
   平成２７年度 共同募金事業報告（総括） 

 

 

 

 住民相互の“たすけあい”に支えられ、平成２７年度で６９回目となる「共同募金運動」は、 

民間社会福祉事業の健全な発展、地域福祉の推進を図ることを目的に運動を実施した。 

 本会の募金目標額は、赤い羽根募金９，１３０，０００円、歳末たすけあい募金３，６４０，０００円、合計 

１２，７７０，０００円を設定し、募金実績額は、赤い羽根募金８,６８８,３７５円、歳末たすけあい募金 

３,５６７,７９８円、合計１２,２５６,１７３円で、前年度実績に対し、６８９,８４４円、５.３％

の減額となり、目標達成率は９５.９％となった。 

 

 

１．会  議 

 （１）千葉県共同募金会茂原市支会 

   （第１回委員会） 

期  日   平成２７年 ６月１９日（金）  場所 茂原市役所 

出席者数   １４名（委員１３名 監事１名） 

案件１号   平成２６年度事業報告並びに茂原市支会会計決算について 

監査報告   平成２６度事業報告並びに茂原市支会会計監査報告について 

案件２号   平成２７年度事業計画並びに茂原市支会会計予算(案)について 

 

（第２回委員会）  

期  日   平成２７年 ９月２８日（月）  場所 茂原市役所 

出席者数   １３名（委員） 

案件１号   平成２７年度赤い羽根共同募金運動の実施について 

案件２号   地区募金事務費の交付について 

 

（２）茂原市支会監査 

期  日   平成２７年 ５月 １日（金）  場所 茂原市総合市民センター 

出席者数   ２名（監事２名） 

監査事項   平成２６年度事業報告並びに茂原市支会会計決算について 

 

 

２．募金運動 

① 赤 い 羽 根 募 金   平成２７年１０月 １日 ～ 平成２７年１２月３１日 

② 歳末たすけあい募金   平成２７年１２月 １日 ～ 平成２７年１２月３１日 

 



３．啓発方法 

① 市役所広報「広報もばら」に掲載 （１０月１日、１２月１日号） 

② 社協広報「社福もばら」に掲載 （５、１０、２月号） 

③ 茂原市支会ホームページの運営 （社協ホームページ内） 

④ 自治会回覧 （１０月赤い羽根、１１月歳末たすけあい） 

⑤ 市内公共施設等にポスター、募金箱の設置 

⑥ 街頭・イベントでの啓発活動 （街頭募金、グッズ販売） 

⑦ ＣＭ、ラジオ、新聞等による啓発 （中央共同募金会、県共同募金会） 

⑧ 赤い羽根データベース「はねっと」による情報公開 （中央共同募金会） 

 

 

 ４．募 金 額 

① 赤い羽根募金          ８，６８８，３７５円 

② 歳末たすけあい募金       ３，５６７，７９８円 

 

 

 ５．災害義援金 

① 屋久島町口永良部島新岳噴火災害義援金／ 

受付期間 ： 平成２７年６月３日～平成２７年１２月２５日 

② ネパール地震災害福祉活動支援募金／受付期間 ： 平成２７年６月２２日～９月３０日 

③ 茨城県台風１８号等害義援金／受付期間 ： 平成２７年９月１１日～平成２７年１２月３１日 

④  栃木県台風１８号等災害義援金／受付期間 ： 平成２７年９月１４日～１２月３０日 

⑤  宮城県台風１８号等災害義援金／受付期間 ： 平成２７年９月１６日～１１月３０日 

⑥  平成２７年台風第１８号による大雨等災害義援金／ 

受付期間 ： 平成２７年９月１５日～平成２７年１２月３０日 

⑦  台風第２１号与那国町災害義援金／受付期間 ： 平成２７年１０月６日～平成２７年１２月３１日 

 

 

※ ホームページにて情報提供を行う 

 

 

 



実　　施　　事　　業 事　　業　　内　　容

4月 1日 支会事務局体制等の届出 27年度支会役職員名簿等の提出

6日 26年度共同募金助成精算[地域歳末] 報告 26年度共同募金助成精算[地域歳末] はねっとにて報告

6日 26年度決算及び事業報告 26年度茂原市支会会計決算・事業報告

16日 第１回支会担当者会議 26年度募金実績と助成、27年度資材、27年度事業計画

25日 資材需要調査書提出 27年度共同募金運動資材需要調査書の提出

5月 1日 社協広報誌発行 社協広報誌「社福もばら」に、26年度募金実績を掲載

1日 監査 26年度茂原市支会事業報告並びに会計決算

22日 第213回県共募理事会 26年度事業報告・決算、募金目標額の算定方法等の変更

22日 第193回県共募評議員会 26年度事業報告・決算、募金目標額の算定方法等の変更

26日 26年度共同募金に係る領収書発行枚数等の報告 税控除に係る個人・法人用領収書の発行枚数と寄付金額の報告

26年度共同募金助成決定[地域]報告 26年度共同募金助成決定[地域]はねっとにて報告、27年度社協予算書提出

6月 4日 募金運動功労者(団体)推薦 県社会福祉大会被表彰者(優秀自治会5地区）の推薦

16日 25年度共同募金助成精算[地域]の報告 はねっとにて報告、26年度社協決算（社協会計一般配分金）の助成実績を報告

19日 第1回茂原市支会委員会 26年度事業・決算･監査報告、27年度事業計画・予算等

７月 2日 カード募金の協力依頼・申込み受付開始 民生委員、行政、企業・団体等にカード募金への協力依頼

小中学校教員にカード募金の協力依頼 小中学校長宛にカード募金の協力依頼を実施する

募金運動資材申込書提出 27年度募金運動資材について

6日 第1回支会事務局長会議 平成27年度募金目標額と助成計画・運動に対する顕彰について

5日 東日本大震災避難者交流会の開催 使途選択募金を利用し、市内震災避難者の交流会を開催

23日 第214回共募理事会 27年度共同募金目標額・助成計画書、被顕彰者の決定について

23日 第194回共募評議員会 27年度共同募金目標額・助成計画書について

23日 カード募金の協力依頼 介護サービス事業所に協力依頼を実施する

30日 27年度募金運動事務費申請 27年度募金運動事務費の申請

8月 4日 街頭募金ボランティア協力依頼 ボランティア団体・協力団体・高校生に街頭募金ボランテアの協力依頼

20日 第2回支会担当者会議 27年度共同募金運動について、募金資材

28日～ カード募金の販売開始 クオカード、バッジ等の販売

9月 1日～ 募金箱設置、ポスター配付開始 市内公共施設、商店等へ依頼

9日 赤い羽根街頭募金実施計画書の提出 赤い羽根街頭募金実施計画書を県共募へ提出

10日 学校募金の協力依頼 市内小中高等学校へ協力依頼(計26校)

28日 第2回茂原市支会委員会 27年度募金目標額及び運動の実施について

29日 職域募金の協力依頼 地区労働者福祉協議会加盟団体 等

10月 1日 社協広報誌発行 27年度共同募金運動実施についての記事掲載

市広報誌発行 　　　　　〃

平成２７年度千葉県共同募金会　茂原市支会事業報告（月別）

時　期



実　　施　　事　　業 事　　業　　内　　容

平成２７年度千葉県共同募金会　茂原市支会事業報告（月別）

時　期

イオン赤い羽根募金 イオン茂原店にポスター掲示、募金箱設置(31日まで)

2日～ 赤い羽根街頭募金開始 ボランティア団体・企業・JR・行政機関の協力により実施

歳末街頭募金ボランティア協力依頼 ボランティア団体等に街頭募金ボランティアへの協力依頼

2日 戸別募金（赤い羽根募金） 自治会の協力により実施(自治会回覧文書で依頼)

20日 職域募金の協力依頼 長生郡市広域市町村圏組合、市役所、社協

24日 市社会福祉大会 啓発運動及びグッズ販売（クオカード、ストラップ等）

29日 第1回募金実績途中集計報告 一般募金（赤い羽根募金）の途中実績額を集計報告

歳末街頭募金実施計画書の提出 歳末街頭募金実施計画書を県共募へ提出

11月 5日 戸別募金（歳末たすけあい募金） 自治会の協力により実施(自治会回覧文書で依頼)

13日 県社会福祉大会 功労団体表彰（優秀自治会5地区）

24日 第1回歳末たすけあい募金配分委員会（社協) 27年度歳末たすけあい募金配分計画について

26日 歳末たすけあい募金配分申請 27年度歳末募金目標額・配分申請等の提出

27日 第2回募金実績途中集計報告 一般募金（赤い羽根募金）の途中実績額を集計報告

12月 1日 市広報誌発行 27年度歳末たすけあい募金運動実施について記事掲載

歳末街頭募金開始 ボランティア団体、高校、企業、ＪＲの協力により実施

上旬 法人募金 法人及び商店の協力により実施

10日 まごころ募金（歳末） 市長寿クラブ連合会の協力により実施

18日～ 歳末たすけあい配分(社協) 歳末見舞金、歳末慰問品の配布、団体助成金の交付

24日 第3回募金実績途中集計報告 一般募金（赤い羽根募金）・歳末募金の途中実績額を集計報告

下旬 募金箱回収 市内公共施設及び店舗等に設置した募金箱の回収

1月 6日 イオン募金実績報告 イオン募金の茂原市支会実績額を報告

14日 共同募金協力校名簿の報告 共同募金協力校名簿の提出

15日 寄附金税額控除該当者の報告 個人住民税に係る寄附金税額控除該当者名簿の提出

28日 第4回募金実績途中集計報告 一般募金（赤い羽根募金）・歳末募金の途中実績額を集計報告

2月 1日 社協広報誌発行 27年度募金活動(街頭募金･募金箱設置等)についての記事掲載

2日 一般募金、歳末たすけあい募金集計 歳末たすけあい募金繰越金の送金

第5回募金実績最終集計報告 一般募金（赤い羽根募金）・歳末募金の最終実績額を集計報告

10日 27年度歳末募金助成決定(歳末配分) 歳末配分金の助成実績はねっとにて報告、実施報告書提出

第2回歳末配分委員会(社協) 27年度歳末たすけあい募金配分実績報告

3月 9日 第2回支会事務局長会議 27年度募金実績額・助成案、28年度事業計画・予算　等

14日 第195回共募評議員会 27年度実績額・助成案、補正予算、28年度事業計画・予算 等

14日 第215回共募理事会 27年度実績額・助成案、補正予算、28年度事業計画・予算 等


