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今月の表紙
陸前高田に暮らす
みんなで支え合える
生活応援のしくみ

おたがいさま
プロジェクト
ボランティアさんに
箱詰め作業へ
ご協力いただきました。

この広報紙は、赤い羽根共同募金の助成を受けて発行しています。

陸前高田市共同募金委員会
令和３年度事業報告・決算報告
１ 事業経過
令和３年度も新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、通常の募金活動を行うことは非常に厳しい状況下にあり
ましたが、市民の皆さまからの共同募金に対するご理解と多大なるご協力を得たことで、目標額を上回る実績とな
りました。また、審査委員会においては、地域福祉活動事業費の計画や、一般公募助成の審査等について活発な議
論が交わされました。
岩手県共同募金会が行っている、各種助成金においては市民の皆さまに周知をすることで多くの団体がその助成
金を活用することができました。
２ 募金実績
災害義援金収入
114,920円

（1）赤い羽根共同募金実績額 5,128,642円
（目標達成率104.3％）前年度比較

262,045円増

その他の収入
1円

前年度繰越金
34,622円

岩手県共同募金会からの事業費収入
578,000円

（2）歳末たすけあい募金実績額 2,986,979円
歳末たすけあい募金収入
2,986,979円

（目標達成率103.6%）前年度比較 130,768円増
歳末たすけあい運動配分額 2,441,000円

赤い羽根共同募金収入
5,128,642円

収入
8,843,164円

市内724世帯、15施設へ届けられました。剰余金545,979円は
令和４年度地域福祉活動費として全額陸前高田市に助成されます。
（3）災害たすけあい義援金の受付 合計

114,920円（延べ8件）

・「令和３年２月福島県沖地震災害義援金」 6,391円（2件）
・「令和３年島根県松江市大規模火災義援金」 3,000円（1件）
・「令和３年７月大雨災害静岡県義援金」
・「令和３年大雨災害義援金」

事業費支出
525,245円

４ 一般公募助成
「たかたのまちを良くする福祉活動助成」においては、市内の6団体より応募
があり審査委員会において助成が決定となりました。（※下表参照）
５ 新たな募金手法への取組み
・ ゆめちゃんピンバッチ作成：協力個数 769個 募金総額 384,500円
・ 赤い羽根自動販売機の設置推進：設置台数 17台 募金総額 209,374円
※「たかたのまちを良くする福祉活動助成」助成決定団体一覧（令和4年度事業）

1

応募団体名
陸前高田市立気仙小学校

事業名

助成決定額

児童の安全を守る地域づくり事業

25,000

学校運営協議会

2

只出自治会

バス停ベンチ設置事業

76,000

3

認知症を考える会

認知症の人と家族の支援・地域づくり

60,000

4

ボランティアサークルぜんしん

下矢作ピンコロ倶楽部

79,000

ノルディックウォーキング

5

シニアネットリアス気仙

パソコン教室

80,000

6

泊振興会

「海上引き灯籠」復活事業

80,000

合計

次年度繰越金
87,378円

14,444円（2件）
91,085円（3件）

３ 助成金交付実績（市内受付分）
・「2021年度被災地住民支え合い活動助成」
742,000円/3件
・「福祉のまちづくり支援事業（令和４年度事業分）」 320,000円/2件

№

災害義援金送金
114,920円

400,000

支出
8,843,164円

岩手県共同募金会へ募金送金
8,115,621円

寄せられた各種募金は、一旦全
額、岩手県共同募金会へ送金され
ます。
その後、陸前高田市の地域福祉
活動事業費や、歳末たすけあい運
動のために助成されました。
災害義援金は、岩手県共同募金
会を通じて、全額該当被災県へ送
られました。
市民の皆さまのご協力、ありが
とうございました。

【問い合わせ】電話:54-5151担当:小山

障がいのある人たちの働く事業所などが加盟する、「きょうされん」の全国大会
が、令和４年９月３０日(金)～１０月１日(土)の２日間、陸前高田市で開催されま
す。
この度、この大会開催のため、当日の運営ボランティアを募集します！
詳しくは、陸前高田市社会福祉協議会のホームページの特設ページをご覧ください。
↑お申込みＱＲコード

日時：2022年9月30日（金）・10月1日（土）
会場：陸前高田市 総合交流センター（夢アリーナたかた）
【

主な内容

】

◆会場内や、各会場付近の案内・誘導

◆会場入口での参加者の検温、消毒の呼びかけ

◆参加者等の受付、荷物の預かり受付

◆障がい当事者の移動や介助のサポート

◆会場内の、障がい者施設商品の販売補助

◆開催期間中の大会広報配布、写真撮影

◆弁当配布や片付け、ゴミ回収
◆視察観光のバスの乗り降り誘導、観光地への付き添い（10月1日のみ）
※その他、準備、片付け、会場消毒等の雑務が伴う場合もありますので、ご了承ください。

【問い合わせ】陸前高田市社会福祉協議会

電話 ：54-5150/5151 担当：佐藤

陸前高田市老人クラブ連合会
各 種 教 室 の ご 案 内

『夢のカケラ拾い』活動へ参加

今年度も新型コロナウイルス感染拡大防止策を取

4月29日に開催された三陸花火競技大会の翌日、

りながら、各種教室を開講いたします。

花火打ち上げ会場周辺の清掃活動・通称『夢のカケ

随時、受講者の募集をしておりますので、ご希望

ラ拾い』（三陸花火競技大会実行委員会主催）に、
陸前高田市老人クラブ連合会・高田町内の単位クラ

の方は是非お申込みください。

ブより１４名の会員の皆さんが、ボランティア活動

受講資格

陸前高田市在住の方のみとなります。
ただし、陸前高田市老人クラブの会員
で市外にお住いの方は参加可能です。

受講料

会 員：1,000円／一 般：3,000円

の一貫として参加しました。
前日の荒天から一転して、春の日差しが降り注ぐ

※ 複数の受講でも受講料は変わりません。

中、地域に貢献しようと朝早くから熱心に散乱した
花火の破片（厚紙）などを拾い集めました。暑い中
での作業でしたが楽しく活動を行ってまいりました。
＊「夢のカケラ」とは、落下した花火玉の殻のこと。

合同
開講式

市コミュニティホール（大会議室）
６月２２日(水)10：00から

教室名
(講師名)

◆◆参加者から一言◆◆

日

程

開講日

陸前高田市が誇る高田松原
の環境美化を保つ活動と言う
こともあり、私にもやれるこ
とと思い参加しました。

太極拳
(小山光子氏)

第2・4火曜日

6月28日
（火）

詩 吟
(村上武也氏)

第1・3月曜日

7月4日
（月）

昨夜は生憎の雨だったけれ
ど、見事な花火を見させても
らいました。そのお礼にと思
い参加しました。
楽しかったです。

※ 他の利用団体の使用状況により、日程や会場等が変更に
なる場合があります。
清掃活動
通称『夢のカケラ拾い』の様子

【問い合わせ】陸前高田市老人クラブ連合会事務局

◆ お近くの老人クラブ、または市老人クラブ
連合会事務局までお申し込みください。
【直通携帯】 080-5734-8675
電話

54－5150／5151 担当：吉田（智）

【活動内容】
東日本大震災で失われた名勝高田松原を復
活・再生して、未来に形ある遺産継承活動を
しながら、地域社会の再生・振興に寄与する
活動をおこなっています。

高田松原を守る会よ り 一 言
高田松原の再生に向けて2017年から市民や協賛企業などと植樹
を続け、県の事業と合わせると植樹の数は４万本となり、２０２１
年に終了しました。ここに至るまでは多くの皆様のご協力がありま
した。

この松たちが震災前のような立派な松林へと成長するまでには50
年以上かかります。現在松原を守る会のメンバーは高齢化しており、
後継者問題が今後の保存・保全活動について大きな課題となってい
ます。せめて交流人口を増やし陸前高田を賑やかにしたいものです。
今後も地域の皆様、陸前高田に関わってく
れる方々と協力して、次世代にも加わってい
ただきながら活動を継続していきたいと思い
ます。
【問い合わせ】陸前高田市ボランティアセンター

「米崎緑の少年団」高田松原での草刈り作業

【活動場所・日程】日曜日（他、相談に応じます）
【 連 絡 先 】
TEL:0192-22-7992／FAX:0192-22-7993
（代表：鈴木）

電話：54-5150／5151 担当：黄川田（美）

「こんにちは赤ちゃん訪問」は、お祝いをするとともに、
子育ての不安や悩みをお聞きし、必要に応じて適切なサービ
スにつなぐなど、お子様の成長を地域で見守るきっかけづく
りを目的とし、地域の身近な相談役である民生委員・児童委
員さんが、赤ちゃんの生まれたお宅を訪問しています。

お困りごとなどありましたら、お気軽に地域の民生委員へご相談ください。
写真掲載へのご協力ありがとうございました。
こんにちは赤ちゃん訪問事業は、赤い羽根共同募金の助成を受けて実施しています。

地域支え合い活動推進事業

広田地区「令和４年度第１回支え合い会議」の紹介
広田地区では令和４年４月２７日に、コミセン役員、
民生委員会長、市役所担当者が参加し第1回推進会議

⇓

が開催されました。

交
付
の
様
子

蒲生コミセン事務局長進行のもと、菅野コミセン会
長から会員に対して期待を込められた挨拶があり、会
員ひとりひとりに委嘱状の交付が行われました。

その後、蒲生哲座長進行にて協議に入り、市役所包
⇑
会
議
の
様
子

括支援センター千葉保健師より「地域支え合い活動推
進事業」についての説明、菅野タエ子推進員より「前
年度までの取り組み、課題等」について報告と、今年
度の取り組みについての提案があり、活発な意見交換
が行われました。
【問い合わせ】電話：５４-５１５０／５１５1 担当：黄川田（正）、和泉、吉田

ふくしの情報・お知らせ information
2022年度「被災地住民支え合い活動助成」

助成金の受付について
これは、東日本大震災被災地の復興に向けて、被
災者の孤立防止や、コミュニティ再生を目的とした
活動を支援するための助成金です。
この助成は全国から寄せられた募金により実施さ
れる事業です。

１．受付期間：令和4年5月6日(金)〜11月30日(水)
※ 岩手県内で助成予定総額の568万円に達した時点で終了

「日常生活自立支援事業」のご案内
あんしんねっとは、日常生活の中で自分ひとり
では判断をすることに不安がある方や、お金の管
理に困っている方などを対象としています。皆さ
んの権利を守り、地域で安心して生活が送れるよ
うお手伝い（支援）いたします。
〇 福祉サービスの利用支援
・申込手続きなど

２．助成金額
(1)おおむね3ヵ月以上の活動
１団体につき、総事業費の90%以内で27万円を上限
(2)１日限り・１回限りの限定的な活動の場合
１団体につき、総事業費の90%以内で9万円を上限

〇 日常的な金銭管理サービス
・公共料金や医療費の支払い手続きなど
〇 書類等預かりサービス

３．応募方法
社会福祉協議会の窓口で、応募用紙を差し上げます。
また、下記のホームページからも応募用紙をダウンロード
することも可能です。

◆ 陸前高田市社会福祉協議会ホームページ

http://www.rikutakashakyo.jp
【問い合わせ】電話：54-5150/5151 担当：小山

ふれあい教室

たんぽぽの日の紹介
お子さんや、お孫さんと一緒に楽器や体をつかった
ふれあいあそびを一緒に楽しみましょう！
楽しい時間を過ごしませんか？？

開

あんしんねっと

催

日

・大切な印鑑や証書などの管理
○利用料金 １回１時間あたり1,300円です
※ 生活保護を受けている方は無料です。

【問い合わせ】「くらし応援窓口」
電話：54-5150/5151 担当：黄川田（美）

あたたかいご支援
ありがとうございます
明治安田生命大船渡営業所 様
昨年度に引続き、明治安田生命の職員のみなさん
が持ち寄り集めた食料品をご寄付いただきました。
食料品は税金やローンなどの支払いにお困りの世
帯を対象にした「おたがいさまプロジェクト」で活
用させていただきました。

6月 20日 (月)
7月 ４日 (月)
‣ 廃棄にかかる経費削減に
‣ 社会貢献の一環として
‣ 食品ロスをなくすために

【活動場所】ふれあい教室
【時
間】１０：００～１０：４５
【対 象 児 】生後６ヶ月～未就学
※予約制となっています。お電話でご予約下さい。
なお、新型コロナウィ
ルス感染状況により、
中止となる場合もあり
ますのでご了承下さい

( 左：明治安田生命
大船渡営業所 所長様から
右：陸前高田市社会福祉協議会
会長へ )

【問い合わせ】ふれあい教室
090-9745-5182（直通）
54-5150/5151
【問い合わせ】電話：54-5150/5151 担当：松本

この広報紙は、赤い羽根共同募金の助成を受けて発行しています。

