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平成２８年度大阪府共同募金会事業報告 
 

平成２８年度共同募金は、運動創設７０年を迎えました。景気動向に一定の回復傾

向が見られたものの、共同募金を取り巻く環境は引き続き厳しい状況でありましたが、

運動開始より変わらぬ府民の暖かいご理解とご協力、募金ボランティア各位の献身的

なご尽力、関係機関・団体のご支援により府下全域で展開され、総額６５７，４２１，

９３７円の実績となりました。前年度と比較いたしますと２,７５５万円減少しました

が、これは、一般募金の７割を占める戸別募金が逓減傾向にあり、また、街頭募金の

減少によるものです。 

なお、岸和田地区募金会における「地域の子どもたちの居場所づくり」をテーマに

した募金活動（平成２９年１月～３月）では、昨年より３４万円増の１,９７７,８０４

円の実績を上げております。 

平成２８年度募金の配分については、共同募金の目的である「地域福祉の推進」の

ための事業をはじめ、重点支援事業とした「障害者(児)を支援する事業」や「社会的課

題を解決するための事業」などを中心に、配分委員会で慎重に審議を重ね、決定しま

した。 

配分事業への住民の理解を一層すすめるため、共同募金の活用状況を調査指導する

部会に寄付者である住民の方々に同行参加をお願いしました。また、年間を通じた情

報を提供するームページ「赤い羽根おおさか」、「赤い羽根おおさかブログ」や赤い

羽根データベース「はねっと」の充実と周知に取組んだところです。 

共同募金運動創設７０年記念事業としては、大阪府社会福祉協議会６５周年記念、

共同募金運動創設７０年記念「平成２８年度大阪府社会福祉大会」を大阪府社会福祉

協議会と合同で開催し、寄付者・協力者への顕彰・感謝を行いました。 

平成２８年４月に発生した熊本地震に関しては、中央共同募金会と連携のうえ義援

金の募集に努めるとともに、積み立てた災害等準備金を取崩し、被災地でのボランテ

ィア活動等を支援しました。 

以下、平成２８年度に本会が実施した取組の概要についてご報告します。
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Ⅰ 募金運動 

 

１．実 施 期 間  平成２８年１０月１日(土)～平成２９年３月３１日(金) 

 

２．募金目標額 

民間社会福祉事業の資金需要（特に地域福祉事業の資金需要の適確な把握）及び大阪

府社会福祉協議会の意見、過去の募金実績額の推移等を勘案し、平成２８年度募金目標

額を決定した。 

 

（１）一般募金目標額     ６億１千万円 

①広域福祉目標額  １億９千５百５０万円  地区目標額 １億８千５０万円 

本部目標額   １千５百万円 

②地域福祉目標額  ４億１千４百５０万円 

 

（２）歳末たすけあい目標額  ２億４千万円 

①ＮＨＫ歳末たすけあい目標額   ６千万円 

 

②地域歳末たすけあい目標額  １億８千万円 

 

合  計(１)＋(２)      ８億５千万円 

 

３．募金実績額 

（１）共同募金実績額     ４８３,６８２,９５１円 

①一般募金実績額   481,705,147 円 

戸別募金 337,453,419 円 法人募金 59,150,171 円 

学校募金  9,988,742 円 職域募金  7,790,804 円 

街頭募金  16,811,390 円 バッジ募金 45,855,500 円 

その他   4,655,121 円 

 

②テーマ型募金実績額  1,977,804 円 

岸和田地区募金会において、平成２９年１月から３月にかけて「地域の子ども

たちの居場所づくり」をテーマに募金活動を行った。 

 

（２）歳末たすけあい実績額  １７３,７３８,９８６円 

①ＮＨＫ歳末たすけあい  29,078,726 円 

 

②地域歳末たすけあい   144,660,260 円 

 

合  計(１)＋(２)       ６５７,４２１,９３７円 
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４．募金活動 

１０月１日から大阪府内全域で一斉に募金運動を展開した。 

本会ではディアモール大阪の『ディーズスクエア』にてオープニングセレモニーを実

施した。府内各市区町村においても、地区募金会役職員をはじめ、市区町村長、各種関

係団体役職員の奉仕による街頭募金が行われたことをスタートとして、募金ボランティ

アのご尽力と府民の温かいご協力をいただきながら、３ヶ月間にわたる募金活動を実施

し、１２月末日をもって終了した。 

また、岸和田地区募金会においては、平成２９年１月から３月にかけて「地域の子ど

もたちの居場所づくり」をテーマに募金活動を実施した。 
 

（１）活動方法 

戸別、法人、学校、職域、街頭、バッジ、その他募金（プリペイドカード募金、

インターネット寄付等） 
 

（２）運動資材の製作・普及 

・各地区募金会の実状に即して必要な募金・広報資材を製作配布した。 

（15 頁、別表１参照） 

・中央共同募金会制作の募金資材「図書カード」、「クオカード」の頒布を推進した。 
 

（３）法人による募金協力 

イオン株式会社及び株式会社オークワの各店舗にご協力いただき、店舗での街頭

募金や募金箱設置等を行い、一定の成果をあげた。 

また、企業への各種の働きかけ（共同募金 70 年にちなみ、創業 70 年を迎える企

業に対し寄付等を依頼、また、これまで同様、大阪市内向けにダイレクトメールに

よる本会会長と大阪商工会議所会頭連名の協力依頼やドナーチョイス「配分メニュ

ー選択寄付」実施、イベント等による社会貢献募金の周知等）を行った。 
 

（４）卓上募金箱増設及び継続実施 

地域に密着した会社・店舗等への卓上募金箱の年間設置を推進した。 
 

（５）共同募金協力型自動販売機の設置促進 

共同募金協力型自動販売機の設置を積極的に推進した。 

（平成２９年３月末現在 ７２台設置） 
 

（６）ハートフルバナー募金 

本会ホームページのトップページにハートフルバナー募金枠を設け、募金への協

力を求めた。（平成２９年３月末現在 ７社掲載） 
 

（７）社会福祉協議会・社会福祉施設・社会福祉団体への募金及び広報協力の依頼 

ポスターの掲出、募金箱の設置、プリペイドカード

及び記念バッジの頒布等について協力を要請した。 
 

（８）四天王寺境内での街頭募金活動 

四天王寺境内において、街頭募金及び広

報啓発活動を実施した。(平成 28 年 10 月 21 日) 
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５．広報活動 

運動の気運醸成を図り、府民の幅広い協力を得るため、広報活動を積極的に推進した。 
 

（１）共同募金運動オープニングセレモニー（１０月１日） 

ディアモール大阪の『ディーズスクエア』において実施。 

・募金開始の呼びかけ 

（本会会長、大阪府副知事・大阪市副市長、

大阪市会議長） 

・厚生労働大臣のメッセージの披露 

全日空機により運ばれた厚生労働大

臣のメッセージが第一便客室乗務員に

よって届けられ、その場で披露された。 

・寄付金の受領 

大阪市街地開発㈱、大阪地下街㈱、南海電気鉄道㈱、近鉄グループホールディ

ングス㈱の各社から受領した。 

・共同募金受配者による寄付者へのありがとうメッセージ 

・街頭募金の実施 

ゲストボランティアの渡邉みさきさん（サッカーＪリーグ「セレッソ大阪」応

援ナビゲーター）による募金活動開始宣言を皮切りに、谷村美月さん（ＮＨＫ連

続テレビ小説「べっぴんさん」出演者）をはじめ、参加者が全員で街頭募金及び

啓発活動を実施した。 
 

（２）報道機関、公共交通機関及び行政機関等への協力依頼の実施 

ＮＨＫ、民放テレビ、ラジオ、大型ビジョン等へスポット放映・放送を依頼。大

阪府政記者会・大阪市政記者クラブ・堺市政記者クラブを通じ在阪新聞各社に対し

て報道依頼を行った。また、全日空、ＪＲ西日本ほか民営鉄道各社等の公共交通機

関及び関係行政機関等へ赤い羽根の着用、ポスターの掲示等の広報協力を依頼した。 
 

（３）機関紙「大阪府共同募金会だより」の発行 

府下の全世帯に回覧ができるよう約２０万部発行した。 
 

（４）ホームページ「赤い羽根おおさか」の充実とホームページの周知 

配分申請情報、配分金による事業紹介、各種補助金情報の他、募金・広報・配分

についての 新情報を随時提供した。 

また、「赤い羽根おおさかブログ」でも情報提供を

行った。 
 

ホームページ：http://www.akaihane-osaka.or.jp 

ブ  ロ  グ：http://akaihaneosaka.blog.fc2.com/ 

 

（５）赤い羽根データベース「はねっと」により全国の配分情報提供の周知につとめた。 

 

ＵＲＬ http://hanett.akaihane.or.jp 
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（６）広報ポスターの作成 

平成２８年度の広報ポスターは、「ひとりひとりの愛（そ

の象徴が赤い羽根）で、心の花を育てていく」というコン

セプトで、デザインされました。 

このポスターは、本会独自で作成し、近畿の他府県でも

採用された。（ポスター作者：大阪芸術大学 デザイン学科 

田中麻依さん） 

 

 

（７）記念バッジ図案の募集 

近畿府県共同募金会合同で 70 年記念バッジデザインを

広く一般公募し、審査の結果、３３５点の応募の中から、

奈良県の高校生、森本帆南さんの作品に決定した。 

採用作は、ホームページ・機関紙等で発表された。 

 

 

（８）配分を受けた社会福祉施設・社会福祉団体・社会福祉協議会による周知広報 

受配者が、それぞれの周知広報計画を立案し、配分金の活用について、住民向け

広報を実施した。 

 

（９）配分施設等の訪問 

調査指導部会活動として、部会委員が配分を受けた施設、団体、社会福祉協議会

を訪問し、共同募金の活用状況の調査、住民への公表等の指導を行っている。訪問

にあたっては、配分金事業を一般市民にご理解いただくため、同行参加者を公募し、

１１月７日（Ａグループ）、９日（Ｂグループ）、１４日（Ｃグループ）、２４日（Ｄ

グループ）の４日間にわたり見学訪問を実施した。（本会参加委員延べ２６名、一般

参加者延べ５名） 

・Ａグループ（河南町） 

河南町社会福祉協議会 

軽費老人ホーム河南荘（軽費老人ホーム） 

・Ｂグループ（大阪市西淀川区） 

大阪市西淀川区社会福祉協議会 

西淀川発達支援センターたんぽぽ（生活介護） 

・Ｃグループ（交野市） 

交野市社会福祉協議会 

倉治保育園（保育園） 

・Ｄグループ（大阪市西区・中央区） 

大阪市西区社会福祉協議会（大阪市西区） 

児童虐待防止協会（社会福祉団体）（大阪市中央区） 

平成28年度記念バッジ 

平成28年度ポスター 
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（10）機関紙への記事掲載協力 

大阪府社会福祉協議会機関誌「福祉おおさか」へ 

“もっと知りたい・知らせたい使途紹介シリーズ”は毎月掲載。 

大阪市社会福祉協議会機関誌「大阪の社会福祉」へ 

大阪ボランティア協会機関誌「Ｖｏｌｏ」へ 

 

６．その他 

（１）共同募金の実施期間の告示 

「１０月１日～３月３１日」 

厚生労働省告示第３３３号(平成２８年９月５日付) 

 

（２）税制上の優遇措置の告示 

指定寄付金・特定寄付金としての承認 

財務省告示第２８３号(平成２８年９月３０日付) 

個人住民税の寄付金控除に係る承認 

総務省告示第３７４号(平成２８年９月３０日付) 
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Ⅱ 配  分 

配分委員会の審議を経て、次のとおり配分を決定し、「平成２８年度大阪府共同募金会配分

報告書」にまとめた。 

１．共同募金 

①一般募金 （ ）内は配分件数 

（１）広域福祉事業       167,125,375 円 

・社会福祉施設    （34）   38,419,000 円 

軽費老人ホーム     （３）  5,100,000 円 

障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ・障がい者支援施設  （15）  17,437,000 円 

福祉型障がい児入所施設   （２）  4,000,000 円 

生活困難者に対する支援相談事業  （１）    75,000 円 

保育所、幼保連携型認定こども園  （13）  11,807,000 円 

・社会福祉団体    （29）   19,931,000 円 

・物品寄付     （３）     17,884 円 

・大阪府・大阪市社会福祉協議会  （２）   25,000,000 円 

・各種援護資金    （１）   1,000,000 円 

・災害等準備金       19,700,000 円 

・募金運動推進費及び分担金      63,057,491 円 

（２）地域福祉事業       336,448,137 円 

・市区町村社会福祉協議会   （66）  305,234,592 円 

地域配分金      251,271,504 円 

その他特別配分       53,963,088 円 

・地区共同募金運動推進費      31,213,545 円 

  【 合 計 】(1)＋(2)       503,573,512 円   
（過年度配分金戻入 7,629,365 円、災害等準備金取崩し 11,400,000 円、過年度取崩し配分金戻入

2,839,000 円を含め配分した。） 

②テーマ型募金 

  ・岸和田市社会福祉協議会       2,741,474 円   
（過年度テーマ型募金配分金戻入 763,670 円を含め配分した。） 

  【 合 計 】①＋②       506,314,986 円   
 

２．ＮＨＫ歳末たすけあい 

社会福祉施設入居者支援配分     5,832,000 円 

社会福祉団体支援配分     13,929,000 円 

重点支援事業配分       7,200,000 円 

歳末特別配分       1,211,000 円 

社会福祉施設整備費      3,600,000 円 

運動推進費        1,139,374 円 

  【 合 計 】      32,911,374 円   

（過年度配分金戻入 3,832,648 円を含め配分した。） 
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３．地域歳末たすけあい 

在宅・施設入居者への贈呈事業費    23,872,039 円 

地域福祉・在宅福祉サービス事業費    76,438,125 円 

翌年度在宅・施設入居者への贈呈事業費及び 

翌年度地域福祉・在宅福祉サービス事業費等   39,693,758 円 

運動推進費         4,656,338 円 

  【 合 計 】      144,660,260 円   

 

  《 総 計 》（１.＋２.＋３.）       683,886,620 円   

 

〇共同募金・ＮＨＫ歳末たすけあい募金配分金決定通知書交付式 

平成２９年４月１１日（火）大阪府社会福祉会館にて、配分金決定通知書交付式を開

催し、平成２９年３月に配分決定した５６の社会福祉団体・施設に配分金決定通知書を

交付した。 

 

Ⅲ その他の事業 

１．共同募金運動７０年記念事業 

（１）記念大会 

平成２８年１１月１６日（水）大阪国際交流センターにて、大阪府社会福祉協議

会設立６５周年記念、共同募金運動創設７０年記念「平成２８年度大阪府社会福祉

大会」を共催し、本会会長名の“表彰状”並びに“感謝状”の贈呈を行った。 

（２）記念誌の発行 

共同募金運動７０年記念誌１５００冊を記念大会にあわせ発行した。 

 

２．顕彰等 

（１）褒章条例による行賞の申請 

（２）厚生労働大臣感謝盾及び感謝状贈呈候補者の推薦 

（３）中央共同募金会長感謝状の申請 

（４）全国社会福祉大会表彰候補者の推薦 

 

３．共同募金以外の寄付金 

（１）受配者指定寄付金 

特定・指定寄付金審査委員会(第１１０回～第１１５回委員会)を開催し、厚生労

働省通知の「特定寄付金及び指定寄付金取扱基準」及び「共同募金以外の寄付金取

扱基準」の規定に基づき、大阪府共同募金会が受け入れる寄付金（共同募金による

ものを除く）の配分計画が、所得税法上の特定寄付金、法人税法上の指定寄付金、

地方税法の個人住民税にかかる寄付金として趣旨に適合しているか否かを審査する

とともに、必要に応じて、中央共同募金会の審査を受け、受入と配分を行った。（審

査承認案件は、別表２のとおり） 
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（２）その他の寄付金 

①河原林富美福祉基金（別表 3-1、3-2） 

②その他の寄付金（別表４） 

 

４．各種補助金・助成金の推薦業務 

次の事業について、受配者の推薦等の業務を行った。（別表５） 

中央競馬馬主社会福祉財団助成金（12 法人 12,950,000 円） 
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Ⅳ 本会の運営・管理 

 

１．会  議 

（１）理 事 会 

平成２８年 ５月２６日  平成２７年度事業報告認定に関する件 

平成２７年度決算認定に関する件 

平成２７年度共同募金の配分決定に関する件 

副会長の選任（補充）に関する件 

評議員並びに参与の選任（補充）に関する件 

配分委員の選任（補充）に関する件 

髙木正博氏、坂井勉氏の選任を決定した。 

社会福祉法人大阪府共同募金会定款の一部改正に関する件 

社会福祉法人大阪府共同募金会特定個人情報取扱規程

の制定に関する件 

 

平成２８年 ８月 １日  平成２８年度大阪府共同募金目標額決定に関する件 

大阪府共同募金配分予定に関する件 

副会長の選任（補充）に関する件 

評議員の選任（補充）に関する件 

配分委員の選任（補充）に関する件 

大橋章夫氏、島田まり氏、三宅達也氏の選任を決定した。 

 

平成２８年１０月１７日  評議員並びに参与の選任（補充）に関する件 

次期評議員の選任に関する件 

次期参与の推薦に関する件 

社会福祉法人大阪府共同募金会就業規則の改正に関する件 

 

平成２８年１２月 ６日  会長及び副会長の選任に関する件 

会長に乾 繁夫氏を選任した。 

副会長に清水弘氏、松永次郎氏、高岡武氏、福井紀

夫氏、宮川晴美氏の５氏を選任した。 

評議員並びに参与の選任（補充）に関する件 

配分委員の選任に関する件 

社会福祉法人大阪府共同募金会定款の改正に関する件 

その他 

（１）常務理事の指名について 

（２）会長職務代理者の指名について 

（３）専門部会委員の委嘱について 
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平成２９年 ２月２１日  社会福祉法人大阪府共同募金会定款実施細目の改正に

関する件 

社会福祉法人大阪府共同募金会評議員選任・解任委員

会運営細則の制定に関する件 

社会福祉法人大阪府共同募金会運営協議会設置規程の

制定に関する件 

評議員選任・解任委員会委員の選任に関する件 

家常惠氏、岩村昇氏、津野紀代志氏、坂田龍彦氏の

４氏を選任した。 

評議員候補者の推薦に関する件 

参与の選任（補充）に関する件 

 

平成２９年 ３月２７日  平成２９年度事業計画に関する件 

平成２９年度資金収支予算に関する件 

平成２８年度共同募金の配分決定に関する件 

参与の選任（補充）に関する件 

社会福祉法人大阪府共同募金会役員等報酬規程の制定

に関する件 

社会福祉法人大阪府共同募金会委員会等の委員に係る

費用弁償規程の制定に関する件 

社会福祉法人大阪府共同募金会諸規程の整備に関する件 

（２）評 議 員 会 

平成２８年 ５月２６日  平成２７年度事業報告認定に関する件 

平成２７年度決算認定に関する件 

平成２７年度共同募金の配分決定に関する件 

理事の選任（補充）に関する件 

宮川晴美氏、勇照明氏の選任を決定した。 

配分委員の選任（補充）に関する件 

髙木正博氏、坂井勉氏の選任を決定した。 

社会福祉法人大阪府共同募金会定款の一部改正に関する件 

社会福祉法人大阪府共同募金会特定個人情報取扱規程

の制定に関する件 

 

平成２８年 ８月 １日  平成２８年度大阪府共同募金目標額決定に関する件 

大阪府共同募金配分予定に関する件 

理事の選任（補充）に関する件 

配分委員の選任（補充）に関する件 

大橋章夫氏、島田まり氏、三宅達也氏の選任を決定した。 
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平成２８年１１月１７日  役員の選任に関する件 

（１）理事の選任について 

（２）監事の選任について 
 

平成２８年１２月 ６日  理事の選任（補充）に関する件 

山内稔氏の選任を決定した。 

配分委員の選任に関する件 

社会福祉法人大阪府共同募金会定款の改正に関する件 
 

平成２９年 ２月２１日  社会福祉法人大阪府共同募金会定款実施細目の改正に関する件 

社会福祉法人大阪府共同募金会運営協議会設置規程の

制定に関する件 
 

平成２９年 ３月２７日  平成２９年度事業計画に関する件 

平成２９年度資金収支予算に関する件 

平成２８年度共同募金の配分決定に関する件 

社会福祉法人大阪府共同募金会役員等報酬規程の制定

に関する件 

社会福祉法人大阪府共同募金会委員会等の委員に係る

費用弁償規程の制定に関する件 

社会福祉法人大阪府共同募金会諸規程の整備に関する件 
 

（３）監 事 会 

平成２８年 ５月１１日  平成２７年度会計決算について 

平成２８年１１月２４日  平成２８年度募金開始前の会計について(書面) 

平成２９年 ２月１３日  平成２８年度一般募金締切期の会計について（書面） 
 

（４）配分委員会 

平成２８年 ７月１２日  平成２８年度大阪府共同募金配分予定に関する件 

平成２８年度河原林富美福祉基金配分案審議に関する件 

平成２７年度(第６５回)ＮＨＫ歳末たすけあいによる 

「平成２８年度ＮＨＫ歳末特別配分事業募集要領」

(案)について 
 

平成２８年１０月１７日  平成２８年度・第２回河原林富美福祉基金配分案審議

に関する件 
 

平成２９年 ３月 ８日  配分委員会委員長の互選に関する件 

災害等準備金の拠出に関する件 

平成２８年度大阪府共同募金配分案審議に関する件 

平成２９年度河原林富美福祉基金配分申請要項(案)について 

平成２９年度募金による平成３０年度配分事業にむけて 
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（５）第４０回運動推進特別委員会 

平成２８年 ４月２０日  平成２８年度共同募金運動について 

 

（６）専門部会・各種委員会 

①企画広報部会 

平成２８年 ５月１１日 平成２８年度広報活動計画に関する件 

平成２８年度共同募金記念バッジデザイン選定に関する件 

②募金推進部会 

平成２８年 ６月２０日 平成２８年度共同募金目標額の募金推進部会案設定に

ついて 

平成２８年度共同募金の増強について 

③調査指導部会 

平成２８年１１月７日・９日・１４日・２４日 平成２８年度配分事業現地調査の実施 

（１１月 ７日） 河南町社会福祉協議会、軽費老人ホーム河南荘 

（１１月 ９日） 大阪市西淀川区社会福祉協議会､ 

西淀川発達支援センターたんぽぽ 

（１１月１４日） 交野市社会福祉協議会、倉治保育園 

（１１月２４日） 大阪市西区社会福祉協議会、児童虐待防止協会 

 

④そ の 他 

・特定・指定寄付金審査委員会 

第１１０回～第１１５回委員会を次のとおり開催した。 

（平成２８年８月９日、９月１２日、１０月１１日、１１月１０日、 

１２月８日、平成２９年２月１３日） 

・ＮＨＫ歳末たすけあい配分審査会 （平成２９年２月２８日） 

・公益補助事業要望にかかる推薦委員会 

（中央競馬馬主社会福祉財団関係、平成２８年５月６日） 

 

（７）そ の 他 

各種会議を開催又は参加した。 

・平成２８年度新任研修会並びに共同募金事務担当者打合せ会(平成２８年６月２７日) 

・地区募金会事務長会(平成２８年８月３日、平成２９年１月１７日、平成２９年

３月１日) 

募金運動の実施細目の打合せ、社会福祉法改正に伴う協力依頼、募金結果の報告

を行う。 

 

以上のほか、運動推進のため中央共同募金会の主催する理事会、評議員会、都道府県共

同募金会常務理事・事務局長連絡協議会等に参加。また、近畿府県共同募金会常務理事・

事務局長連絡協議会、中央競馬馬主社会福祉財団助成金目録贈呈式等にも参加した。 
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２．関係法令、定款、諸規定等に基づく諸手続 

（１）法 人 監 理 

大阪市長あて社会福祉法人現況報告書等を提出 （平成２８年６月３０日） 

 

（２）公     告 

平成２８年度共同募金計画 （平成２８年８月１日付） 

本会並びに地区募金会事務所前に掲出するとともに、官報に公告した。 

 

（３）資産の管理 

資産総額の変更登記（平成２８年５月３０日） 

（平成２８年３月３１日現在、正味財産 ４４８，５７１，１１２円） 

 

（４）会 計 調 査 等 

平成２８年度決算について、公認会計士による調査（平成２９年４月２７日）を

実施したほか、平成２８年度募金開始前の各会計並びに平成２８年度一般募金締切

り期の各会計についても、指導を受けた。 
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（別表１） 

平成２８年度共同募金 募金・広報資材一覧 

 

資  材  名 数  量 資  材  名 数  量

寄付依頼状 14,971 枚 ☆募金箱（クリア型） 41 個

連名依頼状 1,531 組 ☆募金箱（スモーク型） 44 個

戸別領収書 71,741 冊 ☆募金箱（職域向け） 575 個

地区領収書 1,106 冊 ☆車両用マグネットステッカー 44 枚

封筒募金用袋 285,610 枚 ☆募金箱用ちらし 3,261 枚

学校用募金袋 392,970 枚 ☆企業向けパンフレット 4,005 冊

小学・中学・高校生向リーフレット 394,130 枚 ☆一般向けパンフレット 15,785冊

壁新聞 7,939 枚 ☆学校募金ハンドブック 2,227 冊

募金箱（紙） 3,859 個 ☆赤い羽根協力店シール 2,601 枚

封印紙 3,322 ｼｰﾄ ☆募金ボランティア用名札 300 枚

赤い羽根（ピン） 219,150 本 ☆ＣＤ（街頭向け） 10 枚

赤い羽根(シール) 
2,031,100

本
☆たすき 65 本

委嘱状 8,580 枚 ☆腕章 10 枚

ボランティアバッジ 6,562 個 ☆のぼり 34 本

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の手引 35,778 冊 ☆スタッフジャンパー 17 枚

ご存じですか 57,564 枚 ☆街頭募金用ティッシュ 66,000個

共同募金会だより 187,509 枚 ☆バルーンセット（Ａ・Ｂ・Ｃ） 10 ｾｯﾄ

振込用紙 3,799 枚 ☆70 周年ロゴステッカー 115 枚

募金箱協力者用礼状 2,167 枚 ※ドラえもんワッペン 16,330個

学校用礼状 1,205 枚 ※ドラえもん下敷き 1,750 枚

ポスター（Ｂ３） 25,500 枚 ※ドラえもんしおり 100 枚

ミニポスター（Ｂ４） 17,140 枚 ※赤い羽根ボールペン 5,238 本

☆ポスター（Ｂ２） 126 枚 ※70周年記念シャープペンシル 4,215 本

☆募金箱（街頭肩掛け） 67 個 ※メモ帳 3,055 冊

☆募金箱（ドラえもん） 17,922 個 ※赤い羽根クリアファイル 3,960 枚

☆募金箱（スタンド式） 4 個 （☆有料資材、※ボランティア記念品用

有料資材） ☆募金箱（キャラクター型） 62 個
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共同募金以外の寄付金収支一覧表 

 

 

（１）平成２８年度特定・指定寄付金収入・支出一覧表      （別表２） 

寄 付 者 名 
寄付金額

(円) 
受配者名・使途 

配分金額

(円) 

審査事務費

等(円) 

孫 徳弘 15,408,163
（福）千歩会 

（特別養護老人ホームの建築に係る設計監理費） 
15,000,000 408,163

(株)メディコン

フィア 
11,537,196

（福）大阪光風会 

（特別養護老人ホームの整備に係る金融機関借入金償還財源）
11,206,453 330,743

(株)ＶＡプロジ

ェクト 
100,000,000

（福）陽光福祉会 

（特別養護老人ホーム建設に係る設計監理費・建築費）
98,400,000 1,600,000

(株)アドミニ 41,138,029

（福）ウエル清光会 

（特別養護老人ホーム建設に係る福祉医療機構借入金償還財源） 
1,487,000 

922,760

（福）ウエル清光会 

（特別養護老人ホーム建設に係る福祉医療機構借入金償還財源） 
38,728,269 

(株)サエラ 174,436,180
（福）ウエル清光会 

（特別養護老人ホーム建築に係る建築工事費） 
172,464,000 1,972,180

アンドライフサ

ービス(株) 
231,326,633

（福）健徳会 

（特別養護老人ホーム建設に係る用地の現物寄付） 
179,000,000 

2,256,633

（福）健徳会 

（特別養護老人ホーム建設に係る建築費・設計監理費）
50,070,000 

医療生協かわち

野生活協同組合 
137,788,944

（福）かわち野福祉会 

（特別養護老人ホーム建設に係る建築費・設計監理費）
191,000,000 

1,788,944

(有)大阪ヘルス

ケアープラン 
35,816,326 816,326

(有)大阪ファイン 20,510,204 510,204

泉南生活協同組合 1,878,762
（福）野のはな 

（障害者福祉施設建築に係る福祉医療機構借入金償還財源） 
1,822,400 56,362

(株)パーム 82,000,000
（福）大和福寿会 

（特別養護老人ホームの建築費） 
80,580,000 1,420,000
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（一般社団法人）

大阪福祉防犯協会 

979,381 
（福）大阪水上隣保館（※） 

（情緒障害児短期治療施設の車両購入費） 
950,000 29,381

979,381 
（福）救世軍社会事業団（※） 

（児童養護施設の車両購入費） 
950,000 29,381

979,381 
（福）イエス団 

（乳児院の設備整備工事費） 
950,000 29,381

979,381 
（福）大阪福祉事業財団（※） 

（児童養護施設の面格子設置工事及び既存建具鍵改修工事） 
950,000 29,381

979,381 
（福）三ケ山学園（※） 

（児童養護施設の電話設備更新費用） 
950,000 29,381

979,381 
（福）高津学園（※） 

（児童養護施設の空調入替工事費） 
950,000 29,381

979,381 
（福）みおつくし福祉会（※） 

（児童養護施設の備品整備費） 
950,000 29,381

979,381 
（福）海の子学園（※） 

（児童養護施設の備品整備費） 
950,000 29,381

979,381 
（福）愛徳福祉会（※） 

（児童発達支援センターの物品購入費） 
950,000 29,381

979,381 
（福）聖家族の家（※） 

（情緒障害児短期治療施設の備品購入費） 
950,000 29,381

979,381 
（福）田島童園（※） 

（児童養護施設の器具購入費） 
950,000 29,381

979,381 
（福）慶徳会（※） 

（地域小規模児童養護施設の車両購入費） 
950,000 29,381

979,381 
（福）こころの家族（※） 

（特別養護老人ホームのデイサービスの車両購入費） 
950,000 29,381

合 計 864,572,390  852,108,122 12,464,268

上記は、本会が２８年度に取扱った特定・指定寄付金収入と配分の一覧である。これらは、本会特定・指定寄付金

審査委員会で審査の上、中央共同募金会で再度審査し財務省の承認を受けたものである。（※は本会審査のみ） 

審査事務費等は、本部サービス区分に繰り出し、収入とした。 
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（２）その他の寄付金 

①河原林富美福祉基金 

・ボランティア活動支援事業         （別表3-1） 

団体名 所在地 配分金(円) 使    途 

ふれあいガーデニングボランティアクラブ 
大阪市 

中央区 
42,000 花づくりに必要な資材の購入 

点字サークルイング 
大阪市 

生野区 
23,000 点訳に必要な資材の購入 

介護の応援 ひとの駅・神石 
堺 市 

堺 区 
50,000 プロジェクターの購入 

(N)園芸医療法研究会西日本（※） 伊丹市 50,000 ホームページのリニューアル 

4件  165,000  

※所在地は、伊丹市ですが、大阪府内で活動している団体です。 

 

・社会福祉協議会への地域福祉活動促進事業（軽自動車配分）   （別表3-2） 

社会福祉協議会名 配分金(円) 使    途 

(福)大阪市浪速区社会福祉協議会 800,000 軽自動車整備[増車] 

(福)大阪市東成区社会福祉協議会 800,000 福祉軽自動車整備[更新] 

(福)堺市社会福祉協議会 800,000 軽自動車整備[更新] 

(福)吹田市社会福祉協議会 765,000 軽自動車整備[更新] 

(福)泉佐野市社会福祉協議会 800,000 軽自動車(トラック)整備[増車] 

(福)富田林市社会福祉協議会 800,000 軽自動車整備[更新] 

(福)松原市社会福祉協議会 800,000 軽自動車整備[更新] 

(福)阪南市社会福祉協議会 800,000 軽自動車整備[更新] 

8件 6,365,000  

 

②その他の寄付金           （別表４） 

寄付者名 寄付金額(円) 使  途 配分金額(円) 

プロゴルフ競技会「Hitachi 3 

Tours Champipnship2016」 
200,000 社会福祉施設の備品購入費 200,000

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレ

ーＰＢ証券(株) 
351,940 社会福祉施設のホリデーギフト招待費 351,940

関西遊技機商業協同組合 194,000 社会福祉施設の備品購入費 194,000
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各種補助金・助成金の推薦業務 

（別表５） 

中央競馬馬主社会福祉財団助成金（12 法人 12,950,000 円） 

法人名／施設名 施設種類 
施設 

所在地 
助成額(円) 事業内容 

(福)恵福祉会 

さかえ保育園 
保育所 

大 阪 市

東淀川区
1,100,000 冷暖房設備更新工事 

(福)泉州三和会 

五ヶ荘保育園 
幼保連携型認定こども園 

堺市 

北区 
1,260,000 冷暖房設備更新工事 

(福)能勢福祉会 

北大阪明月荘 
軽費老人ホーム 

豊能郡 

能勢町 
1,350,000 屋上防水改修工事 

(福)いずみさつき会 

やよい園 

生活介護、 

就労継続支援Ｂ(障) 
和泉市 1,540,000 

外壁補修、 

屋上防水改修工事 

(福)白水福祉会 

三原台こども園 
幼保連携型認定こども園 

堺市 

南区 
780,000 食器消毒保管庫 

(福)かたの福祉会 

ワークハウスやわらぎ 
就労継続支援Ｂ(障) 交野市 540,000 

ブルーベリー溶液栽培設備

設置工事 

(福)ハートフル大東 

ハートフル大東 

生活介護、 

就労継続支援Ｂ(障) 
大東市 740,000 エレベーター改修工事 

(福)ロザリオ福祉会 

愛育保育園 
保育所 

大阪市 

城東区 
1,200,000 冷暖房設備更新工事 

(福)みつわ会 

みつわファクトリー 
就労継続支援Ｂ(障) 寝屋川市 660,000 運搬用車両 

(福)息吹 

あっとほーむ 
就労継続支援Ｂ(障) 箕面市 1,280,000 送迎・運搬用車両 

(福)ひまわり園 

ひまわり園 

生活介護、 

就労継続支援Ｂ(障) 
羽曳野市 1,280,000 運搬用車両 

(福)シャローム 

ケアハウス セットンの家
軽費老人ホーム 

堺市 

南区 
1,220,000 福祉車両 

合  計 
 

12 件 12,950,000 
 

 


