
  「24 時間テレビ」草の根チャリティーネットワーク ご登録・ご協力にあたってのお願い   

草の根チャリティーネットワークは「24 時間テレビ」の自主募金活動として多くの方々から大切な寄付金を預かって頂く重要な窓口です。 

「24 時間テレビ」の募金活動の広がりと共に、寄付金を預かる側の信憑性や公共性が求められるようになり、 

草の根チャリティーネットワークのご参加を希望される場合は、事前申請・登録手続きにご協力いただいております。 

別紙の登録申込書・活動計画確認書に必要事項をご記入の上、送付先までお送りください。 

健全な活動を維持していく為、何卒宜しくお願い致します。「24 時間テレビ」の自主募金活動は皆様のご支援・ご協力によって支えら

れています。 

■参加にあたっての禁止事項■ 

※下記をお守りいただけない場合、登録を取消し、翌年以降の手続きができない場合もございますのでご注意ください。 

 

■募金活動について■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■お問い合わせ／書類送付先■ 

 〒453-8702 名古屋市中村区平池町四丁目 60 番地 11  

       中京テレビ放送「24 時間テレビチャリティー事務局」草の根ネットワーク係 宛 

         (担当：中京テレビ放送 ビジネスプロデュース局 イベント事業グループ 古澤・西尾) 

    TEL：052-588-4466  FAX:052-582-4409  平日（土日祝日を除く）9:30～17:30 

「24 時間テレビ」公認の協力証を発行いたします 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 時間テレビ募金活動証明書とは、中京テレビ 24 時間テレビチャリティー事務局が発行する

草の根チャリティーネットワーク活動を証明するものです。 

承認後事務局より送付する書類一式の中には、左記のステッカーを同封しています。大切な

募金をお預けになる方々に安心していただける様、ステッカーは目立つ場所に貼ってください。 

また活動時の際、責任者が必ず携帯してください。 

募金活動証明書の有効期間は、2023 年度内（2023 年 4 月 1 日～2024 年 3 月 31

日）の申請いただいた日程となります。 

「24 時間テレビ」の冠を付けて 

イベントを行うことはできません 

皆様の主催するイベントの名称に「24 時間テレビ」という

文言を使用しないでください。 

皆様の主催イベントの中で行われる活動・コーナーの 1 つ

として、寄付の呼びかけをして頂くようお願い致します。 

募金会場は必ず固定してください 

活動計画確認書において申請された活動場所を 

変更される場合は必ずご連絡ください。 

公共の場所での活動は、必ず会場(敷地)を所有、 

もしくは管理する方の許可を得てください。 

見本 



                  募金活動の告知における規定                    

インターネット（HP・ブログ・SNS 等）、印刷物（チラシ・ポスター・新聞等紙媒体）で募金活動の告知をされる場合は、 

一つ一つの製作物ごとに事務局の確認・使用許可が必要です。 

事務局の製作許可が無い状態での製作物の作成・頒布・掲載等の行為は認めておりません。 

※万が一、無断使用や無断作成が発見された場合、登録を取消し、翌年以降の手続きができない場合もございますので、ご注意

ください。 

 

製作物申請書は、活動承認後にお送りいたします。申請は 7 月 28 日(金)までにお願い致します。以降は受付できません。 

過去に提出頂いて許可が下りた製作物であっても、毎年使用の許可を申請する必要があります。必ず、申請してください。 

※製作物申請書を提出頂いても、事務局の判断により承認が下りない場合がございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■インターネット上でのロゴマーク使用について■ 

「24 時間テレビ」のロゴマーク 及び 中京テレビに関するロゴ の使用は一切禁止となっておりますのでご注意ください。 

 

※インターネット上で使用できるのは、文言のみとなります。下記使用方法をご参照ください。 

■印刷物でのロゴマーク使用について■ 

事務局から提供した右図(1)のロゴマーク以外の使用は一切認められておりません。 

また、「24 時間テレビ」の HP 等からの引用、及び加工は厳禁となっております。 

ご理解の程、宜しくお願い致します。 

 

ロゴマークのサイズ規定は、印刷物のサイズに対し 

右図(2)の赤塗り部分(1/16)の大きさまで OK とします。 

規定以上のサイズでのロゴマーク使用は禁止です。 

■インターネット・印刷物での告知の表現について■ 

文言使用については、下記例を参考にご使用ください。 

 ※「主催」・「協賛」・「後援」の文言はご使用いただけません。 

 

NG 例 

×このイベントは「24 時間テレビ」が主催しています。   ×「24 時間テレビ」を応援しています。 

×「24 時間テレビ」に協賛しています。           ×「24 時間テレビ」とコラボしています。 

×「24 時間テレビ」に後援しています。 

OK 例 

○「24 時間テレビ」草の根チャリティーネットワークに登録しています。 

○「24 時間テレビ」の趣旨に賛同し、協力しています。 

○「24 時間テレビ」の募金活動に協力しています。 

○■■■の期間中「24 時間テレビ」の募金箱を設置しております。 



（１）24 時間テレビについて  

「24 時間テレビ」は 1978 年(昭和 53 年)に日本テレビの開局 25 周年を記念し、特別番組として放送されました。 「24 時間テレビ」が発

信するメッセージが日本の未来につながる契機となることを願い、またテレビの持つメディアとしての特性を最大限に活用し、国内外の福祉の実

情や支援の必要性を伝えるという企画意図のもと、全国の皆様に支えられ、「24 時間テレビ」は今年で 46 回目の放送を迎えます。  

番組に共感した視聴者の方々から寄せられた募金の管理及び適切な行使に関する業務を「公益社団法人 24 時間 テレビチャリティー委員

会」が受け持っています。 

「24 時間テレビ」はテレビの持つ社会的使命の一翼を担うため｢愛は地球を救う｣という連帯の理念をテーマに、支援をする側・される側という

従来の関係を離れ「共生」という視点から自立を支援するため、全国の善意ある視聴者の方々から寄せられた募金から経費を一切差し引くこ

となく、全額「福祉」「環境」「災害復興」の 3 つの分野の支援活動に活用させていただいています。  

一人一人が環境について真剣に取り組めば災害の軽減にもつながります。また、福祉活動などを通して災害に強い 地域づくりができれば被害

を軽減することは可能です。それぞれの活動を通して思いやりのある地域づくりができれば、 誰もが暮らしやすい地球をつくることができるのでは

ないでしょうか。  

 

（２）公益社団法人 24 時間テレビチャリティー委員会について  

「24 時間テレビチャリティー委員会」の事業すべて「任意団体」として実施してきましたが、2013 年に入って、「より活動の透明性を高め、迅速

かつ広範囲な支援」を行うため「公益社団法人」の認定を受けました。2013 年 7 月 10 日に一般社団法人を設立した上で、9 月 15 日、

内閣府の公益認定等委員会に公益認定申請を行い、折衝を重ねた結果、11 月 22 日「認定基準に適合する」との答申書が安倍晋三内

閣総理大臣に提出されました。そして 2013 年 12 月 1 日、正式な「認定書」が届き「公益社団法人 24 時間テレビチャリティー委員会」が

発足しました。公益認定を受けたことで、「24 時間テレビ」へご寄付いただいた個人や法人に対して税制上の優遇措置がありますが、草の根チ

ャリティーネットワークの募金活動のように不特定多数から集められた募金は、税制上の優遇措置の対象外となっております。詳しくは日本テレ

ビのホームページをご確認ください。 

 

（３）草の根チャリティーネットワークとは？  

草の根チャリティーネットワークとは、24 時間テレビチャリティーキャンペーンの趣旨に賛同いただき、自主的な募金活動にご協力をいただいて

いる商店街や自治体、ボランティアサークル、学校などの団体のネットワークです。日本テレビを始め、全国 31 局の民間放送局全体で取り組

んでおり、中京テレビでは東海 3 県（愛知･岐阜･三重）のエリアを担当しています。 

中京テレビ 24 時間テレビ事務局では事前申請･許可制を取っており、承認させて頂いた団体には、募金活動証明書を発行しております。

証明書受取後、備品の申込みが可能となります。 

中京テレビでの受付は、原則として東海 3 県で活動いただける団体とさせていただいており、それ以外のエリアで活動希望の方は、ご覧

いただいている各放送局へお問合せください。 

 

◆草の根チャリティーネットワーク活動を実施するにあたって  

草の根チャリティーネットワークの募金活動については、お申込をされた団体が自主的に活動をしていただくことを原則とさせていただいておりま

す。しかしながら、募金等をされる一般の方々からは個々の団体によるチャリティー活動が 24 時間テレビ主催のチャリティー活動の一つとして見

られており、個々の団体の活動に不適切な行為があった場合、24 時間テレビを放送している放送局に問い合わせ・苦情等が寄せられます。

チャリティー活動を行う際には、一般の方々に迷惑のかからない、チャリティー活動にふさわしい募金活動、行動をお願い致します。 

 

 

 

 



（４）申請から活動までの流れ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【活動終了後について】 

活動終了後、集めていただきました募金は、経費を一切差し引くことなく指定の口座にお振込み下さい。 

また、承認書と同封します活動報告書の提出を必ずお願い致します。振込・報告書の提出が確認できない場合は 

次年度以降登録ができなくなる可能性があります。 

※報告書のご提出がないと、募金のご入金確認が出来ない場合がございますので、ご協力をお願い致します。 

近年、募金をするという意識が広がるとともに、募金を預かる側に対する目も厳しくなってきております。 

自主募金として多くの方々からの大切な募金をお預かりいただくという事柄ゆえ、ご協力よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

活動報告書の提出は郵送・メールもしくは FAX のいずれかとさせていただきます。 

※報告書・備品返却の際、発送料は申請者様のご負担になりますので、ご了承ください。 

申請書提出 ※6 月 30 日(金)までに 

ご提出下さい 郵送で送付ください 

原本のみの受付となります 

審査 

承認された場合 

証明書･備品申込書･製作物申請書等 到着 

承認されなかった場合 

ご参加頂けない旨をご連絡させて頂きます。 

備品申込書･製作物申請書を提出してください 

備品 到着 

募金活動 

募金振込･活動報告･備品返却 

活動終了後  ◆9 月 15 日(金)までに募金振込・活動報告書の提出をお願いします。 

活動終了後  ◆備品は 9 月 29(金)までに返却ください。 

審査の決定には 

1 週間から 2 週間程度要します 

 報告内容としては・・・◎お振込みしていただいた振込用紙の添付 

              ◎活動時の様子が分かる写真(ホームページ上に掲載させていただく場合があります) 

              ◎ご意見、ご要望 等 

 



◆募金活動と併催される自主イベントについて―――――――――――――――――――――――――― 

 24 時間テレビ事務局からは、募金活動についての承認及び、視聴者の方への活動場所の情報提供等を行っているだけで、 

イベントや募金活動は、申請団体様自身で実施していただく自主活動となります。 

皆様の主催イベントとして行われる募金活動および、イベント等において、近隣の方々への迷惑行為（騒音、混雑等）や不適切な行動は 

しない様に、マナーのある運営管理体制で実施してください。 

▼イベントへの名義使用はできません！ 

 皆様の主催するイベントに、中京テレビもしくは 24 時間テレビは、主催･共催･協賛･協力･後援等、いずれの名義使用も 

お断りしております。企画書等への仮記載も一切ご遠慮ください。 

▼イベント名に「24 時間テレビ」の文字の使用はご遠慮ください！ 

 イベント名に「24 時間テレビ」の文字を使用されますと、中京テレビが主催で行っている「24 時間テレビ」イベントという誤解を 

招く場合がありますので、使用はご遠慮ください。 

 

◆募金活動実施場所について―――――――――――――――――――――――――――――――― 

募金活動実施場所が他団体と同じ場所で申請があった場合 

◎申請者に申請場所の所有者が含まれている場合は、所有者が優先となります。 

◎所有者以外の団体で重複の場合は、先に申請書を提出した団体が優先となります。 

他の団体と隣接した場所での実施について 

◎参加を希望される団体が年々増え、募金会場の数も大変多くなっております。 

 複数の団体が隣接した場所で活動される場合もあります。隣接した場所で活動される場合、それぞれの団体に事前にお知らせができるよう、

活動場所･イベント内容等については、詳しくご記入ください。 

◆紹介（取材に関して）―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎毎年、多くの活動団体から、放送での紹介（取材）依頼があります。 

 残念ながら、希望されている全ての団体を紹介することは出来ません。予めご了承ください。 

 

 

（５）草の根チャリティーネットワークへの参加が承認されると  

草の根チャリティーネットワークに承認されますと、24時間テレビ事務局より活動証明書、備品申込書、製作物申請書、活動報告書など、24

時間テレビ草の根チャリティーネットワーク活動に関する資料が届きます。 

 

◆備品について―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 備品に関しては、十分にご用意をさせて頂いておりますが、数に限りがございます。希望されている数のご期待に添えない場合や締切 

日後のお申込の場合は備品の手配が出来ない可能性もございます。 

※お送りする備品申込書に、締切日（7 月中旬予定）が記載されていますので締切日までにお申込みください。 

※締切日を過ぎると備品が手配出来ません。締切日直前は集中する可能性がある為、早めに申請をお願いします。 

 活動日の 1 週間前を目安に備品申込書に記入していただいた送付先住所に発送させていただきます。 

 また、ポスターに関しましては準備出来次第の発送となります。活動日によっては間に合わない場合もございますので予め御了承ください。 

▼貸出しが可能な備品の例 

 ⇒＜募金箱＞種類…大型（ダンボール）、中型（ダンボール）、中型（アクリル）、小型（アクリル）、牛乳パック型（紙） 

   ⇒＜ポスター＞ 



◆備品の発送について――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

備品の送付先は、1 団体につき 1 ヶ所とさせていただきます。１団体で複数会場ご登録される場合でも、1 ヶ所に集約して発送させていただき

ますので、代表の送付先住所をご指定ください。 

活動終了後、募金箱①～④はご返却ください。 

  返却日：9 月 29 日(金)までにご返却ください。 

  返却先：〒453-8790 名古屋市中村区平池町四丁目 60 番地 11  

        中京テレビ放送 ビジネスプロデュース局 イベント事業グループ 古澤 宛 



本書発送日：2023年　　　　月　　　　日

【お申し込み資格】
①各地域内で健全な活動をしていると認められている団体であること。

②責任者の所在が明確で、チャリティーの主旨を理解していること。

③活動の主体が申込み者自身であり、責任を持てること。

④会社・団体での場合は、関係資料（会社案内・約款）を提出できること。 団体名： 担当者：
⑤学校の場合は、担当教師または顧問の承認を得ていること。

住所：　〒

【遵守事項】
①寄付金から経費を一切差し引かないこと。

②「24時間テレビ」の趣旨・テーマを広く浸透させること。 TEL: FAX: 緊急連絡先：
③特定の個人や団体の利益の為に利用しないこと。

④募金活動の責任者を定め、必ず実施報告を行うこと。

※今年度の実施報告（募金の振り込み)期日は2023年9月15日(金）です。 ①実施活動日： □ 通年（2024年3月31日までの期間、常時募金箱を設置される場合）
⑤自主的・主体的に募金活動を運営していただけること。 ※通年申請いただいても、イベント実施が決めればその都度イベント申請が必要です。

⑥法令・条例を遵守し募金活動を行うこと。 □ 　　　　　年　　　　月　　　　日 ～ 　　　　　年　　　　月　　　　日

※各自治団体の条例に沿って活動を行い、公序良俗に反する内容でないこと。 ＊時間　　　　　：　　　　～　　　　　：　　　　　
※反社会的勢力の構成員、またはこれに準ずるものとの関連性がないこと。 □ 放送日のみ【 □ 両日／ □ 8月26日(土)のみ／ □ 8月27日(日)のみ 】
⑦寄付を強要しないこと。 ＊時間　　　　　：　　　　～　　　　　：　　　　　
⑧「24時間テレビ」のロゴマークの無断使用をしないこと。 ※募金箱設置日より活動となり、申請日以外での活動はできません。

⑨売上げの一部をチャリティーとする場合は、寄付者に対して「収益金がチャリティーになる」旨を表示して販売すること。

⑩募金活動を行うにあたり、敷地所有者の許可をもらうこと。

⑪チャリティーグッズ、募金ツール（募金箱・ポスター）の転売を行わないこと。

⑫募金活動で寄付に対する受領証の発行を行わないこと。 ②募金活動実施場所：※記載しきれない場合は別紙を添付してください。

【会場名】

【募金活動の告知に関するロゴマークと「24時間テレビ」文言の使用について】
※ロゴマークや「24時間テレビ」の表記の無断使用は厳禁です。 【住所】〒
HP・SNS・印刷物（チラシ・ポスター等紙媒体）等に「24時間テレビ」の文言を使用される場合は

承認後お送りする「製作物申請書」と原稿データをご提出ください。再度こちらよりご連絡をさせていただきます。

なお、「募金活動の告知における規定」は草の根チャリティーネットワーク案内書に

詳細が記載されておりますので、必ずご一読頂きますようお願い致します。 ③実施活動内容：□ 募金箱設置 □ 街頭募金活動 □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　）
計画されていることをできるだけ詳しくご記入ください。※記載しきれない場合は別紙を添付してください。

上記同意の上、草の根チャリティーネットワークに参加致します。

担当者氏名

インターネット(HP・SNS等)で募金活動の告知を行う：□ はい ／ □ いいえ

1.団体の事業・活動内容（該当するものにレ点をご記入ください） 印刷物（チラシ・ポスター等紙媒体）の製作：□ はい ／ □ いいえ

□ 地域ボランティア団体 □ 個人商店 □ この活動の為に組織した有志の会 ※「はい」の場合、承認後に別途製作物申請書を送付いたします。詳細はそちらにご記入ください。

□ 一般企業 □ 系列グループ店組織 □ 一般企業内の社員有志グループ

□ 商店会等の商業団体 □ 町内会 □ その他サービス業

□ 学校及びクラス □ 学校クラブ内及びサークル □ その他〔　　　　　　　　　　　　　　　　　〕 イベント名：
※イベント名に「24時間テレビ」の文字は使用できません。

2.通常の事業内容(業種)・活動内容を具体的にお書きください。 イベント実施内容：　

3.協力できる活動内容(現状で考えられるものにレ点をご記入ください。複数回答可）

□ 年間通しての、募金箱設置 □ チャリティー活動実施時の募金箱設置 ※募金活動の為に貸出している備品（募金箱・ポスター等）は、募金ブースでご使用ください。ステージや会場装飾としてのご使用はご遠慮下さい。

□ 文化祭などでの国内外支援活動の研究発表 □ 24時間テレビポスターの掲示 イベント開催日時：※複数の日時で開催される場合は、すべての実施日時をご記入ください。

□ 売上金の全額をチャリティー □ パネル展などの広報活動

□ 売上金の一部をチャリティー □ その他〔　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

企画立案時期： ■本書提出締切：

2023年　　　　月　　　　日 2023年　6月30日（金）必着

◆登録お申込みの前に下記の要項をご確認の上、御署名をお願い致します◆ 登録No.

24時間テレビ46「愛は地球を救う」

下記事項＆案内書をよくお読みください。

一つでもお守り頂けない場合は登録を取消し、

翌年以降のご登録はいただけませんので

予めご注意ください。

「草の根チャリティーネットワーク」活動計画確認書
フリガナ

〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

「草の根チャリティーネットワーク」登録申込書

④イベント開催： □ あり なし

計画されていることをできるだけ詳しくご記入ください。※記載しきれない場合は別紙を添付してください。

⑤ご要望等ございましたらご記入ください。

※この申請書によって提供いただいた個人情報は、適切な管理体制の下に当社が保管いたします。開示・修正または削除のご依頼があったときは、速やかに対応いたします。

□／

印

印
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