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社会福祉 

大阪府共同募金会 法  人 

 



助成申請されるみなさまへ 
 

 共同募金は、発足以来、府民の皆さまや多数のボランティアのあたたかい支援と協力

にささえられています。寄せられた募金は、地域の福祉事業や様々な社会福祉施設の整

備事業、ボランティア団体支援などに有効に活用され、大阪の民間社会福祉事業の発展

を資金面から応援しています。 

 今年も、共同募金に求められている「地域福祉の推進」のため、多くの府民の協力の

もと 75 回目の運動を 10 月から行います。 

全国協調の福祉課題解決テーマである「つながりをたやさない社会づくり」について、

つながることをあきらめず、新型コロナウィルス感染防止策を講じながら活動する方法

や工夫を集めて提供する、悩み葛藤しながら活動している仲間たちの交流を図る、そう

した取り組みを支援することは単に福祉活動の支援にとどまらず、with コロナ、ひいて

はポストコロナに向けた社会づくりへの支援となります。 

そういった with コロナに関わる事業をはじめ、社会的課題を解決するための事業や社

会福祉制度の「はざま」となる事業、先駆的開拓的な事業など、幅広い民間社会福祉事

業、地域に根ざしたさまざまな福祉活動の支援を行ってまいります。 

また、重点助成テーマを「障がい児・者の福祉の増進」とし、障がい児・者を支援す

る事業に対して積極的に助成いたします。 

助成申請は、５月６日から２０日までの期間に受付けいたします。助成を希望される

みなさまには、共同募金運動の趣旨を充分ご理解いただき、府民への成果を公表でき、

共感される有効な事業計画を立案され、申請いただきますよう願っています。 

 

           社会福祉法人大阪府共同募金会 
〒542-0065 大阪市中央区中寺 1－1－54 

大阪社会福祉指導センター内 

【お問い合わせ】 

TEL 06-6762-8717 

FAX 06-6762-8718 

ﾒｰﾙ ai-kibou@akaihane-osaka.or.jp 

＜大阪府共同募金会事務局まで＞ 
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大阪府共同募金会が取り扱う助成金のご案内（令和３年度申請） 

助成金の種類 令和 3 年度申請時期 

１．赤い羽根共同募金助成金 

令和 3 年 10 月 1 日～翌年 3 月 31 日の 6 ヶ月間に募金運動を行

い(令和 3 年 10 月から 12 月までは｢一般募金｣、令和 4 年 1 月～

3 月までは｢テーマ型募金｣)、令和 4 年度に助成します。 

申請受付： 

令和 3 年 5 月 6 日～5 月 20 日 

２．ＮＨＫ歳末たすけあい助成金 

令和 3 年 12 月 1 日～12 月 25 日の間に募金運動を行ない、令和

4 年度に助成します。 

同 上 

３．地域歳末たすけあい助成金 

共同募金の一環として地域の歳末事業のために行うもので、令

和 3 年 12 月 1 日～12 月 31 日の間に募金運動を行ない、令和 3

年度助成及び、翌年度に助成します。（助成は各地区募金会が担

当します。） 

同 上 

４．その他寄託される寄付金助成金 

募金期間以外に寄託される寄付金は、指定使途に沿って助成し

ます。 

同 上 

５．緊急配分金 

突発的な事情により緊急な支援が必要な場合、年度途中でも緊

急配分を行ないます。 

 年間いつでも相談ください。 

６．推薦業務をおこなう助成金 

〇公益財団法人中央競馬馬主
うまぬし

社会福祉財団助成金 

馬主の方々が競馬賞金の一部を自発的に拠出し、社会福祉

に貢献するもので、大阪府共同募金会では、公募と助成金

推薦業務を行います。 

申請受付： 

令和 4 年 3 月 1 日～3 月 31 日 

（令和 4年度に助成します。） 

 

（註）１,２は、本年５月の「大阪府共同募金助成申請」により共通で受付け、事業

内容等により本会で調整します。 
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共同募金の助成申請から助成決定、事業完了までのながれ 
 

まず、ホームページで「共同募金運動」への理解を深めてください。 

ＵＲＬ http://www.akaihane-osaka.or.jp（本会ホームページはリンクフリーです。） 

とくに で 

助成状況をご覧ください。助成事業はすべて「はねっと」で公表されます。 
「はねっと」は、ホームページ「赤い羽根おおさか」からアクセスできます。 

１．助 成 申 請 

  ■申請対象となる事業は、令和 4年度事業(令和 4年 4月から翌年 3月までに実施する事業)

です。 

  ■受付期間  令和 3年 5月 6日(木)～5月 20 日(木) 

  ■提 出 先  地区募金会又は大阪府共同募金会（以下、「本会」という。） 

社会福祉施設は地区募金会で受付、社会福祉団体は本会で受付けます。 

 

    ◎介護保険制度にかかるもの及び公設民営(指定管理者制度によるものを含む)の社会福

祉施設並びに保育所については対象となりませんので、ご留意ください。 

◎申請期限までに 1年以上の事業実績を有する社会福祉施設及び原則 3年以上の事業実

績を有する社会福祉団体を対象とします。 

◎申請にあたっては、必要性・緊急性・資金計画などを法人で十分検討のうえ、申請し

てください。 

■施設・団体により助成対象事業など申請内容が異なります。 

 詳しくは、以下の施設・団体別「助成申請要項」を参照してください。 

〇社会福祉施設(保育所を含む) 〇社会福祉団体 〇社会福祉協議会 
 

(註)既に本年 3 月に本会 が取り扱う「令和 3 年度中央競馬馬主社会福祉財団助成金」

への申請を行っている施設は、共同募金会へ重複して申請できませんので、ご留意

ください。 
 

■申請用紙  所定の様式をダウンロードして使用してください。 

書類の規格：A4 版、左綴じ（規格外は A4 版に折り込んでください） 

２．助 成 予 定 

   受付けた助成申請は、7 月上旬開催の配分委員会で、事業の必要性、緊急性等を十分審議

し、助成予定案を策定します。そのため、必要に応じ本会及び地区募金会による実地調査

を行います。 

３．助 成 決 定 

○令和 3 年 10 月から実施の共同募金を助成原資として、助成案を配分委員会で承認し、

理事会、評議員会の議決を経て、令和 4年 3月末に決定します。 

○結果通知は、助成申請と同様の扱い（地区募金会経由等）で申請者あて令和 4年 4月上

旬に通知します。 

４．事業の実施年度 【令和 4年度事業】 

   ○令和 4年助成金決定通知受領後（4月上旬）～翌年 3月 31 日までに事業を実施完了して

ください。 

   ○完了できない場合、また、助成金決定通知受領前に事業を実施した場合は、助成金決定

を取消します。
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５．助成金の交付請求 

   ○助成金の決定を受けた社会福祉事業経営者は、「助成金交付請求書」（添付書類を含む）

を助成申請提出先へ提出してください。 

○交付請求時期は、社会福祉施設整備費助成は当該事業実施後、その他は随時。 

 

６．事業の確認調査 

   社会福祉施設整備費助成については、本会が事業実施の実地確認調査又は書面調査を行い

ます。 

７．助成金の交付 

   助成金の交付については、社会福祉施設整備費助成は事業実施確認調査後、その他は助成

金交付請求書提出後、銀行振込で行います。 

（交付日は、令和 4年 5月以降の毎月 10 日頃あるいは 25 日頃） 

８．公表と明示 

   助成金による事業の成果は下記の方法等により、募金協力者である地域住民に必ず公表し、

共同募金の使途への理解を深めるよう努めてください。 

① 助成金が決定したことを役員・評議員に報告する。（理事会・評議員会（または、役員

会・総会）で報告する場合は、議事録に明記する。）助成金事業完了後は、理事会・評

議員会（または、役員会・総会）で報告し、議事録に明記するとともに、当該年度の事

業報告書及び決算書に明記する。 

   ②各施設、社会福祉協議会、団体の掲示板に掲示報告する。 

広報誌、機関紙に掲載する。 

   ③助成金による事業実施の際、助成金による事業であることを標示する。 

助成金により製作した資料や印刷物に助成事業であることを明記する。 

   ④取得物件に「ありがとうステッカー」（本会配布）を貼付する。 

   ⑤車両・テント等には、「赤い羽根共同募金助成」または「ＮＨＫ歳末たすけあい助成」等、

本会指定の文字と赤い羽根のロゴマークを明記する。 

車両の場合は、車体の両側面及び後部の３ヶ所に明記する。 

     【車両への明示】 

 

〔共同募金助成の場合〕 

 

        

〔ＮＨＫ歳末たすけあい助成の場合〕 

 

９．事業の完了報告 

   助成金による事業を完了したときは、事業成果のわかる資料・広報紙・写真などを添付の

うえ、「事業完了報告書」をすみやかに提出してください。（提出先は交付請求先と同じ） 

また、当該年度の決算書を決算承認後、本会宛 1部提出する。 

10．その他 

   ①提出いただく書類は、助成金申請受付事務・助成金審査・助成金交付事務・公表状況把

握並びに助成事業の確認など助成事業に利用し、公表する場合もありますが、個人に関

わる情報は公表しません。 

② 調査指導部会による助成金活用状況等の調査 

11 月に本会定款 40 条に基づく調査指導部会委員等により、助成金による事業実施状

況・助成効果・地域住民への公表についての現地訪問・調査・指導を行い、公募参加

者による「助成金事業現地訪問」事業と合同実施します。 

   ③共同募金運動へのご協力のお願い 

     共同募金運動は、大阪府内の住民・会社等が協力参加し、募金を集める運動です。 

 申請を計画の施設・団体等の役職員、ご父兄などへの募金協力のお願いなど運動の推

進にご支援をお願いします。 
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助 成 申 請 要 項（社会福祉施設（保育所を含む）） 

 

■この助成申請は、令和 3 年 10 月から実施する共同募金の助成金により、翌年度（令和 4

年 4 月～翌年 3 月）に下記の助成対象事業を実施する計画のある社会福祉施設について

の申請を受け付けるものです。 

助成申請内容は、社会福祉施設利用者の直接的な処遇向上に寄与し、共同募金運動の趣

旨にふさわしいものであることが必要です。 

 

■この要項において、社会福祉施設とは、社会福祉法にいう第１種もしくは第２種社会福

祉事業を実施する施設（※）または事業所並びに更生保護事業法に定める更生保護施設

をいいます。また、助成対象者は社会福祉施設を経営する者とします。 

 医療法人、営利を目的とする株式会社などの企業が行う事業は、第２種社会福祉事業で

あっても対象になりません。 

     ※保育所は、「保育所」から移行した「幼保連携型認定こども園」を含みます。 

 

■介護保険制度にかかる施設及び居宅サービス事業にかかる施設等介護保険事業並びに公

設民営（指定管理者制度によるものを含む）施設は対象になりません。 

 

■助成申請の期限までに原則として満 1 年以上の良好な事業実績を有する社会福祉施設で

あることが必要です。 

 

■過去 3 年間(令和元年度から令和 3 年度)に共同募金及び本会が取り扱うその他の寄付金

助成金（ＮＨＫ歳末たすけあい助成金）を受けた社会福祉施設、また、令和 4年度の社会

福祉充実計画がある法人が運営する社会福祉施設は、申請することはできません。ただ

し、社会福祉施設入所者支援事業費は、この限りではありません。 

 

■留意事項 

      (1) 助成申請内容は、緊急性・必要性が明確な事業で、適切な資金計画を有している

こと。 
 

(2)申請施設を含むその法人全体の財務状況を勘案し、資金的に余裕のない法人やその

施設を優先する。 
 
        (3)①助成歴のない社会福祉施設（過去の助成歴を勘案） 

②助成金総額、助成回数の少ない社会福祉施設の順で優先順位とします。 
 
      (4)法人が運営する施設毎に助成申請することができます。ただし、同一会計区分（事

業所番号）に属する施設は、１施設として扱います。 

 

(5)原則、申請事業は 1社会福祉施設につき 1事業に限ります。 

 

記 

１．助成対象事業（(1)(2)又は(2)(3)のいずれか） 

   (1)社会福祉施設整備費 

     ①社会福祉施設の増改築、改修、改造、補修等の整備（但し、法人の資産として登記され

た建物に限ります。） 

 

     ②設備、備品、車両（保育所は対象外）の新規購入、更新等の整備 

（但し、5 年以上管理できるもの。消耗品に類するものは対象外となります。） 

       ※車両及びパソコン・プリンター・デジタルカメラは、本会が示す助成基準によりま

す。（「車両申請時の留意事項」（6～7頁）「パソコン・プリンター・デジタルカメラ

申請時の留意事項」（7頁）参照）
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   (2) 社会福祉施設入所者支援事業費 

     （対象となる施設及び事業） 

・「母子生活支援施設」並びに「更生保護施設」入居者のための年末・年始交流行事

等の事業（現金給付は不可） 

・「児童入所施設」在籍者の小学校、中学校、高等学校（訓練施設等も含む）へ入・

進学する児童、生徒の入・進学準備品（学校生活に必要な学用品や物品）の購入事

業（現金支給は不可） 
 

なお、本事業については、他の事業申請とは異なり、毎年助成申請することができます。 

また、(1)または(3)の要望があれば、いずれかを同時に申請することができます。 
 
   (3)制度的に定着するに至っていない事業や、先駆的・開拓的な事業で本会が認めるもの 
 
２．助成申請額 

(1)社会福祉施設整備費 

      助成金は、事業費総額の 4分の 3以内（障がい児・者を支援する事業は 5分の 4以内）

（千円未満切捨て）とし、助成金の上限を 200 万円、保育所は 100 万円とします。 

車両及びパソコン・プリンター・デジタルカメラは、本会が示す助成基準によります。 
 
  (2)社会福祉施設入所者支援事業費 

・「母子生活支援施設」並びに「更生保護施設」入居者のための年末・年始交流行事等の事

業 

母子生活支援施設：令和 4年 12 月の在籍予定世帯数×5千円 

更生保護施設  ：令和 4年 12 月の在籍予定者数×3千円 
 

・「児童入所施設」在籍者の小学校、中学校、高等学校（訓練施設等も含む）へ入・進学

する児童、生徒の入・進学準備品（学校生活に必要な学用品や物品）の購入事業 

令和 5年 4月の小学校、中学校への入・進学予定者数×5 千円 

令和 5年 4月の高等学校（訓練施設等も含む）への入学予定者数×12 千円 
 
   (3)制度的に定着するに至っていない事業や先駆的・開拓的な事業は、本会が認めた額としま

す。 

※事業費総額の 4分の 1以上（障がい児・者を支援する事業は 5分の 1 以上）の自己負担

が必要です。 
 
３．申請期間・申請方法・提出先 

(1)申請期間  令和 3年 5月 6日(木)～5月 20 日(木) 
 

(2)申請方法  上記、「１．助成対象事業」の(1)の場合は「様式１」、(2)または(3)の場合は

「様式３」を使用）により作成し、申請書 1部（添付書類を含む）とコピー

1部、計 2部を提出してください。 

※提出書類不備の場合は、審査対象外となります。 
 

(3)提出先   社会福祉施設が所在する地区募金会（「大阪府共同募金会地区募金会一覧」

参照）へ提出してください。 
 
４．添付書類（③～⑥は出来次第で可。また、「社会福祉施設入所者支援事業費」の申請には②～⑦の添付は不要） 

 
   ①定款又は寄付行為 

※②令和 3年度事業計画書・予算書（法人全体と申請施設分） 

※③令和 2年度資金収支計算書及び事業活動計算書（法人全体と申請施設分） 

※④令和 2年度貸借対照表及び財産目録（法人全体と申請施設分） 

※⑤令和 2年度事業報告書（法人全体と申請施設分） 

※⑥助成申請に係る参考資料（様式７） 

・令和 2 年度貸借対照表(決算書)の次期繰越活動増減差額(次期繰越金)の金額及びその

使用計画(法人全体と申請施設分)。 

・申請施設の法人全体が、過去 5 年間に大阪府共同募金会が取り扱った助成金及びそれ

以外から助成金を受けた事業の実績。 

※⑦施設案内（要覧） －５－ 



 

⑧業者へ発注を要する事業の場合は、申請事業の内容により下記書類を必ず添付してくださ

い。 

    ・見積書（申請時は 1社で可。日付・宛先・定価・値引き・消費税が明記されたもの） 

    ・カタログ、価格表、図面、現況写真等参考となる資料 

    ・車両の場合は、「車両申請に係る資料」（様式２） 

    
 

５．申請内容の変更 

   助成申請書を提出した後、万一事業内容に変更が生じたときは、本会に連絡の上、その理由を

明記した「変更理由書」（様式自由）並びに見積書等の添付書類を添え、変更後の内容を記入

した「変更助成申請書」（申請事業により、「様式１」または「様式３」を使用）を作成し、申

請書（添付書類を含む）とコピー1部、計 2部を令和 3年 11 月 30 日（火）までに地区募金会

に再提出してください。（助成決定後の変更は認めません（決定取消しになります）のでご注

意ください。） 
 
６．共同募金以外の助成金等との関連 

   次の助成金等が決定したときは、原則として本会が推薦した当該年度は、共同募金の助成対

象としません。 

    (1)中央競馬馬主社会福祉財団助成金 

    (2)その他本会が扱う寄付金助成金 
 
 

 

 

車両申請時の留意事項（保育所は対象外） 
 ■申請は次の３つの場合に限る。 

 

   ①更新の場合 

購入後、助成申請受付期間中に 10 年を経過または走行距離 10 万㎞以上の老朽による車

両更新が対象。 

     条件に満たない場合は、更新を必要とする理由を理由書（様式自由）に記入し、その参考

になる資料を添付して提出。 

 

②法人全社会福祉施設に所有車両がない場合 

 

   ③増車の場合 

     新規事業の開始・定員増・利用者の増など、増車を必要とする理由を理由書（様式自由）

に記入し、その参考になる資料を添付して提出。 

 

   ※以上のいずれかに該当する場合のみ、「車両申請に係る資料」（様式２）を添付して申請でき

る。 

 ■車両の種類及び基準単価は下記によるものとし、助成申請額は「基準単価」と車両本体価格と本

会指定の明示に係る経費を合算した金額から、それに係る値引き及び下取価格を差引いた額(消

費税含む)を比較して、金額が低い方の 4分の 3以内(障がい児・者を支援する事業は 5分の 4 以

内)(千円未満切捨て)とし、200 万円を上限とする。
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 種類 特別装備 
排気量クラス(cc) 

(※) 

基準単価  

(千円) 

福 

祉 

車 

両 

移送車Ⅰ 
車いす仕様 

（スロープ式） 

660 以下(軽) 1,500 

661～1500 1,800 

1501～2000 2,500 

2001～3000 設定しません 

移送車Ⅱ 
車いす仕様 

（リフト式） 

660 以下(軽) 1,500 

 661～1500 1,600 

1501～2000 2,300 

2001～3000 設定しません 

そ
の
他
の
車
両 

移送車Ⅲ 

「助手席リフトアップ」 

又は 

「セカンドシートリフトアッ

プ」 

のいずれかの装備 

660 以下(軽) 1,200 

 661～1500 1,400 

1501～2000 2,000 

2001～3000 2,700 

移送車Ⅳ 特別装備の有無を問わない 

660 以下(軽) 1,000 

 661～1500 1,200 

1501～2000 1,700 

2001～3000 2,300 

3001～4000 2,700 

4001 以上 設定しません 
   ※ハイブリッド車、電気自動車については、車格（寸法、駆動方式、性能、定員等）により同等の 

「排気量クラス(㏄)」を選択してください。 

 

  （ア）移送車Ⅰ・Ⅱ 

       社会福祉施設を有する法人が、当該社会福祉施設の入所者、社会福祉施設利用者

の移送のために使用する車両とし、特別装備として下記のいずれかを有する車両と

する。 

      ・車いす仕様(スロープ式)（車両に装備したスロープにより、車いすに座ったまま乗降できる装備） 

      ・車いす仕様(リフト式)(車両に装備したリフトにより、車いすに座ったまま乗降できる装備） 

（イ）移送車Ⅲ 

社会福祉施設を有する法人が、当該社会福祉施設の入所者、社会福祉施設利用者

の移送のために使用する車両とし、特別装備として下記のいずれかを有する車両と

する。 

      ・助手席リフトアップ（助手席が車両の外側に回転し、低い位置まで下がる装備） 

      ・セカンドシートリフトアップ（前方から２列目の座席が車両の外側に回転し、低い位置まで下がる装備） 

  （ウ）移送車Ⅳ 

       社会福祉施設を有する法人が、当該社会福祉施設の入所者、社会福祉施設利用者

の移送のために使用する車両、または授産事業用搬送車両とする。特別装備の有無

を問わない。 

■申請車両の条件 

   ①新車のみを対象。 

   ②移送車Ⅰ･Ⅱは、身体障がい児・者対応とし、税金（自動車税種別割、自動車税(軽自動車税)環境性

能割、重量税、消費税）が減免となる車両とする。 

   ③助成車両には、本会指定の明示を、指定された方法で表示しなければならない。 
 

パソコン･プリンター･デジタルカメラの申請時の留意事項 
 
 ■基準単価は下記によるものとし、助成申請額は「基準単価」と「見積価格」を比較して、価

格が低い方の 4分の 3以内(障がい児・者を支援する事業は 5分の 4以内)(千円未満切捨て) 

とする。 

種   類 基準単価(千円) 

パ ソ コ ン 100（設置料及び設定料は対象外） 

プ リ ン タ ー 20（設置料及び設定料は対象外） 

デジタルカメラ 20 
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助 成 申 請 要 項（社会福祉団体） 

■この助成申請は、令和 3年 10 月から実施する共同募金の助成金により、令和 4年 4 月～翌年 3

月までに下記の助成対象事業を実施する計画のある社会福祉団体について申請を受付けるもの

です。助成要望内容は、共同募金運動の趣旨にふさわしいものであることが必要です。 

■助成の対象となる団体は、 

  (1)助成申請の期限までに、原則として 3 年以上の事業実績のある社会福祉事業を目的とし

た事業を行なう団体で、法人格があり、かつ大阪府全域を対象として活動を行っている団

体及びそれに準ずる団体で本会が認めるもの 

  (2)上記(1)に該当せず、大阪府全域を対象に社会福祉を目的として活動する非営利市民活動団体 

  (3)難病関係団体など自助団体ではあるが、社会的視野に立った公益性のある活動を行う団体 

なお、介護保険制度にかかわる事業及び医療法人、営利を目的とする株式会社などの企業

が行う事業、また、社会福祉充実計画がある団体は、助成対象となりません。 

 

■申請団体の財務状況を勘案し、資金的に余裕のない団体を優先します。 

 

記 

１．助成対象事業 

  上記に記載の助成対象となる団体が共同募金助成金を活用して行なう福祉事業 

   ○府民に成果の公表ができる具体の事業計画のあるもの 

○大阪府全域を対象とする事業及びそれに準ずる事業であり、会員のみを対象とする事業

は対象外 

○新型コロナウィルス感染症の影響の中、つながることをあきらめず、感染防止策を講じ

ながら活動する方法や工夫を集めて提供する、悩み葛藤しながら活動している仲間た

ちの交流を図る、そうした with コロナ、ポストコロナに向けた事業 

    【註１】原則、申請事業は 2 事業以内に限ります。 

  【註２】継続申請は 5 年程度を目処にサンセット方式（助成期間限定方式）をとることがあります。 

    【註３】事業費助成を原則としますが、事業に必要な備品、器具、什器、消耗品についての申請がある場合は、事前に

ご相談ください。車両は対象外とします。 

 

２．助成申請額 

   補助率は、事業費総額の 4分の 3以内(障がい児・者を支援する事業は、5分の 4以内)(千

円未満切捨て)とし、助成金の上限を 300 万円とします。 

３．申請期間・申請方法・提出先 

   (1)申請期間 令和 3年 5月 6日(木)～5月 20 日(木) 

(2)申請方法 共同募金助成申請書(様式４)により作成し、1部(添付書類を含む)を提出し

てください。 

※提出書類不備の場合は、審査対象外となります。 

(3)提出先  大阪府共同募金会事務局 

〒542-0065 大阪市中央区中寺 1-1-54 

大阪社会福祉指導センター内 

社会福祉法人大阪府共同募金会事務局あて 

４．添付書類（※②③④は、出来次第で可） 

   ①定款、または運営規則 

※②令和 3年度事業計画書・予算書 

  ※③令和 2年度事業報告書・決算書
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※④助成申請に係る参考資料（様式７） 

・令和 2年度貸借対照表(決算書)の次期繰越活動増減差額(次期繰越金)の金額及びそ

の使用計画。 

・申請団体が、過去 5年間に大阪府共同募金会が取り扱った助成金及びそれ以外から

助成金を受けた事業の実績 

 

⑤社会福祉団体概要(様式５) 

⑥団体案内（要覧） 

⑦業者へ発注を要する事業の場合は、申請事業の内容により下記書類を必ず添付してくだ

さい。 

    ・見積書（申請時は 1社で可。日付・宛先・定価・値引き・消費税が明記されたもの） 

 ・カタログ、価格表、図面、現況写真等参考となる資料 

５．申請内容の変更 

   助成申請書を提出した後、万一事業内容に変更が生じたときは、令和 3年 11 月 30 日（火）

までに本会に連絡のうえ指示を受けてください。（助成決定後の変更は認めません（決定取

消しになります）ので注意ください。） 
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助 成 申 請 要 項（社会福祉協議会） 

■令和 4年度に実施する事業が対象です。 
 

■介護保険制度にかかわる事業は、助成対象となりません。 
 

■この助成申請は、令和 3年 10 月から実施する共同募金の各市区町村の「地域福祉目標額」「歳

末たすけあい目標額」を設定する基礎となる大切なものです。 

地元地区募金会と助成申請について充分な打ち合わせを行ったうえ、申請書を提出してくださ

い。 
 

■なお、「地域歳末たすけあい」による助成金事業についても「はねっと」の明細入力をお願いし

ておりますが、この分についても申請書を提出していただきますので、「共同募金」と「地域歳

末たすけあい」あわせて年間使途計画を検討していただき、それぞれについて記入した申請書

を提出してください。 

 

１．助成対象事業 

   ○共同募金による事業・歳末たすけあいによる事業 

     市・区・町・村を単位とする社会福祉協議会の地域福祉活動事業費で、共同募金助成

金による事業として、小地域福祉、福祉教育、ボランティア活動支援、地域から孤立

をなくす事業など特に公益性の高い事業、また、新型コロナウィルス感染症の影響の

中でつながりをたやさない社会づくり、そうした with コロナ、ポストコロナに向けた

事業など、住民にその活用及び成果が示せる事業を重点として使途計画、資金計画を

立案してください。 

なお、歳末たすけあい事業については、共同募金による事業と輻輳しないよう、歳末

時期における事業に重点を置き、計画を立案してください。 

 

２．申請期間・申請方法・提出先 

   (1)申請期間 令和 3年 5月 6日(木)～5月 20 日(木) 

(2)申請方法 共同募金助成申請書（様式６）を作成し、申請書 1 部（添付書類を含む）と

コピー1部、計 2部を提出してください。 

(3)提出先  社会福祉協議会が所在する地区募金会（「大阪府共同募金会地区募金会一覧

表」参照） 

 

３．添付書類 

①令和 3 年度事業計画・予算書 

②令和 2 年度事業報告書・決算書（出来次第で可） 

 

４．その他 

   申請書には、事業分類毎の計を記入いただきますが、その根拠となる額は、赤い羽根デー

タベース『はねっと』「令和 3年度助成金事業計画明細」への入力額によります。 

    ※「はねっと」の入力締切日は、令和 3年 5月 20 日(木)です。 
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