平成３０年度大阪府共同募金会事業報告
平成３０年度共同募金運動については、近年さまざまな自然災害が続くなか、大阪
府内でも地震や台風などによる災害に見舞われ、多くの支援が必要となり、共同募金
を取り巻く環境は非常に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６４０，７６９，９９３円の実績となりました。
前年度と比較いたしますと１６，３１０，９６６円減少しましたが、これは、大口寄
付の増加はあったものの、一般募金の約７割を占める戸別募金が逓減傾向にあり、ま
た、台風等により街頭募金が実施できなかったことも減少の要因と思われます。
なお、昨年に引き続き岸和田地区募金会では、
「地域の子どもたちの居場所づくり」、
住吉地区募金会では「子ども食堂の支援・学習支援」、今年度新たに松原地区募金会
では、「子ども食堂等、子どもの居場所への支援」をテーマにした募金活動（平成
３１年１月～３月）に取り組み２，８０７，５８６円の実績をあげております。
平成３０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「障害児・者を支援する事業」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。なお、受配者へは、共同募金配分金の趣旨や配分金事業への寄付者の期待な
どを十分に理解してもらうため、配分金決定通知書の交付式を実施しました。また、
配分事業へ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。その他、年間を通じた情報を提
供するホームページ「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」の充実と周知に取り組んだところです。
平成３０年は大阪府北部地震の発生により災害救助法適用市町の災害ボランティア
センターを設置した社会福祉協議会に対して、災害等準備金を取崩し、設置運営の支
援を行いました。また、台風２１号においては、災害救助法が適用されなかったこと
から、災害ボランティアセンターを設置した社会福祉協議会に対し、緊急配分金積立
金を取崩し、必要な支援を行いました。各地域で発生した大雨や台風等の災害義援金
や熊本地震義援金に関しては、中央共同募金会と連携のうえ義援金の募集に努めまし
た。
以下、平成３０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３０年１０月１日(月)～平成３１年３月３１日(日)

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３０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

②地域福祉目標額

１億８千５０万円

本部目標額

１千５百万円

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
②地域歳末たすけあい目標額
合

地区目標額

計(１)＋(２)

６千万円
１億８千万円

８億５千万円

３．募金実績額
（１）共同募金実績額

４６５,６２１,９５５円

①一般募金実績額

462,814,369 円

戸別募金

323,317,317 円

法人募金

56,422,476 円

学校募金

10,375,746 円

職域募金

6,368,506 円

街頭募金

18,832,741 円

バッジ募金

その他

42,612,000 円

4,885,583 円

②テーマ型募金実績額

2,807,586 円

平成３１年１月から３月にかけて、住吉地区募金会は、「子ども食堂の支援・学
習支援」、岸和田地区募金会は、「放課後のこどもの居場所づくりと食事の提供」、
松原地区募金会は、「子ども食堂等、子どもの居場所への支援」をテーマに募金活
動を行った。
（２）歳末たすけあい実績額
①ＮＨＫ歳末たすけあい
②地域歳末たすけあい
合

計(１)＋(２)

１７５,１４８,０３８円
39,306,013 円
135,842,025 円
６４０,７６９,９９３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。
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、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・住吉地区募金会・松原地区募金会においては、平成３１年
１月から３月にかけてテーマ型募金を実施した。
（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。
（１３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 NEXT」、「クオカード」の頒布を推進
した。
（３）法人による募金協力
イオングループ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、ドナーチョイス「配分メニュー選択寄付」を実施し、イベント等による社
会貢献募金の周知等も行った。
（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３１年３月末現在 ８６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３１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 30 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』において実施予定だったが、台風２４
号接近のため中止となった。
（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１９万部発行した。
（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
についての最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

（６）広報ポスターの作成
平成３０年度の広報ポスターは、大阪府共同募金会
製作のオリジナルポスターで、
「あたたかい気持ち」を
キャッチコピーとして、デザインされた。
（ポスター作者：大阪芸術大学 デザイン学科
ヨシムラモエカさん）

平成 30 年度ポスター

（７）記念バッジ図案の募集
近畿府県共同募金会合同で記念バッジデザインを広く一
般公募し、審査の結果、３５２点の応募の中から、大阪府
のグラフィックデザイナー、登野城 明さんの作品に決定
した。採用作は、ホームページ・機関紙等で発表された。
平成 30 年度記念バッジ
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（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２日（Ａグループ）、１６日（Ｂグループ）、２６日（Ｃグループ）、２８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２８名、一般
参加者延べ７名）
・Ａグループ（泉南郡岬町）
岬町社会福祉協議会
愛の家「きぼう」（福祉型障がい児入所施設）
・Ｂグループ（大阪市東住吉区）
大阪市東住吉区社会福祉協議会
湯里保育園（保育所）
・Ｃグループ（大阪市東成区・中央区）
大阪市東成区社会福祉協議会
いくの学園（民間ＤＶシェルター）（大阪市中央区）
・Ｄグループ（三島郡島本町）
島本町社会福祉協議会
作業所わくわく（障がい福祉サービス事業所（生活介護））
（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」
“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」
大阪市ボランティア情報センター情報誌「ＣＯＭＶＯ」
大阪ボランティア協会機関誌「Ｖｏｌｏ」

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３１５号(平成３０年９月３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２５１号(平成３０年９月２８日付)
個人住民税の寄付金控除に係る承認
総務省告示第３４３号(平成３０年９月２８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３０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

175,765,234 円

・社会福祉施設

（33）

軽費老人ホーム
障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ・障がい者支援施設

児童発達支援・放課後等デイサービス

38,804,000 円

（2）

1,276,000 円

（20）

26,727,000 円

(1)

1,840,000 円

隣保館

（1）

900,000 円

保育所、幼保連携型認定こども園

（9）

8,061,000 円

・社会福祉団体

（26）

19,434,000 円

・物品寄付配分

（10）

127,680 円

（2）

23,200,000 円

・大阪府・大阪市社会福祉協議会
・災害等準備金

19,300,000 円

・募金運動推進費及び分担金

74,899,554 円

（２）地域福祉事業

314,421,085 円

・市区町村社会福祉協議会

（66）

285,568,939 円

地域配分金

227,112,569 円

その他特別配分

50,378,883 円

テーマ型募金配分

8,077,487 円

・地区共同募金運動推進費
【

合

計

28,852,146 円

】(1)＋(2)

490,186,319 円

（過年度配分金戻入 6,941,901 円、災害等準備金取崩し 17,622,463 円を含め配分した。）

２．ＮＨＫ歳末たすけあい
社会福祉施設入居者支援配分

5,560,000 円

社会福祉団体支援配分

15,042,000 円

重点支援事業配分

7,200,000 円

歳末特別配分

1,500,000 円

社会福祉施設整備費

10,710,000 円

運動推進費
【

合

計

1,465,709 円
】

41,477,709 円

（過年度配分金戻入 2,171,696 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

22,868,345 円

地域福祉・在宅福祉サービス事業費

73,025,425 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
運動推進費
【

合

計

35,833,872 円
4,383,889 円

】

136,111,531 円
（繰越金等 269,506 円を含め配分した。）

《

総

計

》（１.＋２.＋３.）

667,775,559 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３１年４月４日（木）大阪社会福祉指導センターにて、配分金決定通知書交付式
を開催し、平成３１年３月に配分決定した社会福祉団体・施設のうち、５８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．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

２．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１１９回～第１２１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）
（２）その他の寄付金
①河原林富美福祉基金（別表３）
②その他の寄付金（別表４）

３．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（９法人
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13,630,000 円）

４．災害義援金の受け付け
地震・風水害等により災害救助法の適用を受けた国内の災害で、被災者の当面の生活支
援を目的とした「災害義援金」の受け付けを行った。
平成３０年大阪府北部地震義援金
６２，２６５，２４９円
他県分災害義援金
２１，１３７，２４３円

５．災害等準備金の取崩し
平成３０年６月１８日に発生した大阪府北部地震に伴い、災害救助法が適用された市町
のうち、災害ボランティアセンターを設置した社会福祉協議会（豊中市・吹田市・高槻市・
枚方市・茨木市・箕面市・摂津市）ならびに支援にあたった大阪府社会福祉協議会に対し、
災害等準備金を取崩し、設置・運営経費を支援した。（２，８７７，５３７円）

６．緊急配分金積立金の取崩し
平成３０年９月４日の台風２１号の接近に伴う被害については、災害救助法が適用され
なかったことから、災害ボランティアセンターを設置した社会福祉協議会（岸和田市・豊
中市・泉大津市・貝塚市・泉佐野市・富田林市・河内長野市・阪南市）に対し、緊急配分
金積立金をを取崩し、設置・運営経費を支援した。（１，０９７，７４１円）
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Ⅳ

本会の運営・管理

１．会
（１）理

議
事

会

平成３０年

５月２４日

平成２９年度事業報告認定に関する件
平成２９年度決算認定に関する件
平成２９年度共同募金の配分決定に関する件
評議員候補者の推薦に関する件
常務理事の報酬等に関する件
社会福祉法人大阪府共同募金会経理規程の改正に関する
件
社会福祉法人大阪府共同募金会規程の整備に関する件
第２６８回評議員会（平成３０年度定時評議員会）の開
催に関する件
会長の選任に関する件

平成３０年

７月２０日

平成３０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
テーマ型募金に係る平成３０年度配分決定に関する件
副会長の選任（補充）に関する件
評議員候補者の推薦に関する件
参与の選任（補充）に関する件
配分委員会委員の選任（補充）に関する件
池下 卓氏、寺戸月美氏、榎本幸子氏の選任を決定した。
理事の選任（補充）案に関する件
第２６９回評議員会の開催に関する件

平成３１年

３月１１日

平成３１年度事業計画に関する件
平成３１年度資金収支予算に関する件
平成３０年度共同募金の配分決定に関する件
評議員候補者の推薦に関する件
配分委員会委員の選任に関する件
評議員選任・解任委員会の選任（補充）に関する件
理事の選任（補充）案に関する件
理事の報酬等の総額案に関する件
社会福祉法人大阪府共同募金会配分委員会規程の改正に
関する件
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職員の育児・介護休業等に関する規程の改正に関する件
第２７０回評議員会の開催に関する件
平成３１年 ３月２５日

常務理事の選定に関する件（書面）
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（書面）

（２）評 議 員 会
平成３０年

６月１２日

平成２９年度事業報告認定に関する件
平成２９年度決算認定に関する件
平成２９年度共同募金の配分決定に関する件
理事の報酬等の総額に関する件
社会福祉法人大阪府共同募金会経理規程の改正に関する
件

平成３０年

７月３０日

平成３０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
テーマ型募金に係る平成３０年度配分決定に関する件
配分委員会委員の選任（補充）に関する件
池下

卓氏、寺戸月美氏、榎本幸子氏の選任を決定した。

理事の選任（補充）に関する件
平成３１年

３月２２日

平成３１年度事業計画に関する件
平成３１年度資金収支予算に関する件
平成３０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
配分委員会委員の選任に関する件
理事の報酬等の総額に関する件
社会福祉法人大阪府共同募金会配分委員会規程の改正に
関する件

（３）評議員選任・解任委員会
平成３０年

５月２４日

評議員の選任に関する件

平成３０年

７月２０日

評議員の選任に関する件

平成３１年

３月１１日

評議員の選任に関する件

（４）監

事

会

平成３０年

５月

９日

平成２９年度会計決算について

平成３０年１１月２１日

平成３０年度募金開始前の会計報告について(書面)

平成３１年

平成３０年１２月３１日現在の会計報告について（書面）

２月

７日
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（５）配分委員会
平成３０年

７月１０日

平成３０年度大阪府共同募金配分予定に関する件
平成３０年度河原林富美福祉基金配分案審議に関する件
平成２９年度(第６７回)ＮＨＫ歳末たすけあいによる
「平成３０年度ＮＨＫ歳末特別配分事業募集要領」(案)
について
テーマ型募金に係る平成３０年度配分決定について
災害等準備金の支出に関する件

平成３０年１０月２６日

平成３０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３１年

３月

１日

配分委員会委員長の互選に関する件
平成３０年度・第２回河原林富美福祉基金配分案審議に関す
る件
災害等準備金の支出に関する件
平成３０年度大阪府共同募金配分案審議に関する件
平成３１年度（２０１９年度）河原林富美福祉基金配分申請要
項（案）について
平成３１年度（２０１９年）募金による２０２０年度配分事
業にむけて

（６）運営協議会
平成３０年

８月２９日

平成３０年度（第７２回）共同募金運動に関する件

（７）第４２回運動推進特別委員会
平成３０年

４月１８日

平成３０年度共同募金運動について

（８）専門部会・各種委員会
①企画広報部会
平成３０年

５月１１日

平成３０年度広報活動計画に関する件
平成３０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３０年

６月２５日

募金推進部会委員長の互選について
平成３０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３０年度共同募金の増強について

③調査指導部会
平成３０年１１月２日・１６日・２６日・２８日 平成３０年度配分事業現地調査の実施
（１１月

２日）

（１１月１６日）

岬町社会福祉協議会、愛の家「きぼう」
大阪市東住吉区社会福祉協議会､湯里保育園
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④そ

の

（１１月２６日）

大阪市東成区社会福祉協議会、いくの学園

（１１月２８日）

島本町社会福祉協議会、作業所わくわく

他

・特定・指定寄付金審査委員会
第１１９回～第１２１回委員会を次のとおり開催した。
（平成３０年６月１１日、７月１０日、平成３１年２月７日）
・ＮＨＫ歳末たすけあい配分審査会

（平成３１年２月１８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３０年５月１日）
（９）そ

の

他

各種会議を開催又は参加した。
・平成３０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３０年７月２日)
・地区募金会事務長会(平成３０年８月８日、平成３１年３月６日)
募金運動の実施細目の打合せ、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。

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
（２）公

（平成３０年６月２７日）

告

平成２９年度共同募金結果

（平成３０年６月１２日付）

平成３０年度共同募金計画

（平成３０年７月３０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３０年６月１３日）
（平成３０年３月３１日現在、正味財産
（４）会

計

調

査

４２５，９３１，４２０円）

等

平成３０年度決算について、公認会計士による調査（平成３１年４月２３日）を
実施したほか、平成３０年度募金開始前の各会計並びに平成３０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３０年度共同募金

募金・広報資材一覧
（☆＝有料資材）

寄付依頼状

18,706 枚

連名依頼状

1,346 組

☆募金箱(職域向け)

570 個

戸別領収書

64,670 冊

☆車両用ﾏｸﾞﾈｯﾄｽﾃｯｶｰ

42 枚

地区領収書

1,116 冊

☆募金箱用ちらし

4,005 枚

封筒募金用袋

263,440 枚

☆ポスター(Ｂ２)

100 枚

学校用募金袋

395,750 枚

☆ポスター(Ｂ３横)

1 枚

小学生向けﾘｰﾌﾚｯﾄ

279,685 枚

☆ポスター（Ａ４）

4,610 枚

中学･高校生向けﾘｰﾌﾚｯﾄ

117,270 枚

☆企業向けパンフレット

3,505 枚

壁新聞

7,498 枚

☆一般向けパンフレット

16,695 枚

募金箱(紙)

3,138 個

☆学校募金ハンドブック

1,919 冊

封印紙

2,610 ｼｰﾄ ☆赤い羽根協力店シール

2,580 枚

☆ボランティア缶バッジ

0 個

赤い羽根(ピン)
赤い羽根(シール)

162,000 本
1,864,300 本

☆募金箱(スモーク型)

29 個

☆募金ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ用名札

180 枚
116 本

委嘱状

7,895 枚

☆たすき

ボランティアバッジ

4,715 個

☆腕章

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の手引き

31,890 冊

☆のぼり旗セット

20 本

ご存知ですか

52,764 枚

☆スタッフジャンパー

11 枚

ポスター(Ｂ３)

21,500 枚

☆はっぴ

ミニポスター(Ｂ４)

15,495 枚

☆街頭募金用ティッシュ

共同募金会だより

185,824 部

☆ﾊﾞﾙｰﾝｾｯﾄ(A･B･C)

0 本

2 枚
67,000 個
5 ｾｯﾄ

振込用紙

2,285 枚

☆ドラえもんワッペン

募金箱協力者用礼状

2,626 枚

☆ドラえもんｸﾘｱﾌｧｲﾙ

学校用礼状

1,126 枚

☆赤い羽根ボールペン

9,042 本

☆メモ帳

3,235 冊

☆赤い羽根ｸﾘｱﾌｧｲﾙ

2,500 枚

☆募金箱(街頭肩掛け)

155 個

☆募金箱(ドラえもん)

16,805 個

☆募金箱(スタンド式)

5 個

16,810 個
375 枚

☆赤い羽根マグネット

114 個
382 個

☆募金箱(ｷｬﾗｸﾀｰ型)

30 個

☆エコバッグ

☆募金箱(クリア型)

30 個

☆ドラえもんしおり
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0 枚

共同募金以外の寄付金収支一覧表

（１）平成３０年度特定・指定寄付金収入・支出一覧表
寄付金額
寄付者名

（別表２）
配分金額

審査事務費等

(円)

(円)

受配者名・使途
(円)
（福）健徳会

(株)藤井電器製作所

7,852,918

（地域密着型特別養護老人ホーム建設に係

7,617,331

235,587

19,599,294

502,026

950,000

29,381

950,000

29,381

950,000

29,381

950,000

29,381

950,000

29,381

950,000

29,381

950,000

29,381

950,000

29,381

950,000

29,381

35,766,625

1,002,042

る福祉医療機構借入金償還財源）
（福）野のはな
泉南生活協同組合

20,101,320

（高齢者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ等の整備に係る福祉医
療機構並びに金融機関借入金償還財源）
（福）奈佐原寮（※）

979,381
（児童養護施設の備品購入費）
（福）松柏会（※）
979,381
（児童養護施設の廊下扉設置工事）
（福）四天王寺福祉事業団（※）
979,381
（福祉型障害児入所施設の備品購入費）
（福）阪南福祉事業会（※）
979,381
（児童養護施設の防犯カメラ設置費）
（一社）

（福）みおつくし福祉会（※）
979,381

大阪福祉防犯協会

（母子生活支援施設の自転車置場屋根改修工事）
（福）四恩学園（※）
979,381
（乳児院の車両購入費）
（福）日本ヘレンケラー財団（※）
979,381
（福祉型障害児入所施設の設備修繕・備品購入費）
（福）慶徳会（※）
979,381
（児童養護施設の物品購入費）
（福）こころの家族（※）
979,381
（特別養護老人ホームの車両購入費）

合

計

36,768,667

上記は、本会が３０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。

- 14 -

（２）その他の寄付金
①河原林富美福祉基金

（別表３）

社会福祉協議会名

配分金(円)

使

途

(福)大阪市西区社会福祉協議会

800,000

軽自動車整備[更新]

(福)大阪市東淀川区社会福祉協議会

800,000

軽自動車整備[更新]

(福)大阪市城東区社会福祉協議会

800,000

軽自動車整備[更新]

(福)大阪市阿倍野区社会福祉協議会

800,000

福祉軽自動車整備[更新]

(福)岸和田市社会福祉協議会

800,000

軽トラック整備[更新]

(福)河内長野市社会福祉協議会

800,000

軽自動車整備[増車]

(福)門真市社会福祉協議会

800,000

軽自動車整備[更新]

7件

5,600,000

②その他の寄付金
寄付者名

（別表４）
寄付金額(円)

使

途

配分金額(円)

ハピネス・ハーク、羽曳野荘、田島童園

プロゴルフ競技会「Hitachi 3
Tours Champipnship2016」

600,000

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレ
ーＰＢ証券(株)

488,370

高津学園のホリデーギフト招待費

488,370

関西遊技機商業協同組合

194,000

レバノンホームの備品購入費

194,000

こどもたちの明るい未来づくり基金によ
る「しま☆ルーム」のこども食堂定着応
援費

120,000

こどもたちの明るい未来づくり基金によ
る「田中食堂」のこども食堂定着応援費

160,000

アサヒ飲料(株)

600,000
の備品購入費

1,400,000

こどもたちの明るい未来づくり基金によ
る「あさひ子ども見守りネットワーク」
のこども食堂定着応援費
こどもたちの明るい未来づくり基金によ
る「子ども食堂ひまわり」のこども食堂
定着応援費
こどもたちの明るい未来づくり基金によ
る「（N）教育・夢ねっと矢田」のこども
食堂定着応援費
こどもたちの明るい未来づくり基金によ
る「こもれびカフェえほんとごはん」の
こども食堂定着応援費
こどもたちの明るい未来づくり基金によ
る「くすのき子ども食堂実行委員会」の
こども食堂定着応援費
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120,000

150,000

160,000

150,000

160,000

こどもたちの明るい未来づくり基金によ
る「（一社）タウンスペースＷＡＫＷＡＫ」
のこども食堂定着応援費
こどもたちの明るい未来づくり基金によ
る「ごはんや day～チーム市町～」のこ
ども食堂定着応援費
こどもたちの明るい未来づくり基金によ
る「あまのがわ子ども食堂」のこども食
堂定着応援費

160,000

60,000

160,000

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（９法人
法人名／施設名

施設種類

13,630,000 円）
施 設
所在地

助成額(円)

事業内容

(福)あい・あい福祉会
生活介護（障）

茨木市

1,560,000

藤井寺市

1,430,000

エレベーター改修工事

あい・あい塾
(福)南大阪福祉協会

スチームコンベクションオ
幼保連携型認定こども園

ひかりこども園

ーブン、冷凍冷蔵庫

(福)つむぎ福祉会

生活介護

大阪市

そらまめ作業所

就労継続支援Ｂ（障）

平野区

老人デイ

池田市

1,610,000

福祉車両

1,530,000

福祉車両

(福)のぞみ
古江台ﾎｰﾙﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
(福)弥栄福祉会

泉南郡
障害者支援

くまとり弥栄園

コンビオーブン
1,360,000

熊取町

食器消毒保管機

(福)ふらっぷ
生活介護（障）

大東市

1,320,000

送迎用車両

生活介護（障）

高槻市

1,610,000

福祉車両

生活介護（障）

箕面市

1,530,000

送迎用車両

老人デイ

大東市

1,680,000

入浴用リフト・車いす

９件

13,630,000

のんびりハウス
(福)高槻ライフ協会
くらし創造の家

朋

(福)あかつき福祉会
わんすてっぷ
(福)敬信福祉会
あいの里竜間

合

計
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