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共同募金は、
「やさしい気持ちを集める活動」

妖怪ウォッチは赤い羽根共同募金を
応援しています

赤い羽根共同募金10月1日からスタート
赤い羽根のシンボルで知られる共同募金は、昭和22年
に市民主体の取り組みとしてスタートし、今年で72回
目を迎えます。
平成29年度の赤い羽根共同募金運動につきましては、
多くの皆さまのご理解とご協力のもと、16,478,037円
という多額の募金をお寄せいただき、誠にありがとう
千葉県共同募金会
ございました。
君津市支会
皆さまからお寄せいただいた募金は、あらかじめ決め
支会長 鈴木 洋邦
られた計画に沿って、君津市における高齢者のための
敬老会や、障害児・者のための日帰りバスハイク、児童・青少年のための子育てサ
ロン、住民同士の支えあい、助けあいによる地域福祉活動推進のほか、千葉県内の
福祉施設の充実のために活用されております。
本年度も赤い羽根共同募金運動が10月１日から3月31日までの間、家庭や学校・職
場・街頭などで全国一斉に実施されますので、地域福祉推進のため、皆さまの温か
いご支援、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

○共同募金会への寄付金には税の特典があります。
法人

【法人税】

○ 全額損金算入

【所得税】

○ 所得控除または税額控除
※２千円を超える部分

【個人住民税】

○ 個人住民税の税額控除
※２千円を超える部分

個人
千葉県共同募金会
マスコットキャラクター
「びわぴよ」

赤い羽根バッジ・カード販売中！
バッジ見本

バッジ見本

今年も、赤い羽根デザインと千葉県共同募金会のマス
コットキャラクター「びわぴよ」の「ピンバッジ」「図
書カード」「クオカード」を販売します。販売価格には
寄付金が含まれています。
皆さまのご協力をよろしくお願い申し上げます。
お求めは、君津市社会福
祉協議会窓口までお願いし
ます。（郵送で申込書をお
送りすることも可能です。
お気軽にお問い合わせくだ
さい。）

クオカード

図書カード
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平成30年度 君津市赤い羽根共同募金計画

①戸 別 募 金 （890万円）
②法 人 募 金 （120万円）
③学 校 募 金 （50万円）
④職 域 募 金 （85万円）
⑤イベント募金 （20万円）
⑥募 金 箱 募 金 （15万円）
⑦篤 志 募 金 （80万円）

（金額は目標額）
世帯を対象にご協力いただく募金
事業所や商店など、法人にご協力いただく募金
市内小中高校・専門学校の児童・生徒・教職員にご協力いただく募金
従業員等を対象としたバッジ・プリペイドカード等の共同募金グッズ頒布による募金
イベント会場でご協力いただく募金
事業所の窓口などに設置した募金箱でご協力いただく募金
個人・団体にご協力いただく篤志募金
高齢者のために（22.8％）

目標額

募金のつかいみち

※平成３1年度につかわれます

千葉県全体のために（30.0％）
①災害見舞や民間社会福祉施設の
整備 など

3,780,000円

住民全般のために（25.3％）

2,872,000円

千葉県
全体のため

①地区社協運営費等小地域の福祉活動
②広報紙「福祉きみつ」、ホームページの
運営、福祉情報誌の配布等、福祉情報
の提供
③君津市社会福祉大会、健康と福祉の
ふれあいまつり等、福祉イベントの実施
④ボランティア養成講座、ボランティア
活動保険
⑤災害時支援対策事業 など

君津市
のため
3,187,000円

1,454,000円

1,307,000円

11,219,700円

（募金期間：平成29年10月1日～平成30年3月31日）

温かいお気持ちを
ありがとうございました。
募金いただいたみなさま（敬称略・五十音順

①友愛訪問等（地区社協）
②卒寿記念品贈呈
③敬老会（地区社協）
④いきいきサロン等（地区社協）
⑤シニアクラブの助成 など

児童･青少年のために（11.5％）
①学童クラブの助成
②子育てサロン等（地区社協）
③福祉体験ボランティア学習
④安全パトロール等（地区社協）
⑤児童の危険防止事業 など
障害児･者のために（10.4％）
①障害児者日帰りバスハイク
②小規模作業所運営助成
③障害者団体の助成
④視覚障害者への情報提供
（声の広報） など

赤い羽根募金

平成29年度

総額

1,260万円

個人名は匿名とさせていただきます）

戸別募金
法人募金

平成29年度 赤い羽根募金内訳
種
類
募 金 額
戸 別 募 金
8,004,634円
法 人 募 金
1,402,237円
学 校 募 金
493,143円
職 域 募 金
758,336円
イベント募金
102,907円
募 金 箱 募 金
87,251円
篤 志 募 金
371,192円
合
計
11,219,700円

8,004,634円（189自治会）
1,402,237円（46法人）

アルファー薬局、一般財団法人君津健康センター、岩沢動物病院、栄楽、榎本整形外科医院、介護老人保健施設メディケアー君
津、上総都市計画株式会社、株式会社相川精機君津支店、株式会社オアシスグループ、株式会社新昭和、株式会社フジノホー
ム、株式会社宮崎酒造店、株式会社八百宗、株式会社八千代商事、キミデン工業株式会社、行政書士平野事務所、黒崎播磨株
式会社君津支店、玄々堂君津病院、剱持工業株式会社、重田税務会計事務所、社会福祉法人章佑会千葉事業部、昭栄興産株式会
社、新日鉄住金化学株式会社、新日鐵住金株式会社君津製鐵所、千葉電化、特定非営利活動法人法人ライフ・サポーティング君
津、中野歯科クリニック、日鉄住金環境株式会社君津支店、日鉄住金テクノロジー株式会社君津事業所、日本ビル防災株式会
社、農事組合法人なごみの里君津、のむらボートハウス、木信産業株式会社、森田屋電気株式会社、ヤマダ建設株式会社、有限
会社小川種苗店、有限会社小櫃清掃社、有限会社協和アルミ、有限会社山葉電気工事、有限会社三冷設備、有限会社庄司水道、
有限会社親和商店、有限会社設備保全センター、有限会社牧野モータース、有限会社宮崎電設、有限会社ミラーユ
学校募金

493,143円（君津市内の学校33校）

秋元小学校、大和田小学校、小櫃小学校、小櫃中学校、上総高等学校、亀山中学校、北子安小学校、君津青葉高等学校、君津高
等学校、君津中学校、君津特別支援学校、久留里小学校、久留里中学校、小糸小学校、小糸中学校、坂田小学校、坂畑小学校、
貞元小学校、周西小学校、周西中学校、周西南中学校、周南小学校、周南中学校、清和中学校、外箕輪小学校、千葉医療福祉専
門学校、中小学校、松丘小学校、松丘中学校、三島小学校、南子安小学校、八重原小学校、八重原中学校
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職域募金（バッジ・カード募金）

758,336円（160件）

栄楽、上総園ふれあいディサービスセンター、上総ライオンズクラブ、株式会社アスカ佛商久留里店、株式会社アスク、株式会
社カミコ、株式会社君津清掃設備工業、株式会社鈴木工業、株式会社テツゲン君津支店、株式
会社日吉回漕店君津営業所、株式会社富士食品、株式会社プラスワンホーム、株式会社ミヤ自
動車、株式会社宮本組関東支店、株式会社八千代商事、君津大和田郵便局、君津市農協周西支
店、君津市農協清和支店、キミデン工業株式会社、行政書士平野事務所、串佳、佐野オートシ
ョップ、山九株式会社君津支店、児童発達支援センターきみつ愛児園、社会福祉法人君津市社
会福祉協議会、社会福祉法人君津福祉会君津保育園、社会福祉法人章佑会千葉事業部、社会福
祉法人隆寿会グランディきみつ、新日鉄住金ソリューションズ株式会社君津システムセンタ
ー、大起建設株式会社、大光炉材株式会社君津工場、太陽開発株式会社、特別養護老人ホーム
ウィステリア八重原、特別養護老人ホーム上総園、特別養護老人ホーム夢の郷、ともゑ釣舟店、ピッチーの丘、前田測量株式会
社、松島美容室、三船屋、森田屋電気株式会社、やまだ歯科、有限会社荒井設計事務所、有限会社一木自動車、有限会社エステ
ートピア、有限会社岡山設計住宅、有限会社君津清掃社、有限会社三冷設備、有限会社庄司水道、有限会社しらいし、有限会社
親和商店、有限会社清幸丸水産、有限会社設備保全センター、有限会社福田水道、有限会社牧野モータース、和田宏視税理士事
務所、他12件

●市役所（順不同）

総務課、企画政策課、市民生活課、環境保全課、厚生課、子育て支援課、久保保育園、宮下保育園、上湯江保育園、人見保育
園、内箕輪保育園、常代保育園、南子安保育園、中保育園、小糸保育園、清和保育園、小櫃保育園、かずさあけぼの保育園、高
齢者支援課、障害福祉課、会計課、教育総務課、体育振興課、君津市教育センター・適応指導教室、周西幼稚園、八重原公民
館、周南公民館、久留里城址資料館、業務課、議会事務局、監査委員事務局、消防総務課、君津富津広域下水道組合管理課
●学校

秋元小学校、大和田小学校、小櫃小学校、上総高等学校、北子安小学校、君津中学校、君津特別支援学校、周西南中学校、周南
中学校、千葉医療福祉専門学校、松丘小学校、八重原小学校、八重原中学校
●福祉団体（順不同）

君津東地区民生委員児童委員協議会、君津中地区民生委員児童委員協議会、君津西地区民生委員児童委員協議会、君津南地区民
生委員児童委員協議会、小糸地区民生委員児童委員協議会、清和地区民生委員児童委員協議会、小櫃地区民生委員児童委員協議
会、上総地区民生委員児童委員協議会、君津中地区社会福祉協議会、君津西地区社会福祉協議会、君津市シニアクラブ連合会八
重原支部、人見老人クラブ、君津台親和会、中野寿会、水車の会、東櫻会、台悠々会、神門クラブ、陽光台シニアクラブ、中富
あけぼの会、台喜楽会、大和田倶楽部、泉はつらつ会、小糸第８老人クラブ、布絵本倶楽部、ボランティアたんぽぽ、健康寿命
を延ばす会輝き、傾聴ボランティアハート、オハナフラスタジオ田村、99の会、フレンドミュージック、君津ボランティアグル
ープ「愛の星」、君津ラテンジャズ同好会、第４日曜日の会、君津市太極拳同好会、君津市伝統文化国際交流団
●イベント会場等（順不同）

君津市内各地区敬老会（５ヶ所）、健康と福祉のふれあいまつり（10/21）、君津中央公民館文化祭（10/29）、コスモスフェ
スティバル（11/3）、きみつ産業フェア（11/4）、君津地区農業まつり（11/18）
イベント会場での募金

102,907円（13ヶ所）

君津市内各地区敬老会（７ヶ所）、健康と福祉のふれあいまつり（10/21）、君津中央公民館文化祭（10/29）、コスモスフェ
スティバル（11/3）、きみつ産業フェア（11/4）、君津地区農業まつり（11/18）、第46回君津市社会福祉大会（2/2）
募金箱募金

87,251円（66ヶ所）

秋元郵便局、憩いの里君津、小櫃郵便局、亀山郵便局、君津大和田郵便局、君津外箕輪郵便局、君津中野郵便局、君津南子安郵便
局、君津八重原郵便局、君津郵便局、久留里郵便局、小糸郵便局、社会福祉法人君津市社会福祉協議会、周南郵便局、辻森郵便
局、としまや弁当小糸店、松丘郵便局
●市役所（順不同）

政策推進室、総務課、秘書広報課、職員課、管財課、危機管理課、企画政策課、まちづくり推進課、経営改革推進課、納税課、
課税課、市民生活課、環境衛生課、衛生センター、クリーン推進課、環境保全課、小糸行政センター、清和行政センター、小櫃
行政センター、上総行政センター、内箕輪保育園、南子安保育園、高齢者支援課、健康づくり課、経済振興課、農政課、農林整
備課、観光課、建設計画課、管理課、道路保全課、道路建設課、都市整備課、会計課、教育総務課、学校教育課、生涯学習文化
課、体育振興課、小糸公民館、業務課、工務課、議会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局、消防総務課、消防署本署、
消防署小糸分署、消防署松丘分署、君津富津広域下水道組合管理課
篤志募金

371,192円（22件）

小櫃地区社会福祉協議会、音訳の会さざなみ、北子安寿会、君津市自衛隊協力会、君津市自治会連絡協議会、君津市内郵便局君
津部会、君津市農業協同組合、君津中地区社会福祉協議会、第９回笹川湖畔もみじまつり実行委員会、第８回君津市障がい者グ
ラウンドゴルフ大会参加者、点訳同好会みらい、特別養護老人ホーム上総園、風鈴堂・亀岩の洞窟ボランティア団体、南子安寿
会、他８件
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平成29年度

総額

歳末たすけあい募金

5,258,337円

平成29年度
種

（募金期間：平成29年12月1日～12月31日）

温かいお気持ちを
ありがとうございました。
募金いただいたみなさま（敬称略・五十音順

歳末たすけあい募金内訳

類

募

金

額

戸

別

募

金

3,740,979円

法

人

募

金

944,563円

篤

志

募

金

572,795円

計

5,258,337円

合

個人名は匿名とさせていただきます）

戸別募金

3,740,979円（185自治会）

法人募金

944,563円（202法人）

相川自動車、新井総合施設株式会社、アルファー薬局、安藤ガラス店、安藤瓦店、石橋鳶工業、伊勢源呉服店、栄楽、江沢商店、榎本医
院、榎本整形外科、F・コテージつばきもと、円如寺、大塚屋旅館、大野屋、大御歯科医院、大森歯科医院、大森畜産有限会社亀山農場、
おかむら食堂、小川種苗店、小川物産有限会社、沖津歯科医院、小櫃川漁協亀山水産センター、カーセンターファースト株式会社、介護
老人保健施設メディケアー君津、上総自動車工業、上総都市計画株式会社、上総農機、上総富士ゴルフクラブ、上総屋京兵衛、勝ドライ
ブイン、株式会社相川精機君津支店、株式会社アスカ佛商久留里店、株式会社荒磯製作所、株式会社出雲、株式会社イハラ、株式会社エ
ステートピア、株式会社オアシスグループ、株式会社君津清掃設備工業、株式会社クリハラ、株式会社真田本店、株式会社ジェイエイラ
イフ千葉、株式会社十全社、株式会社鈴商、株式会社須藤本家、株式会社千葉園芸、株式会社デイ・シイ、株式会社廣屋商店、株式会社
フジノホーム、株式会社三峯、株式会社宮崎酒造店、株式会社宮本組関東支店、株式会社八千代商事、株式会社山中電気、鎌田歯科医
院、紙屋金物店、亀山園、亀山温泉ホテル、唐鎌工務店、ガレージトキタ、関東機設株式会社、関東山砂興業株式会社、君津接骨院、君
津ふれあいの里、キミデン工業株式会社、九州ゴム製品販売株式会社君津事務所、串佳、久留里製材所、久留里建具企業組合、久留里郵
便局、黒崎播磨株式会社君津支店、玄々堂君津病院、釼持工業株式会社、小糸川温泉、小島時計店、湖水亭嵯峨和、小平理容店、コタケ
美容室、佐野オートショップ、佐野屋、重田税務会計事務所、社会福祉法人志真会、社会福祉法人檀生会、正源寺、白熊生花店、末広物
産株式会社、鈴木板金、鈴木病院、セブンイレブン君津久留里店、大黒屋、大秀建設株式会社、太陽開発株式会社、タナカ測量事務所、
旅名観光農園フルーツ村、千葉オイレッシュ株式会社、千葉砂礫興業株式会社、千葉石産株式会社、照建設有限会社、天南寺、藤平酒造
合資会社、東洋アルミ建材、鴇田エンタープライズ、特別養護老人ホームあんしん君津、特別養護老人ホームウィステリア八重原、特別
養護老人ホーム上総園、豊島精肉店、ドライブイン緑ヶ丘、ドライブインミムラ、鳥井商店、仲田屋ラジオ店、永峯医院、なかやま、縄
野石材工業、日鐵住金建材株式会社富津研究所、日鉄住金ハード株式会社、日本開発興業株式会社、日本ビル防災株式会社君津支店、日
本木工、のむらボートハウス、パナクレール石井、ピッチーの丘、平野畳店、平野輪店、廣木堂菓子店、フジコーバルブ株式会社、藤本
屋、房総開発株式会社、ホーナン建設工業株式会社、保坂美容室、星原商店有限会社、堀内薬局、松島美容室、まる幸、丸晴自動車、丸
宮物産株式会社、マルユー株式会社、みくに寿司、三島湖貸舟事業協同組合、三石山観音寺、光永ファーム有限会社、三船屋、みやざき
美容室、宮野石油店、ムツミ美容室、モナコ理容室、森建材店、森田屋電気株式会社、ヤスミ建材株式会社、ヤスミ資材株式会社、柳井
商会、山徳旅館、ヤマトフーズ株式会社、有限会社荒井設計事務所、有限会社石塚文化堂、有限会社一木自動車、有限会社市原自動車、
有限会社大川海運、有限会社大隅商店、有限会社大野石材、有限会社岡山設計住宅、有限会社奥村工業、有限会社かずさ企画、有限会社
上総電気水道、有限会社神子建設、有限会社亀山自動車工業、有限会社カワナ、有限会社木村商店、有限会社木村屋金物店、有限会社小
泉飼料、有限会社コスモ交通、有限会社佐久間総業、有限会社三冷設備、有限会社柴田重機、有限会社大坂造園、有限会社太陽商事、有
限会社月崎水道、有限会社鳥飼林産、有限会社鳥健畜産商会、有限会社西野、有限会社パナセンターおぐら、有限会社豊月堂、有限会社
牧野モータース、有限会社松井印刷所、有限会社松浦電設、有限会社三島屋商店、有限会社ミズタ、有限会社宮崎電設、有限会社ミラー
ユ、有限会社森設備工業、ゆめ一茶、横浜ファーム、吉崎酒造株式会社、吉田屋、瑠璃山長福寺、ロイヤルスターゴルフクラブ、ロマン
の森共和国、渡辺事務所、渡辺薬局
篤志募金

572,795円（52件）

秋元婦人会、上総第二教区寺庭婦人会、君津市赤十字奉仕団、君津ロータリークラブ、小糸地区民生委員児童委員協議会、小糸
婦人会、広友会、日本開発興業株式会社社員一同、ボーイスカウト君津第２団、他43件

共同募金の詳しいつかいみちはこちらまで…
赤い羽根データベース

『はねっと』

共同募金のつかいみちを
全国の市町村ごとに
紹介しています。

はねっと

検索

http://hanett.akaihane.or.jp/hanett/pub/home.do
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問合せ先

千葉県共同募金会君津市支会

（社会福祉法人君津市社会福祉協議会内）
〒299-1152
君津市久保3-1-1 君津市保健福祉センター3階
TEL0439-57-2250

HP http://kimitsu-shakyo.or.jp/

