平成２７年度大阪府共同募金会事業報告
平成２７年度共同募金運動については、景気動向に一定の回復傾向が見られたものの、
共同募金を取り巻く環境は引き続き厳しい状況でありましたが、府民の暖かいご理解と
ご協力、募金ボランティア各位の献身的なご尽力、関係機関・団体のご支援により府下
全域で展開され、総額６８４,９７５,７１８円の実績となりました。前年度と比較いた
しますと１,７１０万円減少しましたが、これは、一般募金の７割を占める戸別募金が
逓減傾向にあり、また、街頭募金の減少によるものです。
なお、岸和田地区募金会においては、平成２８年１月から３月にかけて「地域の子ど
もたちの居場所づくり」をテーマに募金活動を行い、１，６３３，２８２円の実績を上
げております。
平成２７年度募金の配分については、共同募金の目的である「地域福祉の推進」のた
めの事業をはじめ、重点支援事業とした「障害者(児)を支援する事業」や「社会的課題
を解決するための事業」などを中心に、配分委員会で慎重に審議を重ね、決定しました。
また、配分事業への住民の理解を一層すすめるため、ホームページ「赤い羽根おおさ
か」、「赤い羽根おおさかブログ」や赤い羽根データベース「はねっと」の充実と周知
をはかり、年間を通じた住民への情報提供に取組んだところです。
以下、平成２７年度に本会が実施した取組の概要について報告します。

Ⅰ

募金運動

１．実 施 期 間

平成２７年１０月１日(水)～平成２８年３月３１日(木)

２．募金目標額
民間社会福祉事業の資金需要（特に地域福祉事業の資金需要の適確な把握）及び大阪
府社会福祉協議会の意見、過去の募金実績額の推移等を勘案し、平成２７年度募金目標
額を決定した。
（１）一般募金目標額
①広域福祉目標額
②地域福祉目標額

６億１千万円
１億９千５百５０万円
４億１千４百５０万円
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地区目標額

１億８千５０万円

本部目標額

１千５百万円

（２）歳末たすけあい目標額

２億４千万円

①ＮＨＫ歳末たすけあい目標額
②地域歳末たすけあい目標額
合

計(１)＋(２)

６千万円
１億８千万円

８億５千万円

３．募金実績額
（１）共同募金実績額

４９９,７７７,２８８円

①一般募金実績額

498,144,006 円

戸別募金

351,586,489 円

法人募金

59,706,622 円

学校募金

9,969,950 円

職域募金

7,899,795 円

街頭募金

17,651,866 円

その他

バッジ募金

47,535,000 円

3,794,284 円

②テーマ型募金実績額

1,633,282 円

岸和田地区募金会において、平成２８年１月から３月にかけて「地域の子ど
もたちの居場所づくり」をテーマに募金活動を行った。
（２）歳末たすけあい実績額
①ＮＨＫ歳末たすけあい

１８５,１９８,４３０円
36,596,283 円

②地域歳末たすけあい

148,602,147 円

合

６８４,９７５,７１８円

計(１)＋(２)

４．募金活動
１０月１日から大阪府内全域で一斉に募金運動を展開した。
本会ではなんばウォークの『クジラパーク』にてオープニングセレモニーを実施した。
府内各市区町村においても、地区募金会役職員をはじめ、市区町村長、各種関係団体役
職員の奉仕による街頭募金が行われたことをスタートとして、募金ボランティアのご尽
力と府民の温かいご協力をいただきながら、３ヶ月間にわたる募金活動を実施し、１２
月末日をもって終了した。
また、岸和田地区募金会においては、平成２８年１月から３月にかけて「地域の子ど
もたちの居場所づくり」をテーマに募金活動を実施した。
（１）活動方法
戸別、法人、学校、職域、街頭、バッジ、その他募金（プリペイドカード募金、
インターネット寄付等）
（２）運動資材の製作・普及
・各地区募金会の実状に即して必要な募金・広報資材を製作配布した。
（12 頁、別表１参照）
・中央共同募金会制作の募金資材「図書カード」、「クオカード」の頒布を推進した。
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（３）法人による募金協力
イオン株式会社及び株式会社オークワの各店舗にご協力いただき、店舗での街頭
募金や募金箱設置等を行い、一定の成果をあげた。
また、企業への各種の働きかけ（ダイレクトメールによる協力依
頼やドナーチョイス「配分メニュー選択寄付」実施、イベント等
による社会貢献募金の周知等）を行った。
（４）卓上募金箱増設及び継続実施
地域に密着した会社・店舗等への卓上募金箱の年間設置を推進した。
（５）共同募金協力型自動販売機の設置促進
共同募金協力型自動販売機の設置を積極的に推進した。
（平成２８年３月末現在 ６５台設置）
（６）ハートフルバナー募金
本会ホームページのトップページにハートフルバナー募金枠を設け、募金への協
力を求めた。
（平成２８年３月末現在 ９社掲載）
（７）社会福祉協議会・社会福祉施設・社会福祉団体への募金及び広報協力の依頼
ポスターの掲出、募金箱の設置、プリペイドカード及び記念バッジの頒布等につ
いて協力を要請した。
（８）四天王寺境内での街頭募金活動
四天王寺境内において、街頭募金及び広報
啓発活動を実施した。
（平成２７年１０月２１日）

５．広報活動
運動の気運醸成を図り、府民の幅広い協力を得るため、広報活動を積極的に推進した。
（１）共同募金運動オープニングセレモニー（１０月１日）
なんばウォークの『クジラパーク』において
実施。
・募金開始の呼びかけ
（本会会長、大阪府・大阪市幹部、
大阪市会議長）
・厚生労働大臣のメッセージの披露
全日空機により運ばれた厚生労働大臣の
メッセージが第一便客室乗務員によって届
けられ、その場で披露された。
・寄付金の受領
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大阪地下街㈱、南海電気鉄道㈱、阪急電鉄㈱、近鉄グループホールディングス
㈱の各社から受領した。
・共同募金受配者による寄付者へのありがとうメッセージ
・街頭募金の実施
ゲストボランティアの森島寛晃さん（サッカーＪリーグ「セレッソ大阪」アン
バサダー）による募金活動開始宣言を皮切りに、波瑠さん（ＮＨＫ連続テレビ小
説「あさが来た」ヒロイン）をはじめ、参加者が全員で街頭募金及び啓発活動を
実施した。
（２）報道機関、公共交通機関及び行政機関等への協力依頼の実施
ＮＨＫ、民放テレビ、ラジオ、ケーブルテレビ等へスポット放映・放送を依頼。
大阪府政記者会・大阪市政記者クラブ・堺市政記者クラブを通じ在阪新聞各社に対
して報道依頼を行った。また、全日空、ＪＲ西日本ほか民営鉄道各社等の公共交通
機関及び関係行政機関等へ赤い羽根の着用、ポスターの掲示等の広報協力を依頼し
た。
（３）機関紙「大阪府共同募金会だより」の発行
府下の全世帯に回覧ができるよう約２０万部発行した。
（４）ホームページ「赤い羽根おおさか」の充実とホームページの周知
配分申請情報、配分金による事業紹介、各種補助金情報の他、募金・広報・配分
についての最新情報を随時提供した。
また、
「赤い羽根おおさかブログ」でも情報提供を
行った。
ホームページ：http://www.akaihane-osaka.or.jp
ブ

ロ

グ：http://akaihaneosaka.blog.fc2.com/

（５）赤い羽根データベース「はねっと」により全国の配分情報提供の周知につとめた。
ＵＲＬ

http://hanett.akaihane.or.jp

（６）広報ポスターの作成
平成２７年度の広報ポスターは、「赤い羽根は社会的経済
的孤立のないあたたかい地域づくりに取り組みます。」をコン
セプトに赤い羽根によりみんながつながっていくイメージを
表現。
このポスターは、本会独自で作成し、近畿の他府県でも採用
された。
（ポスター作者：イラストレーター田坂江里さん）
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（７）記念バッジ図案の募集
近畿府県共同募金会合同で記念バッジデザインを広く一般公
募し、審査の結果、奈良県に在学の鼻田史歩さんの作品に決定し
た。
採用作は、ホームページ・機関紙等で発表された。

平成２７年度記念バッジ

（８）配分を受けた社会福祉施設・社会福祉団体・社会福祉協議会による周知広報
受配者が、それぞれの周知広報計画を立案し、配分金の活用について、住民向け
広報を実施した。
（９）配分施設等の訪問
調査指導部会活動として、部会委員が配分を受けた施設、団体、社会福祉協議会
を訪問し、共同募金の活用状況の調査、住民への公表等の指導を行っている。訪問
にあたっては、配分金事業を一般市民にご理解いただくため、同行参加者を公募し、
１１月５日（Ａグループ）
、９日（Ｂグループ）、１７日（Ｃグループ）、２４日（Ｄ
グループ）の４日間にわたり見学訪問を実施した。（本会参加委員延べ２３名、一般
参加者延べ１０名）

・Ａグループ（富田林市）
富田林市社会福祉協議会
梅の里保育園（保育所）
・Ｂグループ（大阪市浪速区）
大阪市浪速区社会福祉協議会
国際ビフレンダーズ大阪自殺防止センター（社会福祉団体）
・Ｃグループ（阪南市）
阪南市社会福祉協議会
ライフケア尾崎（軽費老人ホーム）
・Ｄグループ（大阪市都島区）
大阪市都島区社会福祉協議会
デイサービスほっと。
（児童発達支援・放課後等デイサービス）
（10）機関紙への記事掲載協力
大阪府社会福祉協議会機関誌「福祉おおさか」へ
“もっと知りたい・知らせたい使途紹介シリーズ”は毎月掲載。
大阪市社会福祉協議会機関誌「大阪の社会福祉」へ
大阪ボランティア協会機関誌「Ｖｏｌｏ」へ
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６．その他
（１）共同募金の実施期間の告示
「１０月１日～３月３１日」
厚生労働省告示第３６８号(平成２７年９月１０日付)
（２）税制上の優遇措置の告示
指定寄付金・特定寄付金としての承認
財務省告示第３１４号(平成２７年９月３０日付)
個人住民税の寄付金控除に係る承認
総務省告示第３４１号(平成２７年９月３０日付)

Ⅱ 配

分

配分委員会の審議を経て、次のとおり配分を決定し、
「平成２７年度大阪府共同募金会配分報告書」
にまとめた。

１．共同募金
①一般募金 （ ）内は配分件数
（１）広域福祉事業

154,780,157 円

・社会福祉施設

（18）

21,631,000 円

障がい福祉サービス・障がい者支援施設

（７）

11,056,000 円

救護施設

（１）

1,498,000 円

保育所・幼保連携型認定こども園

（10）

9,077,000 円

・社会福祉団体

（30）

20,923,000 円

・大阪府・大阪市社会福祉協議会

（２）

25,000,000 円

・各種援護資金

（２）

1,300,000 円

・災害等準備金

20,500,000 円

・地域福祉推進事業実施地区配分

3,000,000 円

・募金運動推進費及び分担金

62,426,157 円

（２）地域福祉事業

351,479,121 円

・市区町村社会福祉協議会

（66）

318,335,294 円

地域配分金

264,569,553 円

その他特別配分

53,765,741 円

・地区共同募金運動推進費

33,143,827 円

【 計 】(1)＋(2)

506,259,278 円

（過年度配分金戻入 8,115,272 円を含め配分した。
）

②テーマ型募金
・岸和田市社会福祉協議会

1,633,282円

【 合 計 】①＋②

507,892,560円

- 6 -

２．ＮＨＫ歳末たすけあい
社会福祉施設入居者支援配分

6,188,000円

社会福祉団体支援配分

15,885,000円

重点支援事業配分

7,200,000円

歳末特別配分

1,200,000円

社会福祉施設整備費

9,474,000円

運動推進費

1,297,688円

【 合 計 】

41,244,688円

（過年度配分金戻入 4,648,405円を含め配分した。）

３．地域歳末たすけあい
在宅・施設入居者への贈呈事業費

43,292,835円

地域福祉・在宅福祉サービス事業費

73,426,151円

翌年度在宅・施設入居者への贈呈事業費及び
翌年度地域福祉・在宅福祉サービス事業費等
運動推進費

27,792,547円
4,090,614円

【 合 計 】

148,602,147円

《 総 計 》（１.＋２.＋３.）

697,739,395円

Ⅲ その他の事業
１．顕彰等
（１）褒章条例による行賞の申請
（２）厚生労働大臣感謝盾及び感謝状贈呈候補者の推薦
（３）中央共同募金会長感謝状の申請
（４）全国社会福祉大会表彰候補者の推薦

２．共同募金以外の寄付金
（１）受配者指定寄付金
特定・指定寄付金審査委員会(第１０２回～第１０９回委員会)を開催し、厚生労働省通知の
「特定寄付金及び指定寄付金取扱基準」
及び
「共同募金以外の寄付金取扱基準」
の規定に基づき、
大阪府共同募金会が受け入れる寄付金（共同募金によるものを除く）の配分計画が、所得税法上
の特定寄付金、法人税法上の指定寄付金、地方税法の個人住民税にかかる寄付金として趣旨に適
合しているか否かを審査するとともに、必要に応じて、中央共同募金会の審査を受け、受入と配
分を行った。（審査承認案件は、別表２のとおり）
（２）その他の寄付金（別表３）

３．各種補助金・助成金の推薦業務
次の事業について、受配者の推薦等の業務を行った。（詳細は、別表４のとおり）
中央競馬馬主社会福祉財団助成金（12法人 11,400,000円）
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Ⅳ 本会の運営・管理
１．会

議

（１）理 事 会
平成２７年 ５月２７日

平成２６年度事業報告認定に関する件
平成２６年度各会計決算認定に関する件
評議員並びに参与の選任（補充）に関する件
配分委員の選任（補充）に関する件
森廣一氏の選任を決定した。
社会福祉法人大阪府共同募金会諸規程に関する件

平成２７年 ７月３０日

平成２７年度大阪府共同募金目標額決定に関する件
大阪府共同募金配分予定に関する件
評議員並びに参与の選任（補充）に関する件
配分委員の選任（補充）に関する件
肥後洋一朗氏、髙野伸生氏、池田克史氏、福山浩一
郎氏、和田堅吾氏の選任を決定した。
社会福祉法人大阪府共同募金会配分委員会規程の改正
に関する件

平成２８年 ２月２３日

平成２７年度資金収支予算の補正に関する件
評議員並びに参与の選任（補充）に関する件
社会福祉法人大阪府共同募金会諸規程の整備に関する件

平成２８年 ３月２８日

河原林富美福祉基金の設置及び運営要綱の制定に関
する件
平成２７年度資金収支予算の補正に関する件
平成２８年度事業計画に関する件
平成２８年度資金収支予算に関する件
平成２７年度共同募金の配分決定に関する件
評議員の選任（補充）に関する件
社会福祉法人大阪府共同募金会諸規程の整備に関する件

（２）評 議 員 会
平成２７年 ５月２７日

平成２６年度事業報告認定に関する件
平成２６年度各会計決算認定に関する件
監事の選任（補充）に関する件
配分委員の選任（補充）に関する件
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森廣一氏の選任を決定した。
平成２７年 ７月３０日

平成２７年度大阪府共同募金目標額決定に関する件
大阪府共同募金配分予定に関する件
理事の選任（補充）に関する件
配分委員の選任（補充）に関する件
肥後洋一朗氏、髙野伸生氏、池田克史氏、福山浩
一郎氏、和田堅吾氏の選任を決定した。

平成２７年 ２月２３日

平成２７年度資金収支予算の補正に関する件
理事の選任（補充）に関する件
社会福祉法人大阪府共同募金会諸規程の整備に関する件

平成２７年 ３月２７日

河原林富美福祉基金の設置及び運営要綱の制定に関する件
平成２７年度資金収支予算の補正に関する件
平成２８年度事業計画に関する件
平成２８年度資金収支予算に関する件
平成２７年度共同募金の配分決定に関する件
社会福祉法人大阪府共同募金会諸規程の整備に関する件

（３）監 事 会
平成２７年 ５月１１日

平成２６年度各会計決算について

平成２７年１１月１０日

平成２７年度募金開始前の各会計について(書面)

平成２８年 ２月 ９日

平成２７年度募金締切期の各会計について

（４）配分委員会
平成２７年 ７月 ７日

平成２７年度大阪府共同募金配分予定に関する件
平成２６年度(第６４回)ＮＨＫ歳末たすけあいによる
ＮＨＫ歳末特別配分事業募集要領（案）について

平成２８年 ３月 ８日

災害等準備金の取崩し配分案審議に関する件
平成２７年度大阪府共同募金配分案審議に関する件
社会福祉法人大阪府共同募金会諸規程の整備に関する件
河原林富美福祉基金の設置及び運営要綱の制定について
平成２８年度募金による平成２９年度配分事業にむけて

（５）第３９回運動推進特別委員会
平成２７年 ４月２１日

平成２７年度共同募金運動について
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（６）専門部会・各種委員会
①企画広報部会
平成２７年 ５月１１日

平成２７年度広報活動計画に関する件
平成２７年度共同募金記念バッジデザイン選定に関する件

②募金推進部会
平成２７年 ６月２４日

平成２７年度共同募金目標額の募金推進部会案設定について
平成２７年度共同募金の増強について

③調査指導部会
平成２７年１１月５日・９日・１７日・２４日 平成２７年度配分事業現地調査の実施
（１１月 ５日）富田林市社会福祉協議会、梅の里保育園
（１１月 ９日）大阪市浪速区社会福祉協議会、国際ﾋﾞﾌﾚﾝﾀﾞｰｽﾞ大阪自殺防止ｾﾝﾀｰ
（１１月１７日）阪南市社会福祉協議会、ライフケア尾崎
（１１月２４日）大阪市都島区社会福祉協議会、デイサービスほっと。
④そ の 他
・特定・指定寄付金審査委員会
第１０２回～第１０９回委員会を次のとおり開催した。

（平成２７年４月１０日、５月１２日、６月１２日、９月１１日、
１１月１２日、１２月１０日、平成２８年２月１５日、３月１１日）
・ＮＨＫ歳末たすけあい配分審査会 （平成２７年２月２９日）
・公益信託近藤きよ子記念福祉基金運営委員会 （平成２７年５月１５日）
・公益補助事業要望にかかる推薦委員会
（中央競馬馬主社会福祉財団関係、平成２７年５月７日）
（７）そ の 他
各種会議を開催又は参加した。
・共同募金事務担当者打合せ会（平成２７年６月１０日）
・地区募金会事務長会(平成２７年８月７日、平成２８年３月４日)
募金運動の実施細目の打合せ、募金結果の報告を行う。
・新任担当者研修会（平成２７年９月４日）
以上のほか、運動推進のため中央共同募金会の主催する理事会、評議員会、都道府県共同募
金会常務理事・事務局長連絡協議会等に参加。また、近畿府県共同募金会常務理事・事務局
長連絡協議会、中央競馬馬主社会福祉財団助成金の贈呈式等にも参加した。

２．関係法令、定款、諸規定等に基づく諸手続
（１）法 人 監 理
大阪府知事あて社会福祉法人現況報告書等を提出 （平成２７年６月３０日）
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（２）公

告
平成２７年度共同募金計画 （平成２７年７月３０日付）
本会並びに地区募金会事務所前に掲出するとともに、官報に公告した。

（３）資 産 の 管 理
資産総額の変更登記（平成２７年５月２８日）
（平成２７年３月３１日現在、正味財産 ３９０，１０３，２４０円）
（４）会 計 調 査 等
平成２７年度決算について、公認会計士による調査（平成２８年４月２７日）を実施したほか、
平成２７年度募金開始前の各会計並びに平成２７年度募金締切り期の各会計についても、指導
を受けた。

- 11 -

（別表１）

平成２７年度共同募金 募金・広報資材一覧
資

材

名

数

量

寄付依頼状

13,841 枚

連名依頼状

1,543 組

戸別領収書

75,374 冊

地区領収書

1,189 冊

資

材

名

☆募金箱（スタンド式）

数

量
2個

☆募金箱（キャラクター型）

126 個

☆募金箱（職域向け）

520 個

☆車両用マグネットステッカー

13 枚

封筒募金用袋

298,134 枚

☆募金箱用ちらし

1,930 枚

学校用募金袋

394,900 枚

☆企業向けパンフレット

3,993 冊

小学・中学・高校生向リーフレット

408,770 枚

☆一般向けパンフレット

15,180 冊

壁新聞

8,352 枚

☆学校募金ハンドブック

2,361 冊

募金箱（紙）

3,516 個

☆赤い羽根協力店シール

1,560 枚

3,302 ｼｰﾄ

☆ボランティア缶バッジ

0個

封印紙
赤い羽根（ピン）

265,200 本

赤い羽根(シール)

2,109,850 本

☆募金ボランティア用名札

280 枚

☆ＣＤ（街頭向け）

5枚
0本

委嘱状

8,500 枚

☆カセットテープ

ボランティアバッジ

6,140 個

☆のぼり

28 本

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の手引

35,699 冊

☆スタッフジャンパー

25 枚

ご存じですか

58,415 枚

☆はっぴ

0枚

☆エプロン

0個

共同募金会だより

188,795 枚

振込用紙

3,983 枚

☆たすき

30 本

募金箱協力者用礼状

2,235 枚

☆腕章

10 枚

学校用礼状

1,176 枚

☆街頭募金用ティッシュ

61,000 個

ポスター（Ｂ３）

25,465 枚

☆バルーンセット（Ａ・Ｂ）

9 ｾｯﾄ

ミニポスター（Ｂ４）

18,106 枚

※子供用ドラえもんワッペン

18,480 個

☆ポスター（Ｂ２）

159 枚

☆募金箱（街頭肩掛け）

27 個

☆募金箱（ドラえもん）

9,910 個

（☆有料資材、※ボランティア記念品用有料資材）
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※ドラえもん下敷き

1,882 枚

※赤い羽根ボールペン

9,521 本

※メモ帳

2,660 冊

※赤い羽根クリアファイル

2,820 枚

共同募金以外の寄付金収支一覧表
（別表２）

（１）平成２７年度特定・指定寄付金収入・支出一覧表

平成２７年度特定・指定寄付金収入・支出一覧表
寄 付 者 名

石村俊信

寄付金額(円)

受配者名・使途

34,795,918

配分金額(円)

審査事務費等(円)

34,000,000

795,918

15,000,000

408,163

123,429,000

1,725,773

20,000,000

510,204

60,000,000

1,212,121

5,000,000

154,639

（福）裕信福祉会
（特別養護老人ホームの建築に係る建築費）
石村裕子

15,408,163

賛栄商事(株)

125,154,773

浪速住宅(株)

20,510,204

（株）日本生活医学研究所

61,212,121

甲斐沼 尚

5,154,639

（福）なにわ聖真会
（保育所建築に係る設計監理費・建築工事費）
（福）浪速松楓会
（特別養護老人ホーム建築に係る福祉医療機構借入金の償還財源）

（福）香聖会
（地域密着型介護老人福祉施設建築に係る建築費・備品整備費）

甲斐沼 成

4,123,711

4,000,000

123,711

甲斐沼 孟

4,123,711

4,000,000

123,711

(有)コンフィア

3,958,762

3,840,000

118,762

（株）メディコンフィア

4,038,350

3,917,200

121,150

1,836,000

56,783

1,671,840

51,706

70,431,196

1,317,486

800,000

24,742

900,000

27,835

1,892,783

（福）大阪光風会
（特別養護老人ホームの車両購入費）

（福）大阪光風会
（デイサービスセンターの備品整備費）

（福）野のはな
（障害者福祉施設の建築に係る福祉医療機構借入金の償還財源）

泉南生活協同組合
1,723,546

(株)サエラ

71,748,682

824,742
（一般社団法人）

大阪福祉防犯協会
927,835

（福）野のはな
（高齢者福祉施設建築に係る福祉医療機構借入金の償還財源）

（福）ウエル清光会
（特別養護老人ホーム建築に係る福祉医療機構借入金の償還財源）

（福）ちぐさの森（※）
（保育所の車両購入費）

（福）聖ヨハネ学園（※）
（児童養護施設の改修工事費）
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927,835

927,835

927,835

927,835

927,835
（一般社団法人）

大阪福祉防犯協会
927,835

927,835

927,835

927,835

927,835

合 計

（福）大阪水上隣保館（※）
（児童養護施設の車両購入費）

（福）生駒学院（※）
（児童養護施設の備品整備費）

（福）高津学園（※）
（児童養護施設の改修工事費）

（福）東光学園（※）
（児童養護施設の備品整備費）

（福）みおつくし福祉会（※）
（児童養護施設の備品整備費）

（福）海の子学園（※）
（児童養護施設の備品整備費）

（福）日本ヘレンケラー財団（※）
（福祉型障害児入所施設の設備改修工事・備品整備費）

（福）愛徳福祉会（※）
（医療型障害児入所施設の備品整備費）

（福）慶徳会（※）
（児童養護施設の備品整備費）

（福）こころの家族（※）
（特別養護老人ホームの車両購入費）

364,876,290

900,000

27,835

900,000

27,835

900,000

27,835

900,000

27,835

900,000

27,835

900,000

27,835

900,000

27,835

900,000

27,835

900,000

27,835

900,000

27,835

357,825,236

7,051,054

上記は、本会が２７年度に取扱った特定・指定寄付金収入と配分の一覧である。これらは、本会特定・指定寄付金審査委員会で
審査の上、中央共同募金会で再度審査し財務省の承認を受けたものである。
（※は本会審査のみ）
審査事務費等は、本部サービス区分に繰り出し、収入とした。

（別表３）

（２）その他の寄付金
寄付者名

寄付金額(円)

使

途

配分金額(円)

関西遊技機商業協同組合

194,000

社会福祉施設の備品購入費

194,000

東芝テック社会貢献基金

100,000

社会福祉施設の備品購入費

100,000
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（別表４）

中央競馬馬主社会福祉財団助成金（12 法人 11,400,000 円）
法人名／施設名
(福)愛光会

施設種類
生活介護、施設入所支援

愛光園
(福)一隈苑
一隈苑デイサービスセンター

老人デイサービスセンター

(福)ほっこり福祉会

生活介護、自立訓練、

ほっこりの里

就労継続支援Ｂ型

(福)水平会

特別養護老人ホーム

ホライズン
(福)産経新聞厚生文化事業団
すみれ工房

就労継続支援Ｂ型

(福)恩賜財団済生会支部
大阪府済生会

生活介護、施設入所支援

ふくろうの杜
(福)みなと寮

救護施設

みなと寮
(福)ハンドビジネスセンター
ハンドビジネスセンター
(福)大領福祉会

就労継続支援Ｂ型

保育所

大領乳児保育園
(福)大阪キリスト教社会館
めぐみ保育園
(福)たつみ会
聖ヶ丘保育園こども未来学舎
(福)白寿会

保育所

幼保連携型認定こども園

特別養護老人ホーム

白寿苑
合

計

所在地
八尾市

助成額(円)

使 途

1,500,000

福祉車両

1,400,000

福祉車両

貝塚市

1,440,000

車両

泉佐野市

1,000,000

車両

920,000

車両

590,000

福祉車両

河内長野市

490,000

車両

寝屋川市

350,000

空調機

940,000

厨房機器

620,000

厨房機器

980,000

厨房機器

1,170,000

福祉車両

大阪市
住吉区

豊能郡
能勢町
大阪市
大正区

大阪市
住吉区
大阪市
大正区
高槻市
大阪市
西成区
12 件
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11,400,000

