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「社福だより」は一部赤い羽根共同募金配分金を受けて作成しています

♡赤い羽根共同募金♡
令和3年10月1日～令和4年3月31日
　令和 3年「赤い羽根共同募金」が10月
1日から全国一斉に展開されています。
　皆さまからお寄せいただいたあたたか
い募金は、地域で行われる子どもたち、高
齢者、障がい者などを支援するさまざま
な福祉活動や、豪雨災害などの災害時に
被災者支援活動に役立てられます。

♡歳末たすけあい募金♡
　令和3年12月1日～12月31日
　歳末たすけあい募金は、新たな年を迎
える時期に、支援を必要としている人たち
が、地域で安心して暮らすことができるよ
う、みんなで支え合うことを目的とした運
動です。この募金は、全額寄せられた地域
に配分され、寝たきり高齢者や障がい者
へ助成されるほか、地域の活動に使われ
ます。
　受付は、千葉県共同募金会銚子市支会
（銚子市社会福祉協議会）で取り扱います。

共同募金運動にご協力をお願いします
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＊＊令和 2年度の赤い羽根共同募金配分金 4,150,156 円は次のように使われました＊＊
項　　　目 金　　　額 内　　　　容

福祉団体助成 1,593,000 円 銚子市身体障害者福祉連合協議会外 26団体へ助成

在 宅 福 祉 　811,068 円 「社福だより」発行費用、貸出用具など

法 外 援 護 1,177,082 円 困窮世帯の生徒・児童への援助

高 齢 者 福 祉 　290,000 円 地区社協活動助成など

障がい者福祉 　179,006 円 手話講習会費用、福祉テレフォン整備費など

母 子 福 祉 　100,000 円 母子寡婦福祉会への助成

＊＊令和 2年度歳末たすけあい募金の配分 1,189,340 円は次のように使われました＊＊
項　　　目 金　　　額 内　　　　容

在宅援護事業 279,340 円 寝たきり高齢者、寝たきり身体障がい者、重度知的障
がい者への配分

助 成 事 業 910,000 円 13地区社会福祉協議会への活動支援

＊＊＊共同募金の寄付には税の優遇措置があります＊＊＊

個人の寄付
【所得税】（所得控除または税額控除）
＜所得控除＞　
　「所得控除」とは、寄付者のその年分（1月～12月）の課税対象となる所得から、該当する額が控除さ
れること。　
・税額＝（所得金額－所得控除額）×税率　　
・所得控除額＝寄付金額（年間所得の40％を限度とする額）－2,000 円
＜税額控除＞
　「税額控除」とは、納付すべき所得税額から、該当する金額が控除されることをいいます。
　ただし、税額控除額は、その年分の所得税額の25％が限度となります。
・税額控除額＝（税額控除対象寄付金額－2,000 円）×40％
【個人住民税】
　「税額控除」とは、納付すべき個人住民税の額から該当する金額が控除されることをいいます。
　なお、地方税である個人住民税は、国税である所得税の場合とは異なり、寄付先の共同募金会が所
在する都道府県内に住所があることが必要となります。
・税額控除額＝（寄付金額（年間所得の30%を限度とする額）－2,000 円）×10％
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【戸　別】（町内会）
愛宕町第１ 高神東町 南小川町第１ 三軒町第２ 高田町
清水町上 高神西町 南小川町第２ 唐子町第１ 芦崎町
幸町第２弥生町 高神原町 春日町第１ 唐子町第２ 岡野台町
仲町第１ 名洗町 春日町第２ 唐子町第３ 正明寺町
仲町第２ 犬若 春日町第３ 松本町西第２ 船木町
橋本町第１ 小畑町 春日町第４ 松本町西第３ 野尻町
橋本町第 3 犬吠埼 春日町第５ 松本町南 小船木町
通町第１ 犬吠埼南 大谷津市営住宅 松本町北 小長町
榊町 外川町１の１ 大谷津県営住宅 本城町東 白石町
海鹿島町東 外川町２の北 大谷津 本城町西 茶畑町
海鹿島町駅前 外川町２の中央 三崎町三丁目 本城町南第１ 森戸町
海鹿島町中央 外川町３の２ 新生町１の３ 本城町南第２ 桜井町
海鹿島町西 外川町４の西仲 新生町２の上 本城町北 諸持町
海鹿島町南 外川台町市住 新生町３の辰巳 本城町団地 宮原町
植松町第１ 天王台船員団地 興野西第１ 長塚町西 豊里台
植松町第２ 南町東 本通 長塚町市営住宅 豊里台県営住宅
植松町第３ 馬場町 末広町第４ 長塚町ニュータウン 八木町第１
植松町第４ 前宿町第１ 末広町第５ 長塚町六丁目大地 八木町第２
川口町第２ 前宿町第３ 西芝第２ 松岸町東 八木町第３
川口町第３ 浜町 芝町 松岸町西 八木町第４
笠上町第２ 東町 栄町第１ 松岸町南 小浜町第１
笠上町第３ 後飯町 栄町第２ 松岸町北 小浜町第２
黒生町住宅 和田町 栄町第３ 垣根町 小浜町第３
黒生町第１ 田中町 栄町第４ 四日市場町 小浜町第４
黒生町第２ 新地町 清川町第１ 柴崎町第１ 親田町
黒生町第３ 竹町東 清川町第３ 柴崎町第２
明神町第１ 内浜町南 若宮町第１ 柴崎町第３
明神町第２ 西小川町第１ 若宮町第２ 高野町
明神町第２団地 西小川町第２ 三軒町第１ 赤塚町

【学　校】 【職　域】
銚子市立豊里小学校 銚子市消防職員親和会
銚子市立春日小学校
銚子市立清水小学校
県立銚子商業高等学校定時制

令和 3年度赤い羽根共同募金寄付一覧
（令和3年10月13日現在）【敬称略・順不同】
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銚子市社会福祉協議会会費納入・ご寄付ありがとうございます
（令和 3年 7月 10日～ 10月 13日）［敬称略・順不同］

【会　費】
橋本町第２町内会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10,000 円
榊町町内会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40,000 円
川口町第５町内会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59,100 円
天王台船員団地町内会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12,300 円
新生町 1の 3 町内会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15,300 円
野尻町町内会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 90,000 円
浜町町内会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10,000 円

【一般寄付金】
匿名（４件） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 93,138 円

令和３年度会費は、10月13日現在、203 町内
会より、4,607,200 円を納入いただいています。

◎ニューモラルの会
　当会は、平成 22 年に公益財団法人モラロジー道徳教育財団の会員で銚子に住んでいる有志10人
により「道徳で人と社会を幸せにする」との主旨のもと、社会貢献活動を始めました。今までに海岸清
掃・駐輪場の整理・翔天の碑慰霊祭・オレンジカフェの運営などを実施してきました。
　3年前から始めた「オレンジカフェ海鹿島」では、毎月第2日曜日の午後、近隣のお年寄りが集い認
知症対策として、お話を聴く・運動をする・合唱をする・おしゃべりをするなどをしています。

♡♡ボランティアグループ紹介♡♡

◎緊急小口資金等の特例貸付の申請受付期間の延長について
　新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い、収入が減少した方々や離職された方々への特例貸付（緊
急小口資金及び総合支援資金）については、令和３年８月末までとしていた申請の受付期間を、令和３
年１１月末まで延長となりました。
お問合せ先：銚子市社会福祉協議会　TEL：0479-24-8189
※銚子市においては、令和2年3月25日の受付開始から令和3年8月末までに緊急小口資金 522件、
総合支援資金 245件、総合支援資金延長貸付  33件、総合支援資金再貸付 109 件の受付をいた
しました。

新型コロナウイルス関連情報
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