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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 時 会議内容 

第１回 平成 30 年４月１９日(木) ・H30 募金目標額の設定 

第２回 平成 30 年７月２７日(金) ・H29 事業報告・決算報告、H30 事業計画・予算 

 

(２)平成２９年度 事業・会計監査の実施 
○日時・場所／平成３０年５月３０日(水)・釧路市総合福祉センター 

         平成３０年６月１２日(火)・阿寒町保健福祉サービス複合施設ひだまり 

平成３０年６月１３日(水)・音別町社会福祉会館 

 

(３)北海道共同募金会主催会議への参加 

会議名 日時・場所 出席者 

共同募金会実務担当者研究協議会 平成 30 年４月２５日(水)・札幌市 斉藤(健)主事 

 

(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、北海道共

同募金会への報告・提出に係る各地区委員会の調整と集約 
 

 

２ 顕彰の受彰 

 

(１)北海道共同募金会会長表彰(第６８回北海道社会福祉大会) 

○日時・場所／平成３０年８月２８日(火)・札幌市 

①永年勤続奉仕者 ３６名(民生委員児童委員) 
小山 綾子・山本 政義・岩田 郁子・板  明子・菅原 幸子・櫟原 敬重・菅野ヨシヱ 

今野 正廣・松尾 千穂・寺田 邦子・前野 貴子・高橋 将哲・斉藤 康子・森  俊光 

多賀 キミ・高野美絵子・髙下すみ子・赤石百合子・小林 裕子・坂下 栄子・内潟 満穂 

工藤 澄枝・池亀 德和・土屋 喬敬・渡邊 城充・妹尾 玲子・伊藤 清己・渡邉 博昭 

石塚 敏和・佐久間 昭・出島 恵子・大宮 敦男・笠井 雄二・吉田 純一・篠澤 健治 

井田 良一 

②優秀地区団体   ２団体 
釧路ロータリークラブ・釧路東ロータリークラブ 

③優秀学校     １校 
北海道釧路江南高等学校 

 

(２)北海道共同募金会会長感謝状 

①共同募金運動功績者 １名・１団体・２校 

三浦 与志子(民生委員児童委員)・養護老人ホーム長生園・北海道教育大学附属釧路小学校児童委員会 

釧路市立音別中学校 
 

 

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 
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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(台風の影響により中止) 
 

 

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３１年２月１５日(金)に北海道共同募金会へ送金 

 

①募金実績 
○実 施 期 間／平成３０年１０月１日(月)～１２月３１日(月) 

○目 標 額／１７，０９２，０００円 (前年度 18,292,000円) 

○実 績 額／１５，５５０，１５３円 (前年度 15,851,387円) 

○目標達成率／      ９１．０％ (前年度 86.7％) 

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 6,021,000 円 5,263,502円 87.4％ 5,433,409 円 △169,907 円( 96.9％) 

(イ)法人募金 5,100,000 円 4,836,650円 94.8％ 4,954,034 円 △117,384 円( 97.6％) 

(ウ)街頭募金 1,551,000 円 1,331,514円 85.8％ 1,425,572 円 △94,058 円( 93.4％) 

(エ)そ の 他 4,420,000 円 4,118,487円 93.2％ 4,038,372 円 80,115 円(102.0％) 

合  計 17,092,000 円 15,550,153円 91.0％ 15,851,387 円 △301,234 円( 98.1％) 
 

○地区委員会別実績 

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 14,000,000円 2,200,000円 892,000円 

(ア)戸別募金 4,007,102円 779,800円 476,600円 

(イ)法人募金 3,805,650円 959,000円 72,000円 

(ウ)街頭募金 1,309,275円 13,457円 8,782円 

(エ)そ の 他 3,689,613円 305,873円 123,001円 

合   計 12,811,640円 2,058,130円 680,383円 

達 成 率 91.5％ 93.6％ 76.3％ 

前年度実績 13,034,043円 2,147,871円 669,473円 

前年度比較 98.3％ 95.8％ 101.6％ 
 

○募金バッジ（実績内訳・３，０４１個・９２０，１６３円） 

     
タンチョウまりも シマフクロウ 全道版・北海道犬 全道版・赤ﾚﾝｶﾞ庁舎 全国版・初音ミク 

925 個・273,800 円 828 個・245,088 円 487 個・146,100 円 228 個・68,400 円 294 個・102,900 円 

※上記に加え、過年度のバッジ 279 個・83,875 円 
 

○サポーター宣言募金 

・北海道日本ハムファイターズ公式戦／平成３０年７月３１日(火)・釧路市民球場 

募金額３５０，０００円(クリアファイル・缶バッジ・トートバッグ等) 

・エスポラーダ北海道公式戦／平成３０年１１月１１日(日)・湿原の風アリーナ釧路 

募金額２７，７８９円(缶バッジ・クリアファイル) 
 

○募金型自動販売機(４件・６２，２９７円) 

・釧路市総合福祉センター(9,370 円) ・㈲サハスネット(23,687円) 

・ケアハウスやまざくら(20,555 円) ・(医)太平洋記念みなみ病院(8,685 円) 
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(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３１年２月１５日(金)に北海道共同募金会へ送金 
 

①募金実績 

○実 施 期 間／平成３０年１２月１日(土)～１２月２５日(火) 

○目 標 額／１，８００，０００円 (前年度 2,000,000 円) 

○実 績 額／１，５９９，３０４円 (前年度 1,685,908 円) 

○目標達成率／     ８８．９％ (前年度 84.3％) 

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 400,000 円 408,671円 102.2％ 362,076 円 46,595 円(112.9％) 

(イ)職場募金 1,400,000 円 1,190,633円 85.0％ 1,323,832 円 △133,199円( 89.9％) 

合  計 1,800,000 円 1,599,304円 88.9％ 1,685,908 円 △86,604 円( 94.9％) 
 

 

５ 助成事業の推進 

 

(１)赤い羽根共同募金助成 

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３０年４月２日(月)に事務費、４月

１７日(火)に助成金が本会に送金され、事務費は４月４日(水)、助成金は４月２０日(金)に各地区委員

会へ送金 
 

①全道・広域使途計画助成(Ａ助成) １０件／１，３４９，０００円    (11件／3,400,000円) 

(ア)釧路地区委員会  ９件／１，２４９，０００円 (10件／3,300,000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) ５３件／６，１９７，８７１円    (56件／6,755,544円) 

(ア)釧路地区委員会 ３３件／４，０９４，０００円 (37件／4,628,900円) 

(イ)阿寒地区委員会 １３件／１，６０３，８７１円 (13件／1,636,644円) 

(ウ)音別地区委員会  ７件／  ５００，０００円 ( 6件／ 490,000円) 

③市町村使途計画助成・募金経費(Ｂ助成)  １，０６２，５１６円           (1,059,120円) 

(ア)釧路地区委員会       ６８１，０４３円 (680,381円) 

(イ)阿寒地区委員会       ３１０，０００円 (310,000円) 

(ウ)音別地区委員会        ７１，４７３円 ( 68,739円) 

 

平成２９年度釧路市共同募金委員会の最終実績額 １５，８５１，３８７円 

平成３０年度釧路市共同募金委員会の助成額合計  ８，６０９，３８７円 

平成３０年度釧路市共同募金委員会の助成還元率       ５４．３％(前年度 68.2％) 

 

(２)市民歳末たすけあい募金助成 
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３１年１月２５日(金)に助成金が送

金され、１月３０日(水)釧路地区委員会に送金 
 

①歳末使途計画助成(Ｃ助成)   ４５件／１，５６６，０００円  (前年度 48件／1,612,000円) 

(ア)釧路地区委員会   ４５件／１，５６６，０００円 

○歳末使途計画助成金 ４４件／１，４７６，０００円 

○歳末募金経費     １件／   ９０，０００円 
 

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 

○日時・場所／平成３０年１２月１０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(１４種類・３，６９６本) 

※寄贈物品は、市内２７ヶ所の福祉施設や福祉団体に配分 
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６ 災害対応 

 

(１)災害見舞金の交付 

北海道共同募金会の助成により災害見舞金を交付 

○火災／死亡１件(２０，０００円)・全焼１件(２０，０００円) 

 

(２)災害義援金 

①平成２８年熊本地震義援金(中央共同募金会) 

○募集期間／平成２８年４月１５日(金)～平成３１年３月３１日(土) 

○義 援 金／平成３０年度受領分・０件 
 

②平成３０年７月豪雨災害義援金(中央共同募金会) 

○募集期間／平成３０年７月１０日(火)～令和元年６月２８日(金) 

○義 援 金／平成３０年度受領分・６件(８６，５７１円) 
 

③平成３０年北海道胆振東部地震災害義援金(北海道共同募金会) 

○募集期間／平成３０年９月１２日(水)～令和元年９月３０日(月) 

○義 援 金／平成３０年度受領分・６件(４９，７４３円) 

 

(３)災害準備金積立及び支出状況 (北海道共同募金会資料より) 

①積立額 71,682,000円 
・平成２７年度(24,300,000 円)・平成２８年度(24,000,000 円)・平成２９年度(23,382,000 円) 

②支出状況 

 ○平成３０年７月西日本豪雨⇒19,440,000 円拠出(平成３０年９月１１日(火)) 

※ただし、平成３０年北海道胆振東部地震の発生に伴い、拠出した 19,440,000 円全額は中央共同募金

会から返金された。 

○厚真町社協へ交付⇒４回・計 10,300,000 円(災害ボランティアセンター設置運営費) 

○安平町社協へ交付⇒３回・計 7,154,699 円(災害ボランティアセンター設置運営費) 

○むかわ町社協へ交付⇒２回・計 3,000,000 円(災害ボランティアセンター設置運営費) 

○道社協へ交付⇒１回・3,000,000 円(道社協災害対策本部設置・運営費) 

 

 


