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「令和３年度 赤い羽根  新型コロナ感染下の福祉 

活動応援全国キャンペーン」の実施について 

 

 

昨年度に引き続き、本会では、中央共同募金会ならびに都道府県共同募金会

とともに、「令和３年度 赤い羽根 新型コロナ感染下の福祉活動応援全国キャン

ペーン」（いのちをつなぐ支援活動を応援！〜支える人を支えよう〜）を協働実

施し、課題解決に取り組む団体への助成と寄付金の募集を行うこととなりまし

た。 

 

この全国キャンペーンは、緊急時における支援活動として、例年１０月から

実施している赤い羽根共同募金の運動とは別に展開されるものです。 

 

なお、本件は中央共同募金会ならびに都道府県共同募金会が主体となって進

められる企画であるため、地方・市町村共同募金委員会による取り組みは行い

ませんが、地域住民、関係機関団体等からの問い合わせについては、下記によ

りご対応いただきたくよろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．キャンペーンの概要について 

  以下をご参照ください。 

・別添 実施要項（北海道共同募金会） 

・別添 助成要項（北海道共同募金会） 

 

２．寄付金募集に関する対応 

・寄付の受付については、インターネットを利用したオンライン寄付を中

心に実施いたします。 



（中央共募のＨＰ内に開設されたオンライン寄付の当該ページに本会Ｈ

Ｐからリンクでアクセスすることができます。寄付者はそこから寄付先

の都道府県共同募金会を選択することができます。） 

 

・一方で、インターネット環境をお持ちではない方などに向けて、各都道

府県共募が自県への振込に対応した金融機関口座も用意します。 

 

・上記により、本件に関する寄付の受付は本会並びに中央共同募金会で対

応いたしますので、貴会に対して地域住民や関係者から寄付方法に関す

る問い合わせがあった場合には、基本的には本会ＨＰをご覧くださるよ

うお知らせいただければ、いずれの寄付方法についてもそこにご案内が

あります。 

ただし、インターネット環境をお持ちではない方からの照会に対しては、

別添の実施要項に示すゆうちょ銀行の指定口座へ送金いただくようご

説明ください。 

また、その際には、払込取扱票の通信欄に「いのちをつなぐ」と明記し 

ていただくこと、領収書を必要とされる場合は、通信欄に「領収書希望」

と明記していただくこと、（なお、他行からの送金を希望する場合は本会

にご連絡していただくようご説明ください。）をあわせて必ずご説明くだ

さい。 

 

３．助成について 

・本会が公募により実施します。 

    貴会管内において助成要件に該当すると思われる団体がありましたら、

当該団体への情報提供をお願いします。 

 

４．キャンペーン実施期間 

令和３年４月２０日（火）から６月３０日（水）まで 

※社会情勢及び寄付の状況によって延長となる可能性があります。 

 

 



令和３年度 赤い羽根  新型コロナ感染下の福祉活動応援全国キャンペーン 

いのちをつなぐ支援活動を応援！〜支える人を支えよう〜 

実施要項 

  

社会福祉法人 北海道共同募金会 

１ 趣 旨 

新型コロナウイルスの影響が長期化する中、環境の悪化等により、さまざまな生活課題が顕在化してきて

います。 

令和２年度、北海道共同募金会では、全国の共同募金会とともに「赤い羽根 子どもと家族の緊急支援 全

国キャンペーン」（新型コロナウイルス感染症の影響により日常生活に困難を抱える子どもと家族支援活動）

を実施し、新型コロナウイルスの感染拡大に起因した困りごとを抱えた人たちに対する活動に、全国で計

2,051件、約6億1千8百万円、道内で合計28件、約785万円の支援活動を展開しました。 

この全国キャンペーンでは、子どもと家族を中心として、例えばこども食堂などの活動に広く助成を行い

ましたが、諸課題の長期化が懸念されるなか、コロナ禍のもとでの様々な福祉活動に継続した支援が必要と

なっています。 

北海道共同募金会では全国の共同募金会とともに、、令和３年度においても新型コロナ感染下の福祉活動

応援という枠組みを継続させつつ、民間の相談支援活動、食支援や居住支援、居場所を失った人への活動な

ど、いのちに関わる課題に対して取り組む活動を中心に支援を行うべく「いのちをつなぐ支援活動を応援！

〜支える人を支えよう〜」全国キャンペーンを実施し、道内の地域の実情に応じたきめ細やかな支援活動を

展開してまいります。 

 

２ 実施主体 

社会福祉法人北海道共同募金会 

 

３ 協働実施 

社会福祉法人中央共同募金会、全国の都道府県共同募金会 

 

４ 協 力（予定） 

  社会福祉法人全国社会福祉協議会、社会福祉法人北海道社会福祉協議会 

 

５ 実施内容 

(1) 募 金 

①募集期間 

令和3年4月20日（火）から６月３０日（水）まで 

※社会情勢及び寄付の状況によって延長する可能性があります。 

 



②使途 

この助成では、新型コロナウイルスの感染拡大に起因した困りごとを抱えた人たちを支援するという 

観点に基づき、各種の相談支援活動、食支援や居住支援、居場所を失った人への活動など、いのちに

関わる課題に対する生活支援活動を中心に広く助成します。 

 

③ご寄付の方法 

ア．インターネットを利用して寄付する方法 

ご寄付の受付については、インターネットを利用したオンライン寄付を中心に実施いたします。 

下記の中央共同募金会ホームページ内に設置した「北海道」専用ページからご寄付ください。 

■中央共同募金会ホームページ（「北海道」専用ページ） 

https://hanett.akaihane.or.jp/donate/entry/341/ 

 

イ．金融機関での寄付金受け入れ口座 

◇ゆうちょ銀行 

預金種別：郵便振替口座 

口座番号：０２７７０－０－１４ 

口座名義：社会福祉法人北海道共同募金会 

※払込取扱票の通信欄に「いのちをつなぐ」と明記してください。 

※領収書を必要とされる場合は、通信欄に「領収書希望」と明記してください。 

※ゆうちょ銀行間の窓口からの送金手数料は無料です。 

※ゆうちょ銀行以外の金融機関からの送金をご希望される場合は、北海道共同募金会までご連 

絡ください。 

 

④寄付金の税制優遇 

ご寄付は、特定公益増進法人に対する寄付として所得税、法人税の優遇の対象となります。 

税制優遇を受けるには、領収書が必要です。 

多数のお問合せが見込まれることから、領収書の発行までには相当の期間を頂戴しますことをあら

か 

じめご了承願います。 

 

(2)助 成 

①このたびの全国キャンペーンに伴い本会に寄せられた寄付金のほか、中央共同募金会から本会への

資 

金支援を原資として助成を行います。 

募金活動の実績により助成総額は変動します。 

 

https://hanett.akaihane.or.jp/donate/entry/341/


②助成方法 

別途定める助成要項に基づく公募によるもののほか、本会における選定と調整により助成を行いま

す。 

６ キャンペーン期間 

令和3年4月20日（火）から６月３０日（水） 

※上記は、募金受付期間並びに助成を受けた活動の実施期間です。 

※社会情勢及び寄付の状況によって延長する可能性があります。 

 

７ スケジュール（予定） 

４月２０日（火）   キャンペーン開始、募金活動開始 

４月３０日（金）   助成申請受付開始 

５月２０日（木）   助成申請締切 

６月上旬       助成決定 

６月３０日（水）   キャンペーン終了、及び助成決定を受けた活動の実施期間終了 

７月３０日（金）   助成決定を受けた活動に係る報告受付締切 

８月下旬       助成金の交付 

 

 

８ お問い合わせ先 

社会福祉法人 北海道共同募金会 

〒 060-0002札幌市中央区北２条西７丁目１番地 かでる２.７  ４階 

TEL 011-231-8000 FAX 011-231-8003 

Email：dokyobo@akaihane-hokkaido.jp 

 



令和３年度 赤い羽根  新型コロナ感染下の福祉活動応援全国キャンペーン 

いのちをつなぐ支援活動を応援！〜支える人を支えよう〜 

助成要項 

  

社会福祉法人北海道共同募金会  

 

新型コロナウイルス感染症の長引く影響が社会・経済にもたらした歪みは、われわれが

つながり支え合うことさえも困難とする一方で、さまざまな生活課題を顕在化させていま

す。 

社会福祉法人北海道共同募金会(以下、「本会」という。)では全国の共同募金会とともに、

令和３年度においても引き続き新型コロナ感染下の福祉活動応援全国キャンペーンに取り

組み、それらの課題解決に取り組む団体への助成を行います。 

 

 

１．助成要望活動の募集方法 

本助成要項に基づく公募を行います。 

 

２．助成対象団体 

助成対象団体は、下記の要件をすべて満たすこととします。 

・北海道内で活動する非営利の団体やグループ。（法人格の有無は不問) 

・特定の企業、政党、宗教団体等から独立して運営され自主性が保たれていること。 

・活動の内容や財務の状況を自ら積極的に公開する透明性をもつこと。 

・応募時点で団体が設立されており、助成対象事業の実施体制が整っていること（活動 

年数は不問）。 

・団体名義の金融機関預金口座を持っていること。 

・反社会的勢力および反社会的勢力と密接な関わりがある団体でないこと 

※反社会的勢力に該当する団体とは、暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなった日

から５年を経過しない者を含む。）、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反

社会的勢力が助成対象事業の運営等に関与していると認められる団体をいいます。 

 

３．助成対象活動 

・新型コロナウイルス感染症の流行に起因した困りごとを抱える人たちを支援すること

を目的として、様々な不安や困窮などについての相談支援活動、食や居住などの生活

支援、居場所づくりのための活動など、いのちに関わる課題に対する支援活動を中心

に広く助成します。 

 

（想定される活動の一例） 

・衛生対策をとりながらの対面、あるいは電話や SNS などを活用した、不安、孤独、



いじめなどに対する、各種の相談、傾聴、情報提供、など。 

・こども食堂や地域食堂、フードバンクやフードパントリー等の食支援、学習支援、

居場所づくりの活動など。 

・ひきこもりがちとなった高齢者の見守り活動など。 

・虐待や DV の防止及び子どもの発育や発達のケア、緊急避難先の提供や居住支援

に関する活動など。 

・コロナに起因して顕在化した困りごとの解決に向けて、ボランティア団体や NPO、

市町村社協等が臨機に実施する活動など。 

 

 

・団体が通常行っている活動の範囲内での取り組みは助成対象外とします。新型コロナ

ウイルス感染症の流行に起因した緊急的支援活動や、新たな生活様式に対応しつつ活

動を継続していくためのものとして実施され、その活動に伴う経費の必要性が申請書

から読み取れることを助成要件とします 。 

・公的な補助を受けていない活動（事業）を対象とします。 

・他の団体による助成を受けていない活動（事業）を対象とします。ただし、その助成

を受けていても、経費の明確な区分が行われることを条件に申請できるものとします。 

 

４．助成対象活動の実施期間 

・令和３年４月１日(木)から６月３０日(水)までとします。 

・４月１日以降の活動であれば、助成申請前にかかった費用も遡って助成対象とします。

ただし、その場合は領収書等の証憑を提出できることを要件とします。 

 

５．助成対象経費 

活動の実施に直接必要とされる以下の経費を対象とします。 

・物品、食材等購入費、交通費(実費)、ガソリン代、賃借料、印刷費、郵送料など。 

※人的経費(謝金等を含む)、団体事務所の家賃、光熱水費、公的資金及び他の助成金が

充てられる費用等は対象外とします。 

ただし、謝金等について、それを受領する方自身のコロナ禍に端を発した経済的困

窮などをも間接的に支援する意図のあるものは対象とする場合があります。 

 

６．助成(申請)額 

・１団体につき３０万円以内とします。 

（総事業費に対する助成率は特に定めません。また、自主財源をプラスして資金計画

を立てることは差支えありません。） 

・助成総額は４００万円程度を予定しますが、今後の本会への寄付の状況により変動す

る事も考えられます。 

 



 

７．助成申請書の提出方法 

・別紙の助成申請書に必要事項を記入の上、期日までに後記の、「申請書提出先・問い合

わせ先」に提出してください（郵送及び電子メールでの提出可）。 

・助成申請書は本会のホームページからダウンロードできます。 

 

８．助成申請書の提出締切 

令和３年５月２０日（木）必着 

 

９．助成決定等 

・助成団体は本会における審査により決定します。 

・助成が決定となった場合でも助成申請額から減額してお応えすることがあります。 

・助成決定は、当該団体あてに通知を送付のうえ、本会ホームページで公表します。 

・助成金は精算払いとします。 

・助成決定団体には、活動終了後 1 か月以内に活動・精算報告書および領収書のコピー

を本会に提出いただきます。 

・本会は上記提出書類を確認のうえ当該団体に助成金を送金します。 

・活動・精算報告書様式は助成決定時に配付します。 

・活動実態が確認できなかった場合は、助成決定を取り消す場合があります。 

 

10．スケジュール（予定） 

令和３年４月３０日（金） 助成申請受付開始 

５月２０日（木） 必着 助成申請締切 

６月上旬     助成決定（本会ホームページ公表） 

６月３０日（水） 助成を受けた活動の実施期間終了 

７月３０日（金） 助成を受けた活動に係る報告提出締切 

８月下旬     助成金の交付 

※応募状況、寄付募集の状況に応じて追加の募集も行う可能性もあります。 

 

11．助成決定後のお願い 

活動内容の紹介 

多くの人たちから寄せられた寄付金を原資とした助成ですので、今回の取り組みによ

る成果を、ぜひ 団体のホームページや SNS などで発信してください。 

 

12．申請書提出先・問い合わせ先 

社会福祉法人 北海道共同募金会 

〒 060-0002 札幌市中央区北２条西７丁目１番地 かでる２.７  ４階 

℡011-231-8000 FAX011-231-8003 



Email dokyobo@akaihane-hokkaido.jp 


