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１ 会務の運営 

 

(１)理事会の開催 (場所：釧路市総合福祉センター) 

回数 日 程 会議内容 

第１回 平成 28年 ５月１１日(水) ・H28 募金目標額の設定 

第２回 平成 28年 ７月２８日(木) ・H27 事業報告・決算報告、H28 事業計画・予算 
 

(２)会計監査の実施 

日程・場所 会議内容 

平成 28 年 ５月２７日(金)・釧路市総合福祉センター 

平成 28 年 ６月 ８日(水)・阿寒町保健福祉サービス複合施設ひだまり 

平成 28 年 ６月 ８日(水)・音別町社会福祉会館 

・H27 事業・会計監査 

 

(３)北海道共同募金会主催会議への参加 

会議名 日程・場所 出席者 

共同募金会実務担当者研究協議会 平成 28 年 ４月２６日(水)・札幌市 齋藤係長 

第１回評議員会 平成 28 年 ５月３１日(火)・札幌市 冨安会長 

赤い羽根セミナー(役員・関係者) 平成 28 年 ６月２２日(水)・札幌市 千田理事 

第７回赤い羽根全国ミーティング in 

宮城 

平成 28 年 ６月２２日(水)～２３日(木) 

宮城県・松島町 

小野事務局長 

地方・市共募事務局長連絡会議 平成 28 年１２月 ６日(火)・札幌市 小野事務局長 
 

(４)各種事務処理 
目標額の設定、募金結果報告、事務費予算及び決算速報値、各種助成申請及び精算報告など、道共募へ

の報告・提出に係る各地区委員会の取りまとめを行った。 
 

 

２ 顕彰の受彰 

 

①北海道共同募金会会長表彰(共同募金運動創設７０年記念 第６６回北海道社会福祉大会) 

○日程・場所／平成 28 年 ９月 ７日(水)・札幌市 

○永年勤続奉仕者  ６名(民生委員児童委員) 

吉田 麗子・脇本諭紀孝・三浦 教義・島貫 幸子・小半 利夫・佐藤 吉男 

○優秀地区団体   １地区 

武佐日の出町内会 

○優秀学校     １校 

釧路市立幣舞中学校生徒会 
 

②共同募金運動７０年記念道共募会長特別表彰 

【北海道知事感謝】 

足立 あつ子・清水 幸彦・太田 政議 

【道共募会長特別表彰・運動活動部門】 

○奉仕者     ２６名 

（釧地区）足立あつ子・富樫 利弘・中田 義人・冨安 邦子・西村  毅・土井 英昭・清水 幸彦 

花井 淳子 

（阿地区）太田 政議・真野  正・久保田光雄・曽根 信幸・新川美貴子・小半 利夫・鈴木 義裕 

吉田 守人・中山 三雄・大西  博・横山  誠・大和田正人・橋本  忠・河田 孝市 

佐藤 吉男 

（音地区）佐久間 満・椎名美和子・佐藤 勝雄 
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○優秀地区・団体 ５６団体 

（釧地区） 釧路市民生委員児童委員協議会   釧路市連合町内会         (福)釧路市社会福祉協議会 

釧路市赤十字奉仕団        釧路市老人クラブ連合会      釧路市女性団体連絡協議会 

釧路市ボランティア連絡協議会   釧路市児童館地域連絡協議会    釧路市遺族会 

(NPO)釧路手をつなぐ育成会     (一社)釧路身体障害者福祉協会   釧路市女性保護の会 

釧路市母子寡婦会         釧路更生保護女性会        釧路地区保護司会 

釧路地区障がい老人を支える会   釧路市子ども会育成連合会     釧路市第一生活学校 

釧路市水上安全法赤十字奉仕団   ボーイスカウト釧路地区委員会   ガールスカウト北海道連盟第９団 

(福)釧路愛育協会         (福)釧路まりも学園        (福)釧路のぞみ協会 

(福)釧路丹頂協会         (福)釧路恵愛協会         (福)釧路啓生会 

江南地区社会福祉協議会      益浦地区社会福祉協議会      美原地区社会福祉協議会 

春採下町地区社会福祉協議会    大楽毛地区社会福祉協議会     東栄地区社会福祉協議会 

桜ヶ岡地区社会福祉協議会     愛国西地区社会福祉協議会     緑ヶ岡・貝塚地区社会福祉協議会 

興津地区社会福祉協議会      新富士地区社会福祉協議会     立正佼成会釧路教会 

天理教釧根支部          生長の家釧路強化部白鳩会     解脱会釧路支部 

松緑神道大和山          精神障害者を守る連合会      (NPO)すてっぷ 

(NPO)くしろ・ぴーぷる       (一社)さわやか釧路        (NPO)おおぞらネットワーク 

(NPO)きらり            企業組合ウェルフェアグループ   (NPO)わたぼうしの家 

釧路市仏教会           国際ソロプチミスト釧路      釧路ゾンタクラブ 

うちやグループ          (福)釧路創生会 

○優秀学校   １６校 

（釧地区） 釧路市立春採中学校緑の木の会   北海道釧路明輝高等学校      (学)緑ヶ岡学園 武修館中学高等学校 

釧路市立北中学校ボランティア部  (学)北海道学院釧路専門学校    釧路労災看護専門学校 

北海道教育大学附属釧路小学校   釧路市立鳥取中学校        釧路市立桜が丘中学校 

釧路市立鳥取西中学校       北海道教育大学附属釧路中学校 

（阿地区） 釧路市立阿寒小学校        釧路市立阿寒湖小学校       釧路市立阿寒中学校 

釧路市立阿寒湖中学校       北海道阿寒高等学校 

【道共募会長特別表彰・高額寄付者部門】 

○個 人     １名 

（釧地区）白戸 雄洋 

○法 人    ２９社・団体 

（釧地区） ㈱三宝商会            三ツ輪運輸㈱           釧路信用金庫 

釧路信用信組           真如苑              釧路サントリークラブ 

釧路北ロータリークラブ      釧路みなとライオンズクラブ    釧路ぬさまいライオンズクラブ 

㈱太平洋シルバーサービス北海道  釧路ガス㈱            (医)サンライブ杉元内科医院 

定光寺              白崎建設㈱            釧路市管設備事業協会 

釧路東ロータリークラブ      釧路ベイロータリークラブ 

（阿地区） 阿寒農業協同組合         (一財)前田一歩園財団       鶴雅リゾート㈱ 

㈱小野寺組            ヤマシタ工業㈱          釧十運輸㈱ 

北泉開発㈱            阿寒観光汽船㈱          阿寒神社 

㈱松屋              大澤木材㈱道東事業部       ㈱ホテル山浦 
 

③北海道共同募金会会長感謝状 

○共同募金運動功績者 １名・３校 

米塚 靖子(民生委員児童委員)・北海道釧路江南高等学校生徒会・釧路市立青陵中学校生徒会 

釧路市立阿寒小学校 
 

 

３ 広報活動の推進 

 

(１)各報道関係機関に対する報道 

①北海道共同募金会による新聞全面広告(北海道新聞) 

②釧路新聞社の協力による共同募金運動の広告、寄付受納の記事掲載 
 

(２)関係機関の広報紙活用 
①「広報くしろ」(釧路市広報紙)を活用した赤い羽根共同募金運動及び市民歳末たすけあい募金運動の広告、

赤い羽根共同募金助成公募を掲載 

②各戸配布用チラシ(釧路地区委員会版)にて広報活動を展開 
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(３)広報行事の実施 

①赤い羽根空の第一便伝達式・伝達式参加者による街頭募金 

○日程・場所／平成 28 年１０月 １日(土)・イオンモール釧路昭和(１階サンコート広場) 

○参 加 者／【釧路市】蝦名市長・土屋福祉部長 

【全日空】井上釧路支店長・客室乗務員 

【釧共募】冨安会長・太田副会長 

【釧地区】西村副会長・土井副会長・花井副会長 

【その他】釧路市赤十字奉仕団・釧路ＹＷＣＡ・ボーイスカウト釧路地区委員会 

ガールスカウト北海道連盟第９団 
 

 

４ 募金活動の推進 

 

(１)赤い羽根共同募金運動 
各地区委員会の募金集約後、平成 29 年２月１４日(火)に北海道共同募金会に送金した。 

 

①募金実績 

○実 施 期 間／平成 28 年１０月 １日(土)～１２月３１日(土) 

○目 標 額／１８，２９２，０００円 (前年度 18,374,000円) 

○実 績 額／１６，４３８，６６４円 (前年度 17,154,035円) 

○目標達成率／      ８９．９％ (前年度 93.4％)                  (円) 

区  分 目 標 額 実 績 額 達成率 前年度実績額 前年度対比 

(ア)戸別募金 6,671,000 5,733,408 85.9％ 6,010,507 △277,099( 95.4％) 

(イ)法人募金 5,350,000 4,963,791 92.8％ 5,041,450 △77,659( 98.5％) 

(ウ)街頭募金 1,551,000 1,575,769 101.6％ 1,433,693 142,076(110.9％) 

(エ)そ の 他 4,720,000 4,165,696 88.3％ 4,668,385 △502,689( 89.2％) 

合  計 18,292,000 16,438,664 89.9％ 17,154,035 △715,371( 95.8％) 

 

○地区委員会別実績                                    (円) 

区  分 釧路地区委員会 阿寒地区委員会 音別地区委員会 

目 標 額 １５，０００，０００ ２，４００，０００ ８９２，０００ 

(ア)戸別募金 ４，４０８，７１３ ８２８，８９５ ４９５，８００ 

(イ)法人募金 ３，８７５，２９１ １，０１７，５００ ７１，０００ 

(ウ)街頭募金 １，５１７，７０８ ５０，５３７ ７，５２４ 

(エ)そ の 他 ３，７９７，５６９ ２８４，７１２ ８３，４１５ 

合   計 １３，５９９，２８１ ２，１８１，６４４ ６５７，７３９ 

達 成 率 ９０．６％ ９０．９％ ７３．７％ 

前年度実績 １４，２６５，３５３ ２，２３２，８２５ ６５５，８５７ 

前年度比較 ９５．３％ ９７．７％ １００．３％ 
 

○募金バッジ 

（実績内訳・3,208 個・1,008,692 円） 

     
タンチョウ釧路湿原 しろくまミルク 全道版・オオワシ 全国版・初音ミク 釧路版 2014 つるまる 
1,003 個・306,918 円 1,185 個・356,690 円 454 個・158,900 円 389 個・136,150 円 153 個・43,146 円 

※上記に加え、2015 タンチョウ夕日が 5 個・1,435 円、2015 タンチョウ冬が 19 個・5,453 円 
 

○サポーター宣言募金 

・エスポラーダ北海道公式戦・H28.10.30(日)・募金額 34,800 円(缶バッジ・クリアファイル) 
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○募金型自動販売機(3 件・61,925 円) 

・釧路市総合福祉センター(12,994 円) ・㈲サハスネット(46,651円) 

・ケアハウスやまざくら(2,280 円・H28.9 月設置)  

※上記以外に『(医)太平洋記念みなみ病院』も H28.11 月に設置、次年度からの実績となる。 

 

(２)市民歳末たすけあい募金運動（釧路地区委員会） 

釧路地区委員会の募金集約後、平成 29 年２月１４日(火)に北海道共同募金会に送金した。 
 

①募金実績 

○実 施 期 間／平成 28 年１２月 １日(木)～１２月２５日(日) 

○目 標 額／２，０００，０００円 (前年度 2,000,000円) 

○実 績 額／１，７４６，０７０円 (前年度 1,828,163円) 

○目標達成率／     ８７．３％ (前年度 91.4％)                    (円) 

区  分 目 標 額 実 績 額 達成率 前年度実績額 前年度対比 

(ア)窓口募金 500,000  416,605 83.3％ 484,856 △68,251(85.9％) 

(イ)職場募金 1,500,000 1,329,465 88.6％ 1,343,307 △13,842(99.0％) 

合  計 2,000,000 1,746,070 87.3％ 1,828,163 △82,093(95.5％) 

 

 

５ 助成事業の推進 

 

(１)赤い羽根共同募金助成金 
前年度の募金を財源に決定した本年度の各事業に対する助成について、北海道共同募金会より平成 28 年

４月１日(金)に事務費、４月８日(金)に助成金が本会に送金されたので、事務費は４月６日(水)、助成

金は４月１５日(金)に各地区委員会に送金した。 
 

①全道・広域使途計画助成(Ａ助成)  ９件／２，４７９，０００円   (前年度 10件／3,384,000円) 

(ア)釧路地区委員会  ８件／２，３７９，０００円 ( 9件／3,284,000円) 

(イ)阿寒地区委員会  １件／  １００，０００円 ( 1件／  100,000円) 
 

②市町村地域使途計画助成(Ｂ助成) ５５件／７，２７６，７２５円    (前年度 53件／7,406,494円) 

(ア)釧路地区委員会 ３６件／５，１０１，９００円 (34件／5,134,900円) 

(イ)阿寒地区委員会 １３件／１，６８４，８２５円 (13件／1,724,522円) 

(ウ)音別地区委員会  ６件／  ４９０，０００円 ( 6件／ 560,000円) 
 

③市町村使途計画助成・募金経費(Ｂ助成)  １，２２０，３１０円          (前年度 1,277,838円) 

(ア)釧路地区委員会       ８４６，４５３円 (890,627円) 

(イ)阿寒地区委員会       ３１０，０００円 (320,000円) 

(ウ)音別地区委員会        ６３，８５７円 ( 67,211円) 
 

平成２７年度最終実績額          １７，１５４，０３５円に対して (17,400,260 円) 

①全道・広域使途計画助成(Ａ助成)      ２，４７９，０００円     ( 3,384,000 円) 

②市町村地域使途計画助成(Ｂ助成)      ７，２７６，７２５円     ( 7,419,422 円) 

③市町村地域使途計画助成・募金経費(Ｂ助成) １，２２０，３１０円         ( 1,277,838 円) 

●釧路市共同募金委員会の助成額合計    １０，９７６，０３５円     (12,081,260 円) 

●釧路市共同募金委員会の助成還元率          ６４．０％     (69.4％) 

 

(２)市民歳末たすけあい募金助成金 
釧路地区委員会において本年度の募金を財源に決定した本年度の各事業に対する助成について、北海道

共同募金会より平成 29 年１月２７日(金)に助成金が送金され、同日に釧路地区委員会に送金した。 
 

①歳末使途計画助成(Ｃ助成)    ５０件／１，７５８，０００円  (前年度 49件／1,755,000円) 
(ア)釧路地区委員会   ５０件／１，７５８，０００円 

○歳末使途計画助成金 ４９件／１，６５８，０００円 

○歳末募金経費     １件／  １００，０００円 
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②市民歳末たすけあい寄贈物品                                    

(ア)市民歳末たすけあい寄贈物品(清涼飲料水) 

○寄  贈  者／北海道コカ・コーラボトリング 

○日程・場所／平成 28 年１２月 ５日(月)・釧路市総合福祉センター 

○寄 贈 物 品／清涼飲料水１４８ケース(７種類・４，０５０本) 

※寄贈物品は市内２６ヵ所の福祉施設や福祉団体に配分 
 
 

６ 災害対応 

 

(１)災害見舞金の交付 

北海道共同募金会からの災害見舞金を各地区委員会に送金した。 

（釧地区）火災／死亡１件(20,000 円)・全焼７件(140,000 円)・半焼４件(40,000 円) 
 

(２)平成２８年度熊本地震義援金 

各地区委員会に寄せられた義援金を北海道共同募金会に送金した。 

○募集期間／平成 28 年 ４月１５日(金)～平成 30 年 ３月３１日(土) 

○募 金 額／平成 29 年 ３月１４日(火)現在・全国募金額(1,531,027,469 円) 

○送金内容／熊本県共募(1,524,489,123 円)・大分県共募(653,439 円) 

（釧地区）１６件・911,871 円 

（阿地区） １件・  401 円 

○日本赤十字社釧路地区と釧路市共同募金委員会の共同でも義援金の街頭募集活動 

・日   程／平成 28 年 ４月２３日(土)・２４日(日) 

・場   所／コープさっぽろ貝塚・イトーヨーカドー釧路店・ビッグハウス釧路店 

・義 援 金／1,619,343円 

・募金ボランティア／釧路市・日本赤十字社釧路地区・釧路市民生委員児童委員協議会・ＹＷＣＡ・ボーイ 

スカウト釧路地区委員会・ガールスカウト日本連盟北海道第９団・釧路市社会福祉協 

議会等 
 

(３)平成２８年台風第 9・10・11号による大雨等災害義援金 
各地区委員会に寄せられた義援金を北海道共同募金会に送金した。 

○募集期間／平成 28 年 ９月 ２日(金)～９月３０日(金) 

○募 金 額／全国募金額（30,155,353 円） 

（釧地区） １件・10,000円 

（阿地区） １件・ 8,610円(阿寒地区委員会から直接北海道共同募金会へ直接送金) 

 

 


