２回配分事業調査部会（平成２８年１２月１５日 岐阜県福祉農業会館）

（配分委員会との合同会議）
報告事項
１．平成２８年度赤い羽根募金の募金額について（１１月末日集計）
２．配分事業調査部会の調査結果について
審議事項
１．平成２８年度共同募金の配分予定について
２．平成２８年度ＮＨＫ歳末たすけあい並びに民間報道関係歳末たすけあい寄託金の
配分計画について

４．共同募金結果公告・計画公告の実施
社会福祉法１２０条に基づく結果公告を平成２８年４月２５日に実施し、同法第１１９条
に基づく計画公告を平成２８年９月５日に行いました。

５．支会分会組織の育成・強化
支会分会の育成強化、積極的な募金運動の推進を図るため、これまで運動の進め方や課題
を踏まえ、各市町村支会分会における具体的な改善方策や新たな取り組み等について研究協
議を行い、今後の共同募金運動の推進に資することを目的に、地域ブロック別会長会議及び
支会分会の担当者研修会を開催いたしました。
（１）共同募金会地域ブロック支会分会・会長会議
①岐阜地域ブロック会長会議（平成２８年９月２６日・岐阜県福祉農業会館）
②西濃地域ブロック会長会議（平成２８年８月２９日・大垣市総合福祉会館）
③東濃地域ブロック会長会議（平成２８年７月１２日・瑞浪市民福祉センター）
協議事項
・支会分会における共同募金運動の現状と課題について
・本年度の共同募金の取り組みについて
（２）共同募金会支会分会担当者研修会
①日 時
平成２８年８月２９日
②場 所
岐阜県福祉農業会館
③研修内容
１．報告事項
平成２８年度共同募金運動について
２．事例発表
支会分会における募金運動への取り組みについて
＜瑞浪市支会・羽島市支会・海津市支会＞
３．グループ討議 ・共同募金の現状と課題について
・募金増強を図るための新たな取り組みについて
④参加者
４１名

６．表彰・感謝
顕彰規程に基づき次の表彰・感謝を岐阜県社会福祉大会において行いました。
（１）第６６回岐阜県社会福祉大会における表彰、感謝
共同募金運動功労者及び募金ボランティア・奉仕団体等に対して、第６６回岐阜県社会福祉
大会（平成２８年１０月２６日 長良川国際会議場）において、次のとおり表彰・感謝を行い
ました。
表 彰 ・ 感 謝 の 基 準
（区
分） 人数･団体
１ 支会長・分会長で現職にある功績顕著なもの
（１）通算８年以上のもの
（表
彰）
３
（２）通算５年以上のもの
（感
謝）
９
２ 役員等で現職にある功績顕著なもの

（１）通算１０年以上のもの
（表
彰）
４
（２）通算８年以上のもの
（感
謝）
１３
３ 本会及び支会・分会の職員（兼務を含む）で現職にある功績顕著なものもの
（１）通算１０年以上のもの
（表
彰）
０
（２）通算７年以上のもの
（感
謝）
２
４ 優良支会・分会で募金成績が顕著なもの
（１） 一世帯当たりの寄付額が８００円以上の支会分会。ただし、過去に表彰
済みの支会分会は、表彰を受けてから４年間連続して一世帯当たりの寄
付額が８００円以上の実績のあるものを対象
（表
彰）
３
（２） 前年度の実績額が前々年度の実績額を上回った支会分会（感
謝）
２０
５ 優良民間奉仕者及び団体（顕彰規程第５条（４）による）
長年にわたり、共同募金運動の推進に多大の功績のあった者・団体
（２）６年以上連続して協力奉仕するもの
（表
彰）
６
（３）３年以上連続して協力奉仕するもの
（感
謝）
３
６ 共同募金運動７０周年記念特別感謝
長年にわたり、共同募金運動の推進に多大の功績のあった者・団体
（１）奉仕功労者・団体 １０年以上の奉仕協力するもの
（感
謝）
３１
（３）寄付者 １０年以上の多額寄付の協力をするもの
（感
謝）
９
合
計
１０３
（２）多額寄付者に対する感謝
多額寄付者に対しましては、基準により本会の会長及び支会分会長、中央共同募金会長の感
謝状を贈呈いたしました。
区
分
人・団体
基
準
支会分会・会長感謝
４１６ １万円以上５万円未満
岐阜県共同募金会・会長感謝
５８ ５万円以上
２ 個人 ２０万円以上
中央共同募金会・会長感謝
法人・団体 ６０万円以上
合
計
４７６

７．災害たすけあい義援金の受入
台風等により被災された方々を支援するため、被災地の共同募金会では「災害たすけあい」
が行われ多額の義援金が寄せられました。本会において取り扱いました災害たすけあい義援
金は次のとおりです。
災害たすけあいの名称
件 数
義援金額（円）
平成２８年熊本地震義援金
７９２
３１，０２５，９７３
平成２８年４月地震大分県被災者義援金
２８
２４８，８１０
平成２８年８月２０日からの大雨（台風９・
９
３３，６０９
１０・１１号）災害義援金（北海道）
岩手県台風１０号大雨等災害義援金
４１
１８０，４５９
平成２８年鳥取県中部地震災害義援金
２４
８５，９１５
平成２８年新潟県糸魚川市における大規模火災義
１９
２１３，６９５
援金
合
計
９１３
３１，７８８，４６１

８．指定寄付金の取扱い
本会では、共同募金の寄付金の他に、共同募金運動の期間外の寄付金あるいは、受配者を指

定した「指定寄付金」の取扱いも行っています。この指定寄付金は、共同募金への寄付金と同
様の税制上の優遇措置が設けられており、中央共同募金会・財務省の承認及び基準に基づき寄
付金の審査・受入・配分を行いました。
（１）平成２８年度指定寄付金審査･承認
指定寄付金の受入
１件
１８，５５１，０２１円
指定寄付金の配分
１件
１８，０８０，０００円
審査事務費
４７１，０２１円
（２）指定寄付金配分事業
受配法人
配分金の使途
配分額(円)
社会福祉法人成光会（各務原市） 特別養護老人ホーム建築工事
18,080,000
合
計
18,080,000

９．民間報道関係歳末たすけあい寄託金の取扱い
民間の報道関係では歳末たすけあい運動のキャンペーンを実施され、寄せられた寄付金を福
祉事業に配分するよう本会に寄託されました。
（１）寄付金の寄託
① 中部日本放送株式会社
１，５００，０００円
② 東海テレビ福祉文化事業団
１，０００，０００円
合
計
２，５００，０００円
（２）寄託金の配分
①福祉施設利用者への義援金（２９９施設 ８，８０８人）
１，７５０，０００円
②児童福祉施設重点配分
７５０，０００円
（麦の穂乳幼児ホームかがやき・きーとす岐阜・山ゆり学園）
合
計
２，５００，０００円

１０．公益資金に対する要望の調整と推薦
共同募金会は民間資金を効果的に活用するため、公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団及
び公益財団法人車両競技公益資金記念財団の助成事業への推薦業務を行い、次のとおり助成決
定がされました。
（１）公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団助成事業
単位：円
施設・団体名
事
業
名
助成金額
特別養護老人ホーム
利用者送迎用車両購入事業
1,900,000
優・悠・邑和合 （大垣市）
軽費老人ホーム
利用者送迎用車両購入事業
1,580,000
ケアハウスリリーフ館（中津川市）
明応保育園（美濃加茂市）
合

調理室食器消毒保管庫等整備事業

4,480,000

計

（２）公益財団法人車両競技公益資金記念財団助成事業
施設・団体名
事
業
こま草保育園
施設建物屋根修繕事業
（高山市）
大垣点訳グループ愛盲会
点訳用各種機器整備事業
（大垣市）

1,000,000

名

単位：円
助成金額
3,000,000
110,300

要約筆記サークル和の会
（高山市）
合

計

要約筆記用各種機器整備事業

182,700
3,293,000

