平成３１年度

事業方針

平成３０年度は台風２１号、７月豪雨災害の発生により県内で多くの被害が
あり、災害準備金による支援金や緊急配分資金による被災者見舞金、災害支援
金の交付を行いました。近年多発している自然災害に対し、共同募金会では災
害時の支援だけでなく、平時から近隣の見守りや助け合いのできる地域づくり
が大切と考えています。こうした地域福祉の機運を高めるのが共同募金運動で
あり、地域福祉財源の確保と併せて小地域での地域福祉活動を活発にして「助
け合い・支え合い」が定着するまちづくりを進めるのが大きな目的です。
本会では運動性の再生を目指し、「ひょうご共同募金運動推進 2020 年計画
2016～2020」（平成 28 年度策定）に沿って５年間の募金運動を推進しており、
募金運動の４つの要素「配分」
「広報」
「募金」
「組織」を全県協働推進目標とし
て掲げ、本年はこの４年目として具体的アクションの実行を進めます。
「配分」については、市区町共同募金委員会が今日的な生活・福祉課題に対
応した配分計画の策定と配分を通じた地域福祉活動を実施できるよう支援を行
います。
「広報」については、募金の目的や使途を明確に示せるよう多様な方法
を用いて広報活動を展開します。
「募金」については、新たな寄付者層を開拓するため、積極的に新しい募金
活動が進められるよう市区町共同募金委員会への支援を行います。
「組織」につ
いては、市区町共同募金委員会における募金活動の活性化のため、組織の運営
と募金運動の強化支援を進めます。
国では現在「地域共生社会」の実現に向けた各種施策が展開されており、改
正社会福祉法では市町による包括的な支援体制づくり等が新たに規定されまし
た。また、国が示した都道府県及び市町村の地域福祉支援計画等の策定ガイド
ラインでは、地域福祉への関心の喚起等のために共同募金の取り組みを推進す
るべき事項として定められました。これを踏まえ、県では「地域福祉支援計画」
の第４期改定が行われ、公民協働による全県的な地域福祉の推進体制の基盤づ
くりが言われています。
社会福祉協議会においては、民間の立場からめざす地域福祉の実現に向けた
事業・活動の展開を一層図るとともに、行政の地域福祉計画と連携し、地域福
祉推進計画に地域福祉と共同募金との関係を反映させる必要があります。また、
市区町共同募金委員会においては、社会福祉協議会と連携・協働し、共同募金
運動の活性化を通じ、プロセスを重視した住民主体の地域づくりを推進するこ
とも期待されています。
兵庫県共同募金会では、地域の多くの関係団体、関係者に協力を得た共同募
金委員会の運営をめざし、次頁の「市区町共同募金委員会とともに取り組む協
働推進事項」により、地域で主体的な募金運動が進むよう事業を展開します。

市区町共同募金委員会とともに取り組む協働推進事項
住民参画による共同募金運動を通じて、地域福祉の充実を実現するために、
兵庫県共同募金会は市区町共同募金委員会とともに次の協働推進事項を掲げて
事業に取り組みます。
１．「ひょうご共同募金運動推進 2020 年計画」に基づく運動の推進
「ひょうご共同募金運動推進 2020 年計画 2016～2020」に基づき、赤い羽根ひ
ょうごスローガン「助け合い 広がる つながる 赤い羽根」に対応した「配
分・広報・募金・組織」の各推進目標が達成できるよう、本計画の普及促進と
運動の現状分析、重点アクションの実行を進めます。
「ひょうご共同募金運動推進 2020 年計画」協働推進目標
協働推進目標１（配分）
地域で必要とされている福祉活動を明らかにしたうえで配分を計画し、住民
からの共感や理解を得られる配分を通じた“助け合い”の仕組みをつくります。
協働推進目標２（広報）
子どもから大人までの全ての住民に対して福祉の大切さを伝え、支え合いの
気持ちが芽生え“広がる”社会をめざします。
協働推進目標３（募金）
地域の福祉活動を応援したい人たちや、地域の福祉活動を支えている様々な
人たちと“つながる”よう、多くの住民の参画を得て進める募金運動をめざし
ます。
協働推進目標４（組織）
組織の信頼性や透明性をさらに高めることで、幅広い地域住民が参画し、地
域の助け合いの輪を広げる、地域福祉を進めるための“赤い羽根”共同募金運
動を進めます。

２．配分を通じた助け合いの仕組みづくり
今日的な福祉ニーズに対応した配分になるよう、配分内容の点検や見直しを
進めるとともに、配分にあたっては、地域に開かれた仕組みづくりを進めます。
（１）配分内容の改善
社協に対し、地域福祉推進計画における共同募金で対応すべき福祉ニーズの
設定や今日的な福祉ニーズに対応した事業充当計画の策定を働きかけます。ま
た、配分計画や目標額等について、募金推進委員会等の役員による協議の活性
化を図ります。
（２）配分の透明性の向上
共同募金が公正に配分されていることを寄付者に示すことができるよう、配
分要綱を制定し、申請から決定、完了報告までの一連の手続きを適正に進めま
す。また、従来から関係のある団体だけでなく、広く地域福祉を進めるための
財源として、公募配分等、配分先の募集や配分内容の工夫を進めます。

３．広報・募金活動の積極的推進
市区町共同募金委員会の広報・募金活動が積極的に進められるよう広報や募
金方法に関する情報提供や活動支援を行い、募金拡大期間中（１～３月）も含
めた全期間中の広報・募金活動の取り組みを進めます。
（１）広報活動の強化
① 幅広い世代へ向けての広報活動を展開することにより、生活・福祉課題へ
の理解と支援活動への共感を得て募金に結びつくよう、さまざまな手段を
用いて広報を強化します。
② 自治会役員に新しく加わったメンバーや大学生など新たな世代への広報
を強化し、募金運動への参画を広げます。
③ 次世代を担う子どもたち、子育て世代への福祉学習の機会として、配分事
業の紹介や募金活動への参加を進め、ともに理解を深めます。「あかはね
ちゃんサポーター」の取り組みをさらに充実させて協力の輪を広げます。
④ 幅広い県民の関心が寄せられるスポーツ団体との協働事業を進め、「ひょ
うご赤い羽根サポーター」の創設をめざし、共同募金のさらなる周知を図
ります。
⑤ 広域配分として受配団体・福祉施設・社会福祉協議会が実施する配分事業
を通じた広報強化を重点的に進めるとともに、災害時における準備金等の
活用に関する広報啓発にも努めます。
（２）多彩な募金活動の展開
① テーマ型募金や使途選択募金といった多様な募金方法の実施に向けた取
り組みを進め、１～３月の募金拡大期間も含めた１０月から半年間の募金
促進につなげます。
② 法人・職域募金に関しては、企業、法人向けの地域貢献及び自社ＰＲ活動
の一環として、募金百貨店（寄付つき商品の販売による共同募金への協力）
プロジェクトの情報提供と参加支援を行います。
③ １～３月の募金拡大期間においては、１０～１２月の募金期間の寄付者へ
のお礼や配分先の活動成果の紹介などを丁寧に行い、配分事業の情報提供
や感謝を伝えるイベント、キャンペーンなどを実施します。
４．市区町共同募金委員会組織の強化
市区町共同募金委員会における募金活動の活性化のため、組織の運営と募金
運動の強化支援を進めます。
（１）共同募金運動強化推進モデル地区事業の実施
共同募金運動の強化推進に向けて、県内で先駆的・開拓的な取り組みを行う
市区町共同募金委員会をモデル地区として指定し、活動の支援を行い、その成
果を県内で共有し普及促進を図ります。

（２）新会計システム導入の推進
市区町共同募金委員会の会計事務について、社会福祉法人新会計への移行と
それに伴うパソコンソフトの導入を進め、事務の効率化とシステムの統一化を
図ります。２０２１年度末までに全県５０市区町共同募金委員会への導入をめ
ざします。
５．災害被災者及び災害ボランティア団体等への支援
国内で発生する自然災害時の被災者及び災害ボランティア団体、ＮＰＯに対
し、中央共同募金会・都道府県共同募金会と連携し、資金支援を行います。
（１）災害義援金、災害支援金の実施
被災者支援のための災害義援金及びボランティア支援資金を募り、中央共同募
金会・都道府県共同募金会と連携して被災者等を支援します。
（２）災害準備金の運用
災害準備金の運用を行い、必要に応じ、中央共同募金会・都道府県共同募金会
と連携しながら、災害支援資金の拠出を行い、災害ボランティアセンターの運
営やボランティア活動等の支援を行います。
（３）緊急配分資金による災害見舞金と災害ボランティア団体への支援
県内の災害発生時に緊急配分資金による見舞金や災害ボランティア団体に対
する支援金を交付します。
６．社会福祉協議会・関係団体等との連携
市区町社会福祉協議会、兵庫県社会福祉協議会や各地域の関係団体と連携を
図り、地域福祉推進計画に沿った地域福祉の推進をめざし、共同募金運動を展
開します。
（１）地域福祉推進計画との連携
「ひょうご共同募金運動推進 2020 年計画」に基づき、市区町社会福祉協議会
の地域福祉推進計画と連携しつつ、今日的な生活・福祉課題に対応した配分計
画を策定し、運動性・当事者性を基本とした事業の実施を行います。
（２）社会福祉協議会と連携した広報啓発
市区町社会福祉協議会、兵庫県社会福祉協議会との連携により、誰もが安心・
安全を実感できる地域社会づくりに向けて、草の根の福祉活動を支える共同募
金運動を進め、広報啓発を図ります。
（３）地域団体との関係強化
① 自治会・町内会、民生委員・児童委員、老人クラブ、子ども会、婦人会
等各種団体とのさらなる連携を強化し、戸別募金をはじめとした募金活
動の活性化を図ります。
② 法人・職域・学校募金の実施においては、商工会議所、商工会や協同組
合などの経済団体、教育機関との関係性を深めます。

平成３１年度

事業実施計画

１．共同募金運動の積極的展開
（１）
「ひょうご共同募金運動推進２０２０年計画」の普及と推進
「ひょうご共同募金運動推進２０２０年計画」に基づき中期的な視野に立
った基本方針に沿って、課題解決に向けた取組みを推進します。
① 共同募金運動強化推進モデル地区事業
② 共同募金運動強化推進の事例収集・共有
③ 共同募金委員会現況調査

（年間）
（８月）

新規

（１～２月）

（２）共同募金運動の推進
地域福祉財源の十分な確保ができるよう、地域の特性に応じた多様な募金
方法により多くの協力者の参加促進を図ります。
① 受配の広報・要望受付

（４～６月）

② 兵庫県社会福祉協議会意見書の受理・配分計画の立案
③ 募金部会による募金目標額・運動実施要綱の検討
④ 共同募金運動の実施

（５～７月）

（７月）

（１０～３月）

⑤ 広域配分・広域目標調整会議

（２回）

新規

２．配分金の有効活用と監査の実施
（１）配分の実施
配分委員会において、共同募金の配分について審査及び協議を行うととも
に、受配団体の共同募金配分金の適正な活用を進めます。
また、広域配分においては、一部公募方式による配分を実施し、透明性を
確保した配分を進めます。
① 配分委員会

（６月・７月・８月・１１月・１２月・３月）

② 当年度募金の実績に基づく配分の決定

（３月）

③ 施設臨時費配分
前年度募金の配分・完了報告／当年度募金の要望受付・審査 （年間）
④ 地区福祉事業費
前年度募金の配分・完了報告／当年度募金の要望受付・審査 （年間）
⑤ 社会福祉関係団体（県社協・神戸市社協）事業費
前年度募金の配分・完了報告／当年度募金の要望受付・審査 （年間）
⑥ 公募による社会福祉関係団体・ボランティア団体・ＮＰＯ支援事業
前年度募金の配分・完了報告／当年度募金の要望受付・審査 （４～９月）

（２）監査の実施
寄付者の信託に添うため、受配団体・受配施設の募金の活用状況や経理処
理等について監査部会による監査を実施します。
① 監査部会による受配施設・団体監査

（１０～２月）

３．広報・啓発活動の積極的推進
（１）広報啓発活動の協議、関係機関・団体との連携
マスコミ、行政、企業、受配先団体等を通じた広報・啓発に取り組むこと
により、住民・企業等への情報提供と募金活動への参加・協力を積極的に呼
びかけます。
また、幅広い世代に向けた情報発信を行います。
① 広報部会

（７月・２月）

② キックオフイベント

（１０月）

新規

③ マスコミ、関係機関、受配団体等への広報・啓発の依頼
④ 受配先団体による配分事業を通じての広報強化

（年間）

（年間）

⑤ 県内スポーツ団体との協働による「ひょうご赤い羽根サポーター」活
動の推進（年間）

新規

⑥ 「あかはねちゃんサポーター」の募集

（年間）

（２）共同募金のスローガン、ロゴマーク、マスコット等の普及と活用
① 「赤い羽根ひょうごスローガン」の活用

（年間）

② 共同募金ロゴマーク、キャッチフレーズの活用

（年間）

③ マスコット「あかはねちゃん」によるＰＲ活動

（年間）

④ 近畿統一記念バッジ募集・審査・決定

中央共同募金会ロゴマーク

（４～６月）

兵庫県共同募金会マスコット
「あかはねちゃん」

（３）多様な媒体による広報の実施
共同募金運動への理解を広げるため、さまざまな資材を作成・活用を図り、
広報誌の他、ホームページやＳＮＳ、「赤い羽根データベースはねっと」等
により、募金活動や配分事業に関する情報を提供します。
① 広報・募金資材の作成と活用

（７～３月）

② オリジナルポスターの作成と活用
③ 「共同募金 News」の発行

（４～３月）

（２回）

④ 「赤い羽根データベース『はねっと』」の運用
⑤ ホームページ、ＳＮＳの運営

（年間）

（年間）

⑥ 新聞広告・テレビ・ラジオスポットの活用

（１０～３月）

４．募金の強化に向けた取組みの積極的展開
（１）多様な募金活動の実施
募金の強化に向けて、様々な方法による募金活動を実施します。
① 法人・職域募金の推進

（年間）

② 募金百貨店プロジェクトの推進
③ 期間拡大募金の実施

（年間）

（１～３月）

④ 学童・生徒等への福祉学習活動の推進
⑤ 募金付自動販売機の設置促進

（年間）

（年間）

⑥ インターネット募金の普及、活用

（年間）

⑦ 新たな募金手法の研究（遺贈、クレジットカード等）

（年間）

（２）寄付に対するお礼と顕彰事業の実施
寄付者に対するお礼を表する活動として、共同募金運動に貢献があった
個人・団体等に対し顕彰を行います。
① 顕彰審査委員会

（７月）

② 県共募会長感謝・表彰

（随時）

③ 共同募金功労者・団体への表彰・感謝の推薦（県知事、中央共募会長、
厚生労働大臣）

（随時）

④ 高額寄付者への感謝・褒章の推薦（中央共募会長、厚生労働大臣、紺
綬褒章）

（随時）

⑤ 寄付に対するお礼の強化

（随時）

５．市区町共同募金委員会の支援と県共同募金会の運営
（１）市区町共同募金委員会の支援
共同募金運動の実施機関である市区町共同募金委員会の組織強化を図るた
めの支援を行います。
① 市区町共同募金委員会事務局長会議
② 市区町共同募金委員会担当者会議

（５月・８月）
（５月・２月）

③ 市区町共同募金委員会新会計基準移行と会計システム導入・活用支援
（年間）
（２）理事会・評議員会・監事監査等の開催
組織運営のため、理事会・評議員会等を開催します。また、役員の任期満
了に伴う改選を行います。
① 理事会
② 評議員会

（６月・８月・３月）
（６月・８月・３月）

③ 正副会長会議

（随時）

④ 監事監査

（５月）

⑤ 事業監査

（随時）

新規

⑥ 評議員選任・解任委員会

（随時）

６．緊急災害に対する支援
「災害支援制度運営要綱」に基づき、国内の大規模災害時の活動資金支援
として準備金を積み立て、災害が発生した際に支援します。
また、国内災害について義援金募集があった場合は、全国の都道府県共同
募金会とともに広報周知を図り、募金の受入れを行います。
さらに、
「緊急配分資金運用規程」に基づき、災害発生時の被災者に対する
見舞金、支援を行う団体に対する支援金を交付します。
① 準備金 積立及び支援

（随時）

② 災害義援金 募集及び受付

（随時）

③ 緊急配分資金 見舞金及び支援金の交付

（随時）

７．歳末たすけあい運動の展開
地域歳末たすけあい運動として、地域福祉の推進を目的とした市区町共同
募金委員会が中心となり募金運動を進めます。配分については、プライバシ
ーの保護や個人の尊厳を尊重し、援助を必要とする人々を支援する活動や事

業を中心に配分するよう市区町社会福祉協議会と調整を行います。
また、ＮＨＫ歳末たすけあい運動を日本放送協会と協働で展開し、県域・
広域で社会的な援助を必要とする人々を支援している団体や、障害福祉サー
ビス事業所等の備品整備費等に配分します。
① 地域歳末たすけあい運動

要望受付・審査・配分（１２～３月）

② ＮＨＫ歳末たすけあい運動
③ ＮＨＫ歳末たすけあい

要望受付・審査・配分

配分式の開催

（１１～３月）

（１２月）

８．特定・指定寄付金の取り扱い
特定・指定寄付金制度に関して、寄付者等からの相談を受け付け、寄付金
にかかる税制上の優遇措置の取り扱いについて適正な運営を図ります。
① 特定・指定寄付金審査委員会

（随時）

② 特定・指定寄付金に関する相談対応

（随時）

９．各種助成金の推薦業務
他の助成団体の助成金について要望のとりまとめを行い、推薦を行います。
① 公益信託 前田清栄老人福祉基金の申請受付・推薦業務
（８月）
② 神戸ヤクルト販売株式会社寄付金の配分調整・交付業務
月）
③ その他助成金、寄付金の配分調整・推薦業務
④ 他財団による補助金、助成金の情報提供

（１２～３

