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募 金 総 額
29,891,161円

（1）戸別募金
22,174,978円

（2）街頭募金・募金箱
672,044円

（3）図書・クオカード募金
（図書・クオカード 733,000 円を含む）

1,515,088円
（4）学校募金

689,717円
（5）特別募金

255,569円
（6）ピンバッジ等募金

1,131,478円
（7）法人募金

1,777,000円
（8）市民余芸大会益金

905,996円
（9）寄付金付き自販機・募金百貨店

769,291円

⑴ 戸別募金
22,174,978円

（各町内ごとに各戸からの募金）
（城北地区） 959,250円
北堀町前丁	 39,600
北堀町中ノ丁	 33,600
北堀町後丁	 26,000
北堀町二区	 27,200

北堀町三区	 41,300
北堀町四区	 21,600
北堀町五区	 12,000
石橋町一区	 28,000
石橋町二区	 24,000
石橋町三区	 42,600
石橋町四区	 29,000
奥谷町東区	 72,800
奥谷町中区	 29,600
奥谷町西原	 32,800
大　輪　町	 24,200
東奥谷町南区	 43,600
淞　北　台	 218,850
うぐいす台団地	 54,100
東奥谷町北区	 71,800
大　　　界	 37,800
東淞北台団地	 48,800

（城東地区） 900,630円
末 次 本 町	 20,000	
東本町一丁目	 20,000	
東本町二丁目	 20,000	
東本町三丁目	 29,000	
東本町四丁目	 20,000	
東本町五丁目	 25,600	
向　島　町	 20,000	
追 子 団 地	 37,000	
南田町末広区	 48,010	
南田町南区	 3,000	
南田町中区	 91,520	

南田町西区	 47,900	
南田町東区	 89,900	
北 田 町 東	 102,400	
北 田 町 西	 86,900	
米　子　町	 15,200	
母　衣　町	 40,000	
北　殿　町	 39,400	
南　殿　町	 56,000	
殿町城山区	 10,400	
東　田　町	 20,000	
上　追　子	 17,600	
葭　　　島	 16,000	
学園一丁目	 20,000	
学　園　南	 4,800	
	

（城西地区） 1,248,200円
東　茶　町	 15,000	
西　茶　町	 10,000	
苧　　　町	 16,200	
末　次　町	 20,000	
東 片 原 町	 15,200	
西 片 原 町	 20,800	
内中原 1区	 32,000	
内中原 2区	 25,200	
内中原 3区	 70,000	
内中原 4区	 46,400	
内中原 5区	 100,000	
宮　ノ　丁	 64,000	
中　ノ　丁	 32,000	
月 照 寺 丁	 83,200	

鷹　匠　町	 63,200	
砂子町 1区	 42,400	
合銀砂子寮	 12,800	
後　　　丁	 17,600	
清 光 院 下	 12,000	
東　堂　形	 20,000	
堂　形　西	 10,400	
土　手　東	 40,000	
土　手　西	 20,000	
百　姓　町	 28,000	
小　片　原	 20,000	
南　平　台	 52,500	
南平台 3区	 16,000	
東 南 平 台	 9,000	
新　国　屋	 60,900	
松江しんじ湖温泉振興協議会	 20,800	
国　屋　上	 176,000	
国　屋　下	 34,000	
新 と ね り	 7,400	
陽南台自治会	 25,600	
ロイヤル内中原	 9,600	
	

（白潟地区） 541,700円
和 多 見 町	 53,200	
八 軒 屋 町	 3,000	
魚　　　町	 23,800	
灘　　　町	 67,400	
天　神　町	 80,000	
北　寺　町	 36,100	
南　寺　町	 15,000	

令和元年度松江市共同募金結果報告書 3※年度を越えていただきました募金も掲載しております。

　令和元年度本市の共同募金は、皆さまのご協力によりまして多額の募金をいただく

ことができました。皆様から寄せられた善意の募金は全額「島根県共同募金会」へ納金

し、「島根県共同募金会」から、配分計画に基づいて、社会福祉事業ほか民間の社会

福祉施設や団体に配分されました。

　募金にご協力くださいました市民の皆様や、学校、団体、企業の方々、また、ご多用

の中募金活動に従事いただきましたボランティアの方々に厚くお礼申し上げます。

　　　令和 2年 10 月 1 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松江市共同募金委員会
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万　代　町	 20,000	
昭　和　町	 56,000	
白 潟 本 町	 16,000	
人　参　方	 25,000	
幸　　　町	 51,300	
横　浜　町	 50,000	
袖 師 嫁 島	 20,000	
県営幸町団地 1号棟	 5,900	
幸町北団地	 7,200	
県営幸町団地 2号棟	 11,800	
	

（朝日地区） 345,400円
伊 勢 宮 町	 22,800	
大　正　町	 50,000	
東朝日町一区	 16,000	
東朝日町三区小浜本町	 8,000	
朝　日　会	 16,000	
東朝日町四区町内会	 30,000	
朝日町中央	 10,000	
駅南口通り	 16,000	
御手船場町	 6,000	
松　原　町	 59,800	
津　田　町	 15,000	
新雑賀町東	 30,000	
新雑賀町西	 40,000	
市営小浜アパート 1号棟	 20,000	
市営小浜アパート 2号棟	 5,800	
	

（雑賀地区） 692,140円
本　郷　町	 52,000	
竪　　　町	 40,000	
栄　　　町	 10,000	
新　　　町	 10,000	
雑 賀 1 区	 30,000	
雑 賀 2 区	 25,000	
雑 賀 3 区	 23,000	
雑賀 4区西	 10,000	
雑賀 4区東	 32,000	
雑 賀 5 区	 15,000	
雑 賀 6 区	 28,000	
雑 賀 7 区	 29,600	
雑 賀 8 区	 20,000	
雑 賀 9 区	 25,500	
雑賀 10 区	 54,400	
雑賀 11 区	 29,600	
雑賀 12 区	 33,900	
雑賀 13 区	 20,160	
雑賀 14 区	 30,400	

雑賀 15 区	 20,000	
新　　　組	 36,000	
美　　　月	 39,400	
桧　　　山	 5,000	
上　乃　木	 43,780	
サーパス西津田Ⅰ	 15,000	
サーパス西津田Ⅱ	 1,600	
床几山ハイツ	 12,800	
	

（津田地区） 1,305,385円
東津田一区一	 23,200	
東津田一区二	 17,100	
東津田一区三	 25,600	
東津田一区四	 40,200	
東津田一区五	 19,100	
東津田一区六	 25,600	
東津田一区七	 11,400	
東津田二区	 160,000	
東津田三区	 181,300	
明 神 住 宅	 30,000	
東　ヶ　丘	 3,000	
中 央 団 地	 43,200	
西 山 団 地	 12,400	
つつじヶ丘	 43,200	
淞　東　台	 6,700	
隅　　　山	 14,000	
喰　ヶ　谷	 8,800	
高 日 団 地	 10,000	
東 光 台 一	 46,200	
東 光 台 二	 50,100	
東 光 台 三	 36,500	
東 光 台 四	 39,400	
東 光 台 五	 40,400	
長　　　通	 8,700	
須　　　原	 3,000	
東津田団地	 8,685	
西津田町内会	 270,800	
ヒルズガーデン西津田	 30,000	
翠　ヶ　丘	 46,400	
東津田ハイツ	 7,200	
県営東津田団地	 20,000	
レガリア東津田	 23,200	
	

（古志原地区） 1,314,160円
淞　南　台	 47,200	
一　　　組	 91,400	
富　　　原	 100,000	
県職員宿舎	 260	

古志原県営団地四葉会	 13,000	
九　　　組	 8,000	
五　月　会	 4,000	
3 区 西 組	 40,000	
東　　　組	 71,200	
3　区　南	 18,650	
東 香 ノ 木	 15,000	
あ か ね 台	 9,600	
二　子　東	 37,000	
二　子　西	 13,600	
十 合 住 宅	 9,600	
古志原レイクタウン	 27,200	
西　　　島	 20,000	
西　島　北	 5,600	
山　　　根	 10,000	
北 上 乃 木	 10,000	
東 上 乃 木	 40,000	
緑山苑住宅	 8,000	
東　前　原	 12,000	
前　　　原	 53,200	
南 上 乃 木	 32,000	
矢　の　原	 85,900	
南　光　台	 31,200	
松　ヶ　丘	 57,350	
西 香 ノ 木	 48,000	
一　の　谷	 45,800	
八雲台一丁目西	 22,080	
八雲台一丁目南	 33,820	
八雲台二丁目	 87,400	
南 矢 の 原	 7,200	
東 矢 の 原	 15,200	
八雲台南ヶ丘	 11,200	
八雲台香ノ木南	 41,600	
八雲台旭ヶ丘	 3,200	
香 南 団 地	 19,000	
向 山 団 地	 15,000	
東 香 南 台	 20,000	
古志原団地	 32,000	
南学園台団地	 17,600	
ビューシティ古志原	 18,400	
アルファスマート上乃木	 5,700	
	

（乃木地区） 1,376,220円
上乃木ハイツ	 11,400	
上乃木第二	 40,800	
宇 賀 二 区	 5,000	
宇 賀 三 区	 28,000	
宇　賀　谷	 22,400	

中　の　宮	 4,800	
淞徳ハイツ	 26,000	
宇賀ひょうきん谷	 16,800	
西　の　原	 138,000	
南　が　丘	 10,000	
島根大学上乃木宿舎	 6,400	
前　　　田	 28,800	
向	 10,000	
丸　　　山	 80,800	
中　　　原	 41,200	
永　　　砂	 59,200	
宇賀市営住宅	 20,000	
浜乃木新町	 30,000	
神　護　田	 42,500	
駅　　　前	 10,000	
西　嫁　島	 22,800	
駅　　　南	 30,000	
湖 南 団 地	 3,000	
浜 乃 木 谷	 10,000	
八　曽　利	 70,000	
青　　　木	 16,000	
灘　　　中	 45,000	
浜乃木三区中	 56,200	
灘 南 二 区	 46,080	
山　の　手	 40,000	
福 富 町 東	 50,000	
福 富 町 西	 50,000	
福 富 団 地	 40,000	
乃　　　白	 118,000	
国　　　尾	 20,000	
宍道湖ニュータウン	 20,000	
桜　　　台	 99,840	
角　井　橋	 7,200	
	

（大庭地区） 740,000円
団　　　原	 12,800	
黒　田　畦	 60,000	
中　の　島	 32,900	
山 崎 向 山	 59,600	
大　庭　西	 71,500	
空　の　原	 16,000	
大　瀬　戸	 12,000	
南　　　口	 21,600	
佐　草　西	 14,400	
有	 30,900	
山　代　東	 29,600	
山　代　西	 49,600	
山　代　原	 40,000	
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向山ハイツ	 11,200	
ひのでハイツ	 11,200	
山代郷団地	 39,200	
山 代 住 宅	 24,000	
来 美 第 一	 10,000	
来 美 第 二	 10,000	
下の原住宅	 8,000	
井手平分譲住宅	 10,400	
井出平団地	 8,000	
県営長者原団地	 4,300	
長者原ハイツ	 6,400	
長者ヶ丘団地	 19,200	
中曽根住宅	 30,000	
宝谷市営住宅	 4,000	
岩井谷来留美	 9,600	
宝谷市営アパート	 4,200	
宝 谷 第 二	 10,000	
宝 谷 第 三	 5,000	
山代台団地	 23,600	
瑞 穂 団 地	 18,400	
中曽根アパート	 10,000	
鼻　　　曲	 6,400	
市営大庭アパート	 1,000	
市営大庭第二アパート	 5,000	
	

（法吉地区） 1,218,515円
法　　　吉	 153,500	
久　　　米	 59,600	
春 日 一 区	 28,000	
春 日 二 区	 52,000	
春 日 三 区	 61,000	
春　日　旧	 8,800	
春　日　新	 21,600	
黒 田 西 原	 30,900	
黒　　　田	 124,950	
比　津　町	 246,400	
比 津 が 丘	 223,600	
比津が丘市営住宅	 10,000	
法 吉 団 地	 147,000	
南比津が丘団地	 51,165	
	

（川津地区） 993,755円
上東川津上組	 10,000	
上東川津中組	 22,400	
上東川津下組	 16,000	
中　　　尾	 4,800	
祖　子　分	 28,000	
納　　　佐	 12,800	

嵩　見　町	 31,200	
北 山 団 地	 24,800	
大　内　谷	 35,000	
橋　　　本	 105,600	
夢　ヶ　丘	 32,000	
諸　　　田	 15,200	
津　嘉　田	 28,000	
市　　　成	 99,900	
小　　　平	 26,600	
西子ビ中央	 13,600	
アイリス団地	 10,000	
鳥　飼　会	 2,400	
原　の　前	 18,400	
深　　　町	 3,300	
ノースグランド	 13,600	
鯉　の　頭	 17,600	
上　七　反	 28,000	
嵩 見 団 地	 87,405	
西　子　ビ	 12,000	
東　菅　田	 123,900	
西　菅　田	 40,000	
深 町 中 央	 12,800	
来　　　田	 6,400	
下楽山団地	 8,000	
学園台団地	 40,700	
ひがし嵩見団地	 19,200	
四 季 ケ 丘 	 17,050	
ニュー	学園台	 10,800	
あじさい団地	 4,200	
リバータウン	 8,000	
笠　　　無	 4,100	
	

（本庄地区） 444,500円
手　角　町	 26,400	
長　　　海	 25,600	
野　　　原	 26,400	
枕　木　町	 19,200	
邑　　　生	 17,600	
北　町　一	 15,200	
北　町　二	 12,000	
北　町　三	 14,400	
北　町　四	 20,000	
北　町　五	 21,600	
南 町 一 区	 13,600	
南 町 二 区	 23,200	
南 町 三 区	 16,400	
田　　　中	 25,000	
山　　　本	 2,100	

木　　　並	 1,000	
川　部　一	 11,200	
川　部　二	 4,800	
川　部　三	 12,800	
川　部　四	 10,400	
山　　　崎	 13,700	
原	 22,400	
新　庄　一	 9,600	
新　庄　二	 13,600	
新　庄　三	 13,600	
新　庄　四	 8,000	
新　庄　五	 11,200	
上 宇 部 尾	 15,900	
本 庄 団 地	 17,600	
	

（竹矢地区） 455,415円
川　　　向	 14,400	
大　門　東	 31,000	
大　門　上	 45,600	
浜　　　分	 16,700	
山　　　宮	 50,000	
中　竹　矢	 5,000	
上　竹　矢	 31,200	
国　分　寺	 8,000	
矢　　　田	 65,300	
中　矢　田	 14,200	
矢田市営アパート	 3,915	
井　　　手	 8,000	
青　葉　台	 32,000	
富士見ヶ丘住宅	 9,600	
馬　　　潟	 30,400	
灘　　　分	 34,400	
八 幡 団 地	 49,600	
県営八幡団地	 3,000	
白　井　手	 3,100	
	

（持田地区） 470,600円
旭　の　森	 15,000	
福　原　上	 30,400	
福　原　中	 20,000	
福　原　下	 22,400	
坂　本　上	 10,400	
坂　本　中	 23,200	
川　原　上	 23,200	
川　原　下	 12,000	
太　田　上	 19,200	
太　田　下	 22,400	
石　　　野	 8,000	

以 後 後 久	 8,800	
納　蔵　西	 13,600	
小　　　倉	 6,400	
日　　　吉	 13,600	
亀　　　尾	 19,200	
和　田　上	 12,000	
和　田　中	 13,600	
和　田　下	 14,400	
祖　母　畑	 40,000	
耳　　　高	 32,500	
竹 崎 団 地	 37,500	
平成ニュータウン	 8,000	
グリーンテラス西持田	 44,800	
	

（古江地区） 642,000円
西長江上組	 10,000	
西長江広垣	 8,800	
西長江坂本	 8,800	
西長江灘組	 19,200	
東長江灘西	 10,400	
東長江中組	 13,600	
東長江舞木	 17,600	
東長江灘東	 18,400	
古曽志大塚	 60,000	
古曽志上組	 16,000	
古曽志下組	 18,400	
古曽志奥組	 14,400	
荘　成　荘	 13,600	
荘成成相寺	 11,200	
西 谷 牛 切	 8,800	
西 谷 上 組	 22,400	
西 谷 下 組	 20,000	
古 志 野 間	 12,000	
古 志 峰 垣	 12,000	
古 志 小 畑	 8,000	
古志中古志	 24,800	
古志下古志	 35,200	
西浜佐陀東口	 14,400	
西浜佐陀中口	 12,800	
西浜佐陀平松	 9,600	
西浜佐陀寺津	 28,000	
朝日ヶ丘団地	 188,400	
新古曾志団地	 5,200	
	

（生馬地区） 405,200円
上　佐　陀	 25,600	
下佐陀町上	 28,800	
下佐陀町下	 19,700	
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西　生　馬	 32,300	
東　生　馬	 40,000	
薦　　　津	 52,800	
浜佐田町上	 73,600	
淞 苑 団 地	 28,800	
生馬が丘団地	 41,600	
東生馬県職員宿舎	 12,000	
浜佐田町灘 1	 10,000	
浜佐田町灘 2	 20,000	
浜佐田町灘 3	 20,000	
	

（秋鹿地区） 388,800円
名　　　原	 40,000	
上　　　寄	 28,000	
布　　　川	 31,200	
下　　　岡	 44,800	
上　　　岡	 25,600	
町	 52,000	
井　　　神	 4,800	
本　　　谷	 40,800	
中　　　組	 21,600	
山　　　中	 28,800	
浦	 40,000	
秋鹿ふれあい団地	 31,200	
	

（大野地区） 288,000円
中　の　手	 17,600	
土　　　居	 24,000	
東　　　村	 28,000	
中　　　川	 10,400	
西　ノ　村	 21,600	
津　ノ　森	 37,600	
山　　　中	 13,600	
殿　　　山	 16,800	
上　根　尾	 25,600	
細　　　原	 7,200	
鎌　　　田	 6,400	
魚　瀬　東	 47,200	
魚　瀬　西	 32,000	
	

（忌部地区） 322,400円
千　　　本	 23,200	
大　　　谷	 14,400	
平　　　口	 17,600	
宮　　　内	 21,600	
熊　　　山	 23,200	
大　川　端	 33,600	
大　　　向	 5,000	

中　　　組	 14,400	
柳　　　原	 24,000	
堂　　　廻	 10,000	
一　　　崎	 24,800	
下　忌　部	 19,200	
空　　　山	 14,400	
客　ヶ　丘	 15,000	
希 望 ヶ 丘	 5,000	
千本つつじヶ丘	 57,000	
	

（朝酌地区） 208,400円
大　海　崎	 10,000	
大　　　井	 36,900	
福　　　富	 16,500	
矢　　　田	 14,000	
朝　　　酌	 44,000	
西　　　尾	 41,000	
西 尾 団 地	 17,600	
岩　　　崎	 10,000	
太 陽 団 地	 18,400	
	

（鹿島地区） 1,282,730円
御　　　津	 109,900	
山　　　奥	 13,600	
清　　　水	 16,800	
石　　　津	 9,100	
古　　　殿	 9,500	
大　　　石	 5,000	
立　　　花	 15,200	
北　　　側	 12,800	
南　　　側	 16,000	
小　　　谷	 12,000	
寺　　　谷	 9,600	
柏	 10,000	
西　　　谷	 22,400	
湯　　　戸	 19,400	
一　　　矢	 10,000	
七　日　市	 32,800	
才　の　丘	 19,100	
君　　　崎	 7,200	
佐 陀 宮 内	 63,200	
中 電 宮 内	 70,400	
志　　　客	 3,200	
峯　　　谷	 20,800	
畑　　　垣	 9,600	
深　　　田	 27,200	
根　連　木	 32,000	
廻　　　谷	 24,000	

武　　　代	 28,130	
昭　　　栄	 122,400	
恵　　　曇	 135,400	
古　　　浦	 204,800	
手　　　結	 124,000	
片　　　句	 67,200	
	

（島根地区） 624,400円
楡　　　木	 36,000	
海　　　鳥	 28,800	
大　芦　浜	 40,800	
小　　　具	 20,800	
北　　　垣	 8,000	
垣　ノ　内	 33,600	
大 芦 別 所	 17,600	
大　　　津	 16,000	
新　　　津	 31,200	
岩　木　西	 20,000	
岩　木　東	 31,200	
加 賀 別 所	 41,600	
佐　　　波	 29,600	
野　　　波	 65,200	
小　　　波	 36,000	
多　　　古	 28,800	
沖　　　泊	 17,600	
瀬　　　崎	 48,000	
野　　　井	 73,600	
	

（美保関地区） 623,650円
笠　　　浦	 30,000	
千　　　酌	 77,800	
北　　　浦	 4,900	
菅　　　浦	 21,600	
片　　　江	 79,300	
笹　　　子	 20,000	
七　　　類	 33,600	
万　　　原	 20,000	
下 宇 部 尾	 10,000	
森　　　山	 40,000	
宇　　　井	 34,550	
福　　　浦	 60,000	
法　　　田	 19,200	
諸　　　喰	 17,600	
雲　　　津	 16,000	
長　　　浜	 5,500	
海　　　崎	 12,000	
才　　　浦	 7,200	
西　小　路	 18,400	

泊　小　路	 24,000	
中 浦 小 路	 32,000	
月 名 小 路	 16,000	
美 保 小 路	 24,000	
	

（八雲地区） 654,350円
日　　　吉	 10,000	
市　　　東	 17,600	
市　　　西	 17,600	
安　　　田	 13,600	
別　　　下	 14,400	
別　　　中	 9,000	
別　　　上	 15,200	
西　　　奥	 10,000	
藤　　　原	 5,000	
秋　　　奥	 15,000	
秋　　　家	 13,600	
桑　　　上	 8,000	
桑　　　中	 15,000	
桑　　　下	 19,200	
大　　　日	 21,600	
元　　　田	 10,000	
早　　　田	 11,600	
大　　　石	 25,600	
大　　　田	 18,400	
矢　　　谷	 11,200	
稲　　　葉	 5,000	
下　宮　内	 16,000	
上　宮　内	 16,800	
岩　　　室	 20,000	
市　　　場	 20,000	
畦　石　室	 11,000	
草　　　谷	 5,000	
中　　　組	 5,000	
向　　　畑	 12,000	
奥　殿　畑	 10,400	
大 明 団 地	 19,200	
日 吉 団 地	 40,000	
岩坂ハイツ	 10,750	
旭　団　地	 10,000	
星 上 団 地	 19,200	
切 通 団 地	 8,000	
新日吉団地	 21,600	
つるぎニュータウン	 12,000	
八雲町平原ニュータウン第 1	 5,000	
松　　　廻	 30,400	
第 2 つるぎニュータウン	 4,400	
宮谷グリーンタウン	 1,000	
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日吉台サニーハイツ	 67,400	
青木にじが丘	 2,600	
	

（玉湯地区） 1,052,100円
布 志 名 1	 44,800	
布 志 名 2	 33,300	
布 志 名 3	 34,400	
新　田　組	 8,000	
湯　町　東	 130,400	
湯 町 西 1	 44,000	
湯 町 西 2	 124,000	
湯　町　南	 52,800	
県営湯町団地	 6,400	
湯　町　灘	 40,000	
根　　　尾	 13,800	
小金町（1～ 2）	 1,600	
小金町（6～ 9）	 4,000	
本　郷　1	 20,000	
本　郷　2	 25,000	
本　郷　3	 17,600	
柳　　　井	 27,200	
別　　　所	 32,800	
玉　造　下	 73,600	
玉　造　西	 43,200	
玉　造　上	 48,000	
湯　　　田	 4,000	
玉 造 中 1	 64,000	
玉 造 中 2	 13,600	
玉造空口北班	 12,800	
玉造空口南班	 11,200	
玉　造　東	 38,400	
大　谷　1	 15,200	
大　谷　2	 22,400	
大　谷　3	 9,600	
大　谷　4	 17,600	
大　谷　5	 12,800	
大　谷　7	 5,600	
	

（宍道地区） 1,248,200円
一　区　東	 40,400	
一　区　西	 35,600	
二　　　区	 56,000	
三　　　区	 25,600	
四　　　区	 17,600	
五　　　区	 48,000	
六　　　区	 32,000	
昭　　　和	 40,400	
下　白　石	 40,000	

上　白　石	 27,200	
下　　　倉	 27,200	
才	 24,400	
坂　　　口	 22,000	
金　山　上	 12,000	
金　山　下	 24,000	
佐 々 布 下	 20,000	
佐 々 布 中	 37,600	
宍 道 大 森	 20,000	
岡　の　目	 28,000	
佐 々 布 旭	 7,200	
畑	 9,600	
荻　　　田	 30,400	
小 佐 々 布	 23,200	
伊　志　見	 10,000	
荻 田 団 地	 43,800	
白 石 団 地	 34,400	
緑　が　丘	 52,800	
来 待 大 森	 20,000	
佐　　　倉	 35,000	
田　　　根	 12,000	
和　名　佐	 20,800	
小　　　林	 12,000	
菅　　　原	 44,000	
鏡	 17,500	
弘　長　寺	 44,800	
浜　　　東	 43,200	
浜　　　西	 29,600	
小　　　松	 29,600	
中　　　垣	 16,000	
内　ヶ　峠	 20,800	
横　　　見	 23,200	
大　　　野	 17,600	
池　　　田	 43,600	
眺　江　台	 7,000	
小 松 団 地	 17,600	
湖　南　台	 4,500	
	

（八束地区） 609,300円
波　　　入	 100,000	
入　　　江	 174,900	
二　　　子	 72,000	
寺　　　津	 45,600	
亀　　　尻	 45,600	
馬　　　渡	 33,600	
遅　　　江	 22,400	
江　　　島	 115,200	
	

（東出雲地区） 819,578円
本 谷 奥 組	 9,880	
本 谷 中 組	 12,500	
畑	 14,600	
中　意　東	 9,000	
磯　　　近	 28,671	
富 士 見 丘	 4,620	
薮　　　中	 14,300	
西　　　中	 4,184	
中 市 場 上	 11,000	
東　の　西	 8,121	
東　の　中	 12,435	
東　の　東	 11,100	
大　　　東	 7,100	
羽　　　入	 13,800	
野　　　高	 9,083	
湯　　　田	 2,000	
松　　　原	 7,800	
藤　　　谷	 17,215	
花　水　木	 4,900	
朝　　　凪	 2,000	
東 町 1 区	 15,400	
東 町 2 区	 8,100	
東　　　灘	 24,483	
倉　本　町	 15,500	
中　　　町	 19,500	
千　鳥　町	 21,240	
中　　　灘	 17,210	
西　　　町	 6,500	
西　　　灘	 8,710	
中　　　組	 9,000	
泉　　　町	 13,800	
駅　　　前	 12,300	
東　新　町	 10,700	
西　新　町	 12,000	
上 新 1 区	 20,320	
上 新 2 区	 10,140	
上 新 3 区	 13,040	
廻　　　山	 7,327	
五　反　田	 34,210	
上　　　分	 10,700	
平　　　賀	 16,005	
崎 田 1 区	 6,750	
崎 田 2 区	 11,815	
崎 田 3 区	 11,950	
中 学 校 前	 13,328	
南　中　津	 28,490	
附 谷 1 区	 13,679	

附 谷 2 区	 10,317	
附 谷 3 区	 10,100	
附 谷 4 区	 9,463	
春　　　日	 4,700	
今　　　宮	 18,300	
内　　　馬	 20,000	
須　　　田	 6,000	
古　　　城	 6,300	
竹　の　花 	 17,900	
大　　　木	 21,500	
町　　　東	 19,332	
町　　　中	 7,700	
町　　　西	 23,760	
錦新町 1区	 1,500	
錦新町 2区	 1,600	
錦新町 7区	 3,000	
市　　　向	 31,100	
春　日　台	 3,500	
意 宇 東 1	 1,000	
中津 1・2・3区	 6,000	
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⑵ 街頭募金・募金箱等
672,044円

JR 松江駅・一畑百貨店・テルサ	 22,390
イオン松江店	 14,435
イオン菅田店	 14,893
イオン上乃木店	 9,035
キャスパル	 12,733
ホック山代店	 19,178
ひまり大庭店	 10,205
トライアル松江店	 5,417
まるごう古志原店	 9,261
まるごう川津店	 21,835
今井書店田和山店	 8,611
みしまや田和山店	 19,164
みしまや学園店	 10,410
みしまや楽山店	 18,434
みしまや春日店	 15,044
みしまや上乃木店	 7,396
みしまや津田店	 8,905
みしまや鹿島店	 6,577
ヴェルデ八束店	 8,371
マルマン茶山店	 7,507
マルマン黒田店	 5,475
A コープかわつ	 8,688
A コープやくも	 6,648
A コープふるえ	 23,162
A コープたまゆ	 16,315
アイパルテ東出雲	 12,883
ショッピングスクエアベル	 6,556
松江しんじ湖温泉駅	 8,423
島根大学	 2,261
松江市役所	 10,580
松江市上下水道局	 1,758
島根スサノオマジックホームゲーム	 7,564
七類フェリーターミナル	 11,637
城北文化祭募金	 236
城西文化祭募金	 2,851
雑賀文化祭募金	 675
古志原文化祭募金	 3,109
法吉文化祭募金	 2,207
持田ふるさと祭募金	 5,920
八束文化祭募金	 5,719
玉湯町チャリティー募金箱	 1,362
たまゆ福祉のつどい募金	 1,903
たまゆ文化祭募金	 15,465
東出雲募金箱	 13,285
由志園募金箱	 147,068
マルマン黒田店募金箱	 1,864

マルマン茶山店募金箱	 3,824
マルマン津田店募金箱	 2,129
マルマン竪町店募金箱	 3,306
島根県物産観光館募金箱	 1,076
カフェ太郎（みずうみ）募金箱	 947
きまち湯治村募金箱	 610
松江市民余芸大会募金箱	 11,854
松江市総合福祉センター他	 74,883

⑶ 図書・クオカード募金 
 1,515,088円
（図書・クオカード代 720,000 円を含む）
母衣小学校	 9,864
城北小学校	 5,000
内中原小学校	 5,000
川津小学校	 5,000
朝酌小学校	 4,000
竹矢小学校	 3,000
忌部小学校	 2,000
生馬小学校	 2,000
本庄小学校	 1,000
秋鹿小学校	 1,000
佐太小学校	 2,000
八雲小学校	 1,000
大谷小学校	 2,000
宍道小学校	 5,000
出雲郷小学校	 2,000
島根大学教育学部附属義務教育学校前期課程	 5,000
第二中学校	 1,000
第三中学校	 16,000
第四中学校	 5,000
湖南中学校	 5,000
湖東中学校	 5,000
本庄中学校	 2,000
湖北中学校	 1,000
島根中学校	 2,000
玉湯中学校	 1,000
宍道中学校	 4,000
東出雲中学校	 5,000
八束学園	 8,000
島根大学教育学部附属義務教育学校後期課程	 5,000
島根県立松江北高等学校	 5,000
島根県立松江南高等学校	 5,000
島根県立松江東高等学校	 5,000
島根県立松江商業高等学校	 3,000
島根県立宍道高等学校	 5,000
島根県立松江工業高等学校	 5,000
松江市立女子高等学校	 5,000

立正大学淞南高等学校	 5,000
松江総合医療専門学校	 30,000
城北地区民生児童委員協議会	 18,000
城東地区民生児童委員協議会	 18,180
城西地区民生児童委員協議会	 18,000
白潟地区民生児童委員協議会	 10,000
朝日地区民生児童委員協議会	 13,260
雑賀地区民生児童委員協議会	 18,000
津田地区民生児童委員協議会	 24,200
古志原地区民生児童委員協議会	 24,000
乃木地区民生児童委員協議会	 26,000
大庭地区民生児童委員協議会	 23,000
法吉地区民生児童委員協議会	 18,000
川津地区民生児童委員協議会	 26,000
本庄地区民生児童委員協議会	 11,000
竹矢地区民生児童委員協議会	 12,000
持田地区民生児童委員協議会	 12,000
古江地区民生児童委員協議会	 14,000
生馬地区民生児童委員協議会	 10,000
秋鹿地区民生児童委員協議会	 8,000
大野地区民生児童委員協議会	 7,000
忌部地区民生児童委員協議会	 9,000
朝酌地区民生児童委員協議会	 8,000
鹿島地区民生児童委員協議会	 23,000
島根地区民生児童委員協議会	 16,000
美保関地区民生児童委員協議会	 22,000
八雲地区民生児童委員協議会	 20,000
玉湯地区民生児童委員協議会	 17,000
宍道地区民生児童委員協議会	 21,000
八束地区民生児童委員協議会	 12,000
東出雲地区民生児童委員協議会	 35,000
松江市役所	 393,920
松江市交通局	 14,000
松江市上下水道局	 33,000
松江市ガス局	 20,447
松江市立病院	 13,000
八雲病院	 5,900
松江記念病院	 5,000
（ＪＣＨＯ）玉造病院	 3,000
社会福祉法人松江福祉公社	長命園	 5,500
社会福祉法人みずうみ	 15,000
社会福祉法人ふれあい	松楽苑	 18,800
社会福法人松豊会	津田の里	 48,000
社会福祉法人上口福祉会	 3,250
しらゆり会	 2,000
社会福祉法人千鳥福祉会	 14,767
社会福祉法人さくらの家	 10,000
双樹学院	 6,000

悠々園	 5,000
NPO法人松江さくら会	 20,000
あいかの里	 10,000
もちだの郷	 5,000
回春苑	 5,000
島根大学	 87,000
松江市視覚障害者協会	 10,000
松江市手をつなぐ育成会	 10,000
玉造郵便局	 3,000
島根県農業協同組合玉湯支店	 3,000
Ａコープたまゆ	 3,000
松江市保育研究会	 53,000
松江市遺族連合会	 4,000
和幸情報システム株式会社	 7,000
個人	 2,000

⑷ 学校募金
 689,717円
母衣小学校	 38,490
城北小学校	 27,525
内中原小学校	 14,891
中央小学校	 17,787
雑賀小学校	 5,970
津田小学校	 44,237
古志原小学校	 28,915
川津小学校	 21,309
朝酌小学校	 17,017
法吉小学校	 20,261
竹矢小学校	 13,948
乃木小学校	 42,265
忌部小学校	 20,597
大庭小学校	 15,066
生馬小学校	 11,258
持田小学校	 19,527
古江小学校	 33,850
本庄小学校	 3,030
大野小学校	 8,713
秋鹿小学校	 15,938
佐太小学校	 14,535
鹿島東小学校	 16,223
島根小学校	 8,196
美保関小学校	 18,339
八雲小学校	 29,269
玉湯小学校	 15,058
宍道小学校	 17,815
来待小学校	 4,998
出雲郷小学校	 26,991
揖屋小学校	 20,449
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島根大学教育学部附属義務教育学校前期課程	 5,155
第一中学校	 10,076
第二中学校	 8,920
第三中学校	 14,121
第四中学校	 1,276
湖南中学校	 7,791
湖東中学校	 1,210
島根中学校	 5,228
美保関中学校	 966
宍道中学校	 18,568
東出雲中学校	 7,359
八束学園	 11,150
比津が丘保育園融合センター	 5,430
	

⑸ 特別募金 
 255,569円
城北地区高齢者クラブ連合会	 4,000
城東寿会	 5,000
城西地区寿会連合会	 8,000
白潟地区高齢者クラブ連合会	 3,000
朝日地区シニアクラブ	 3,000
雑賀地区高齢者クラブ連合会	 8,000
津田地区高齢者クラブ連合会	 5,000
古志原地区高齢者クラブ連合会	 5,000
大庭地区高齢者クラブ連合会	 3,000
法吉地区高齢者クラブ連合会	 4,000
川津地区高齢者クラブ連合会	 4,000
本庄長生会	 4,000
竹矢地区寿会連合会	 8,000
持田地区高齢者クラブ連合会	 4,000
古江地区高齢者クラブ連合会	 5,000
生馬地区高齢者クラブ連合会	 10,000
秋鹿地区高齢者クラブ連合会	 1,000
大野地区高齢者クラブ連合会	 1,000
忌部地区高齢者クラブ連合会	 1,000
朝酌地区高齢者クラブ連合会	 2,000
八雲地区高齢者クラブ連合会	 3,000
宍道地区高齢者クラブ連合会	 6,000
八束地区高齢者クラブ連合会	 1,000
（福）ふらっと	 5,470
松江認定こども園	 1,700
比津が丘保育園	 7,087
袖師保育所	 5,684
チーム川津AKB	 55,740
宍道ボーイスカウト第一団	 23,372
島根町ふれあいフェスティバル実行委員会	 5,938
美保関マリンハートフルフェスタ実行委員会	 9,578
個人	 43,000

⑹ ピンバッジ等募金
 1,131,478円
各地区社協、公民館取扱い分 147,425 
個人 184,603 

【ご協力いただいた企業・団体等】 615,850
カナツ技建工業㈱	
きまち湯治村	
山陰合同銀行	
ＪＡくにびき本部	
スサノオマジックホームゲーム
園山俊二の会	
中国電力㈱	
洞光寺	
㈲友田大洋堂	
比津が丘保育園融合センター	
松江市遺族連合会	
松江市ガス局	
松江市交通局	
松江市上下水道局	
松江市役所	
松江商工会議所	
松江市立病院	
松江総合医療専門学校	
㈱松江土建	
松江赤十字病院	
松江東高等学校	
松江保健生活協同組合	
まるなか建設㈱	
（福）みずうみ	
由志園	

【ガチャマシーン設置場所】 183,600 
堀川遊覧船管理事務所	
松江歴史館	
玉造温泉ゆーゆ	
松江フォーゲルパーク	
	

⑺ 法人募金 
 1,777,000円

（三万円） 
小松電機産業㈱　	 	
サンベ電機㈱	 	
島根トヨタ自動車㈱	 	
松江保健生活協同組合	 	
まるなか建設㈱　	 	
( 福 ) みずうみ	 	

（二万円） 
㈱大前組	 	
㈲美幸建設	 	

（一万五千円） 
大昌㈱	 	

（一万二千円） 
㈱太陽電機製作所	 	

（一万円） 
アート美容室	 	
朝日生コンクリート	 	
㈲石川鉄工	 	
泉胃腸科医院	 	
うらしまクリニック	 	
エステック㈱	 	
おおくさ動物病院	 	
㈱大野会計事務所	 	
（医）後藤クリニック	 	
㈱こびき屋	 	
㈱三洋苑	 	
島根県歯科医師会	 	
しまね信用金庫	 	
島根トヨペット㈱	 	
嶋本医院	 	
㈲寿山商店	 	
松栄設備㈱	 	
全労済在宅介護サービスセンターほほえみ	
（福）草雲会	 	
たがしらレディースクリニック	
㈱中海葬儀社東出雲メモリアルホール	 	
司建設㈲	 	
㈲角田工務店	 	
日海通信工業㈱	 	
㈱日新電工	 	
㈲乃木タクシー	 	
野坂歯科医院	 	
㈲野津瓦商店	 	
㈱原商	 	
日ノ丸西濃運輸㈱松江支店	 	
マツチカ㈱	 	
㈱みしまや	 	
三菱マヒンドラ農機㈱	 	
モリタ工業㈱	 	
米子信用金庫東出雲支店	 	
和光産業㈱	 	

（八千円） 
三浦医院	 	

（五千円） 
㈲アーク工業所	 	
アイパルテ	 	
㈱赤徳商店	 	
あさひな歯科	 	

㈱アテナ	 	
石倉窯業㈲
㈲石原溶接	 	
いしはら眼科	 	
泉空調設備㈲	 	
㈲井谷賀造園	 	
一畑電気鉄道㈱	 	
（資）一文字家	 	
出岡重量運輸㈱	 	
㈲意東工業	 	
伊藤医院	 	
㈱イトハラ水産	 	
井上倉庫	 	
㈲いやタクシー	 	
㈱イワタクリエイト	 	
㈱ウエヤマ	 	
㈱内村電機工務店	 	
裏辻産業㈱	 	
㈲栄本鉄工	 	
㈱エース保険事務所	 	
㈲エヌ・アール・シー	 	
㈲カーライフドリーム	 	
狩野自工㈱	 	
企業警備保障㈱	 	
㈲岸本建築	 	
きたに内科クリニック	 	
輝陽礦業㈲	 	
㈲京羅木農産	 	
金明工業㈲	 	
熊野大社	 	
㈱クリアプラス	 	
ケアセンター千鳥	 	
㈱鴻池組　山陰支店	 	
㈲光洋石油	 	
公立学校共済組合松江宿泊所	 	
㈲珈琲館
㈲コーレックス	 	
越野組㈲	 	
小竹原医院	 	
こなんホスピタル	 	
湖北ベニヤ㈱	 	
コマツ山陰㈱　	 	
さいとう歯科	 	
㈱佐藤組	 	
㈲佐藤邦芳建設	 	
山陰開発コンサルタント㈱　	 	
山陰酸素工業㈱	
山陰水道工業㈱　	
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山陰中央新報玉湯販売所	
㈱山陰ファミリー保険エージェンシー	
山陰三菱電機機器販売㈱
ＪＲ西日本山陰開発㈱	
協同組合	島根県鐵工会	
島根県連合婦人会	
島根県合板協同組合	
㈱島根事務機	
島根ナカバヤシ㈱	松江工場	
島根日野自動車㈱	松江支店	
島根ペプシコーラ販売㈱　	
㈱島根マツダ	
㈱下田冷機	
寿隆蒲鉾㈱	
㈲寿山幸夫商店	
松栄㈱　	
松栄印刷㈲	
乗光寺	
淞北台メディカルスクエア	よねだ内科	
㈲松陽印刷所	
㈱昌和ペイント	
㈱伸興サンライズ	
新和設備工業㈱	
㈱しんわ	
全国共済農業協同組合連合会島根県本部	
相互建設㈱　	
相互野津㈲	
宗昌寺	
㈱曽田鐵工	
大清興産㈲	
㈱大勢シェル島根工場	
（資）第弐商会	
大門倉庫	
㈱太陽水道工事	
高木歯科医院	
高梨眼科医院	
㈲タカハシ建装	
高橋良昌税理士事務所	
㈱高橋産業	
武内神社	
㈱谷口印刷	
知足亭	
中央林産商事㈱	
ディーオーシーだて整形外科クリニック
トーアドットコム㈱　	
としひろ歯科医院	
㈲友田大洋堂	
㈲中隆	

㈲中野精機	
中村法律事務所	
㈱日産サティオ島根	
日産部品山陰販売㈱	
㈱日新	
日本交通㈱　	
㈱庭の川島	
農事組合法人意宇の杜	
野津食品㈱	
㈱野原熱錬工作所	
㈱博愛社	
畑干柿生産組合	
㈱花麒麟	
㈲花房鈑金	
原田トレーディング㈱
㈲原田米穀	
㈲引野青果	
㈱樋口敦郎商店	
平野缶詰㈲	
㈲平万商店	
㈱深田建設	
㈱フクテコ	
福間商事㈱	松江支店	
㈲冨士ビルド	
㈲不動産ラインズ	
碧雲観光	
㈱豊洋	
㈱豊洋不動産	
㈱ホテル一畑	
ホテル玉泉	
馬潟工業㈲	
マザリー産科婦人科医院	
松浦造園㈱	
松江バイオマス発電㈱	
㈱松江安全	
松江京店商店協同組合	
松江広域再生資源協同組合	
松江しんじ湖温泉旅館協同組合	
㈲松江自動車用品商会	
松江市医師会	
松江市歯科医師会	
㈱松江住設	
㈲松江測地社	
㈲松江第一部品	
松江中央通商店街振興組合	
㈲松江ファミリー農園	
松江旅館ホテル組合	
㈱マックス山陰	

㈱マツダオートザム松江	
マルサ産業㈱	
まるふく農園	
㈱マルマン	
㈱三原電工	
㈱宮内	
㈱明治プランニング	
㈲メガネのモチダ　本店	
㈱物部	
森本産婦人科医院	
㈲森山会計事務所	
矢尾井税理士事務所	
㈱ヤスイ	
㈱山口商店	
㈲ヤマサキフルーツ	
㈱ヤマト	
㈱ユニコン	
（医）湯原内科医院	
若林建設㈱　	
和幸㈱　	
和光工業㈱　	
和幸情報システム㈱　	
和幸電通㈱　	
和幸冷温㈱　	

（三千円）
安達不動産㈲	
㈲アルファ　東出雲店	
㈲石原左官工芸	
いすゞ自動車中国四国松江支店㈱	
㈲植富	
㈱エーエム工業	
王禄酒造 ( 有 )	
㈲岡本石材店	
㈲奥田商店	
㈲お茶の松弘園	
上意東簡易郵便局	
㈲北川自動車商会	
京らぎお食事処	
㈲輝陽設備	
くらはし内科クリニック	
互栄商事㈲
㈱コーク	
㈲黒潮社	
㈲越野かまぼこ店	
㈲古藤増栄石油	
小松原秀顕司法書士・行政書士事務所	
㈱近藤自動車	
さとう耳鼻咽喉科	

㈱サンエーセイミツ	
㈱三栄	
サンキン㈱	
㈲島田鉄工所	
島根水道㈱	
周藤造園	
角蒲鉾㈱	
㈲瀬戸内工業	
㈱ダイヤコンピュータサービス
（医）多田歯科医院	
㈱中央新報サービス	東出雲営業所
㈱トウケン	
東洋ソーラー㈱	
仲佐左官工業	
中村司法書士事務所	
㈱ナダマチ会計事務所	
㈱錦織工務店	
㈲東出雲ホンダ販売	
深田工事㈲	
福島ボーリング	
福武商店	
㈲藤谷産業	
細田鈑金	
㈲前田建設	
松浦機械店	
㈱松江ガスサービス	
松江管工㈲	
㈲松崎製菓	
㈱松本金物建材店	
松本住宅設備	
㈲丸加石材工業	
丸高工業㈱	
㈲三島商事	
㈲三島工業所	
㈲光浪運送	
㈲三原住設工業	
森廣木材㈲	
㈲八雲石油	
㈱ゆうゆう	
㈱リバティソリューション	
菱農エンジニアリング㈱	
渡部設備㈱	

（二千円）
石倉産業㈲	
イズアイディア育成センター	
㈲伊藤製作所	
㈲ＩＴＯ板金	
㈱イトハラ水産国屋事務所	
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犬山理容	
㈲カーロイヤル荒川	
カットスタジオあおき	
カフェノヴィ	
玖夜神社社務所	
しあわせサービス	
シモハナ物流㈱	松江営業所	
㈲信和測量設計社	
㈱角八雲園	
生協東出雲診療所	
㈲塚谷三方園	
永島勝商店	
にしきしんまち歯科	
ぱてしえ	
㈲馬場印刷所	
ハンブルグ	
東岩坂珈琲店	
ひょうたん	
福本工作所	
㈲前島農機本店	
㈱まつえ福祉会	もみの木苑	
丸善商店	
㈲丸善オート	
丸和自動車鈑金塗装	
㈲山崎組	
読売センター揖屋	
ライフページヤマネ	
㈲緑化センター八雲園	

（一千円）
Aya 母乳育児相談室	
石倉貸鉢店	
石橋造船鉄工所㈱	松江支店	松江工場
意東郵便局	
江戸っ子	
太田脳神経外科クリニック	
岡本旅館	
門脇ドライクリーニング	
門脇医院	
㈲北浦石油	
喫茶クリフネ	
組嶽本店
㈲組嶽百貨店　	
佐々木医院	
さわみや	
シューズ＆バッグHONJYO	
白石マリーン	
角揖屋書道教室	
千寿堂	

㈲大福商店	
武志商店	
㈲竹谷運送	
豊島肥糧店	
中道モータース	
中村商店	
日本庭園由志園	
Ｐａｉｎ　Pａｉｎ	
人の駅憩いや	
平野醤油	
福田屋	
福田電気サービス	
冨士屋商店	
桝谷鮮魚店	
松江製版㈲	
松本衛生㈱	
マルシェマシナリー㈱	
焼もんや　こま	
八束オートサービス	
大和酒店	
由志園アグリファーム	
㈱ルートクリエイト	

⑻ 市民余芸大会益金
 905,996 円
	

⑼ 募金百貨店プロジェクト
 769,291 円
・寄付金付き商品
㈲白銀屋商店（アイパルテ）	 392,014	
ビー・アイ・サポート㈱	 20,000	
セレクトショップ　シャルル	 25,070	
	
・寄付金付き自動販売機 
森田製菓㈱松江営業所	 17,301	
㈲松江ファミリー農園（らぶらぶ）	 14,498	
湖北ふれあいAoi	 5,207	
サンキウエルヴィ松江	 301	
サンキウエルヴィ秋鹿	 355	
㈱伊藤園	松江支店	 22,074	
山陰中央テレビジョン 1F	 11,538	
松江さくら会	 1,383	
すぱーく宍道	 4,769	
ケアハウスやすらぎの里	 28,373	
山陰合同銀行	 63,276	
福寿苑	 17,512	
山陰合同銀行北支店	 11,942	
松江市ガス局	 8,481	

美保関介護センター	 1,665	
㈱そらまめランド	 4,811	
万代書店松江店	 11,171	
（福）みずうみあさひ	 16,952	
松江市総合体育館	 90,598	



− 10 −

参加企業、福祉関係団体を募集中！

参加企業のご紹介

《取り組みイメージ》

寄付つき
商品購入

寄付つき
商品販売

商品購入で
募金に協力

企業の取り組み広報
地域の福祉活動へ助成

全額
損金算入

売上げの
一部を寄付

事業所

地　域 共同募金

◆ 本業へのメリット例 ◆
・社会貢献事業所としてイメージアップ
・売上げ増、販路拡大
・広報力アップ
（注）寄付金は全額損金算入できます。

◆ ご協力の流れ ◆
募金百貨店プロジェクトに参加を希望される方は、
松江市共同募金委員会にご連絡ください。

素材にこだわった手づくり惣菜
１パックの売上げにつき１円を
赤い羽根共同募金に寄附し、島根
県の福祉活動を応援しています。

有限会社白銀屋商店（アイパルテ）
TEL 0852-52-7614

【自社の手づくり惣菜１パック
売上げにつき1円を寄附】 パソコン購入の初期設定等の１％や

トイレットペーパー・ペーパータオル
の販売１箱につき 20 円を赤い羽根
共同募金に寄附
上記を通じて、職場での IT 利活用
による業務効率化と地域の福祉活動
を応援しています！

ビー・アイ・サポート株式会社
TEL0852-33-7336

【ITの利活用で職場もじぶんの
町も元気にするプロジェクト】

お悩み解消シューズ 1 足売り上
げにつき 10 円を共同募金に寄附
し、松江の福祉活動を応援して
います。

セレクトショップ シャルル
TEL　0852-26-5606

「足から元気で松江も元気」！！！

まずは、お気軽に
お問い合わせください！

〈お問い合わせ先〉
松江市共同募金委員会（松江市総合福祉センター内）
TEL：0852-21-5773　FAX：0852-21-5377
Mail：akaihane@shakyou-matsue.jp      

募金百貨店プロジェクトとは？

※詳細については、ホームページ：http://www.akaihane-shimane.jp/2200.html をご覧下さい。

寄付金付き商品を企画して、売り上げの一部を共同募金会に寄付することで
地域社会に貢献するものです。



− 10 − − 11 −

参加企業、福祉関係団体を募集中！

参加企業のご紹介

《取り組みイメージ》

寄付つき
商品購入

寄付つき
商品販売

商品購入で
募金に協力

企業の取り組み広報
地域の福祉活動へ助成

全額
損金算入

売上げの
一部を寄付

事業所

地　域 共同募金

◆ 本業へのメリット例 ◆
・社会貢献事業所としてイメージアップ
・売上げ増、販路拡大
・広報力アップ
（注）寄付金は全額損金算入できます。

◆ ご協力の流れ ◆
募金百貨店プロジェクトに参加を希望される方は、
松江市共同募金委員会にご連絡ください。

素材にこだわった手づくり惣菜
１パックの売上げにつき１円を
赤い羽根共同募金に寄附し、島根
県の福祉活動を応援しています。

有限会社白銀屋商店（アイパルテ）
TEL 0852-52-7614

【自社の手づくり惣菜１パック
売上げにつき1円を寄附】 パソコン購入の初期設定等の１％や

トイレットペーパー・ペーパータオル
の販売１箱につき 20 円を赤い羽根
共同募金に寄附
上記を通じて、職場での IT 利活用
による業務効率化と地域の福祉活動
を応援しています！

ビー・アイ・サポート株式会社
TEL0852-33-7336

【ITの利活用で職場もじぶんの
町も元気にするプロジェクト】

お悩み解消シューズ 1 足売り上
げにつき 10 円を共同募金に寄附
し、松江の福祉活動を応援して
います。

セレクトショップ シャルル
TEL　0852-26-5606

「足から元気で松江も元気」！！！

まずは、お気軽に
お問い合わせください！

〈お問い合わせ先〉
松江市共同募金委員会（松江市総合福祉センター内）
TEL：0852-21-5773　FAX：0852-21-5377
Mail：akaihane@shakyou-matsue.jp      

募金百貨店プロジェクトとは？

※詳細については、ホームページ：http://www.akaihane-shimane.jp/2200.html をご覧下さい。

寄付金付き商品を企画して、売り上げの一部を共同募金会に寄付することで
地域社会に貢献するものです。

こんな時こそ地域の絆を大切に…

コロナ禍においてフードバンク事業

赤い羽根共同募金は
こんな事にも使われています！

　新型コロナウイルスの感染拡大と、これへの対応が進められる中、地域の子どもたちとその家族をめぐる生
活課題などが、長期化、深刻化していくことが強く憂慮される状況となっています。
　こうした状況の中、「自分の町を良くするしくみ」をキャッチフレーズに、従来から地域の多様な活動に対し
てきめ細やかな支援を行っている島根県共同募金会では、中央共同募金会と協働して、「支える人を支えよう！
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」子どもと家族の緊急支援活動応援事業を実施
しました。
　松江市社会福祉協議会も市民からのご寄贈品（食品）と助成金を活用し「ひとり親世帯」への物品提供をド
ライブスルー形式で実施いたしました。

しまね四季の学び舎（分野：こどもの健全育成）
「ダイバーシティ※・キャンプ」!!　障がい、国籍に関わらず自然の中で交流

　『おじちゃん！こんにちは？』『やあ！今年も来てくれたね。元気だった？』『約束だったもん！この人は、私
のお友だち！』『そう？よく来てくれたね。ありがとう』『こんにちは？』、『そうか、ナイス トゥ ミー チュー 
かな？』『おじちゃん！きょねん　このキャンプは「赤い羽根共同募金」からお手伝いしてもらっているって聞
いたけど、あれからスーパーの前で募金していたので、私のお小遣いから少しだったけど、募金したよ。『そうー
それはいいことしたね。』…これは、赤い羽根共同募金の助成を受けて、２回目の試みだった「ダイバーシティ・
キャンプ」の間に交わされた子どもたちとの会話の一言です。私たちは、これからの子どもさん達がグローバ
ル世界で、様々な価値観を持った人たちと共に生きていくことを願って、自然体験を楽しむ「ダイバーシティ・
キャンプ」を行いました。「赤い羽根共同募金」助成をいただき本当にありがとうございました。

スタッフ代表　福田　悟

※ダイバーシティ 地域社会において、性別、年齢、人種、障がいの有無といった違いを受け止め、多様な人材が活躍しやすい
環境を整備しようとする考え方。
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共同募金は　松江市を
　良くするためのしくみです

募金総額と使い道（平成30年度）

松江市募金総額

14,693,732円

16,214,000円
14,693,732円

30,907,732 円

島根県全域へ広域配分

16,214,000 円
松江市へ配分

14,693,732 円

島根県全域へ広域配分
松江市へ配分

《松江市助成内訳》

※この金額が松江市共同募金委員会からの
　助成（Ｂ助成）になります。

○地域福祉活動推進事業（公募事業）など
2,921,452 円

○見守りネットワーク（すこやかライフ）
2,900,000 円

（市内約 1500 人の福祉推進員によって、高
齢者宅等の声かけ・見守り活動が行われて
います。）
○地区社会福祉協議会活動助成　　　　　

8,254,144 円
（松江市内の 29 か所の地区社会福祉協議会
によって、世代間交流、子育て支援、健康
教室、スポーツ活動、障がい児者の社会参
加、ミニデイサロンなど、地域の特色を生
かした地域福祉活動が行われています。）
○民生児童委員協議会連合会　　　　　　

250,000 円

松江市共同募金委員会
□　皆様からお寄せいただきました共同募金は、翌年度に様々な社会福祉事業の財源として使われます。
□　報告書１ページに記載した共同募金総額とこのページの総額が異なるのは、募金年度が異なるためです

〠690－0852　松江市千鳥町 70 番地
電　話  ０８５２－２１－５７７３　 FAX  ０８５２－２１－５３７７
メール  akaihane@shakyou-matsue.jp

地域福祉活動推進事業（公募事業）助成先
令和元年度事業

団　体　名 事　業　名

1
特定非営利活動法人
まごころサービス
松江センター

市民電話相談

2 特定非営利活動法人福祉ネットだんだんネ
松江市内の障がい者就労支援事業所に
関する情報発信事業

3 やすらぎ喫茶ボランティアの会 「やすらぎ喫茶」ボランティア

4 特定非営利活動法人おやこ劇場松江センター
第 33 回 地域子どもフェスティバル 
人形劇「やもじろうとはりきち」

5 特定非営利活動法人プロジェクトゆうあい
障がい児のための音楽ワークショップ 

「たのしい楽団」の開催・運営

6 玉造福祉会 玉造地区福祉事業（児童福祉・高齢者
福祉・障がい者福祉）

7 健康忌部 21推進隊 健康フェスティバル in いんべ 2019 

8 八雲ゆう人会 八雲ゆう游こいのぼり

9 本郷地区福祉会 福祉と健康の里「拝志郷」

10 だんだんパソコン倶楽部 子どもの学習ひろば作り

11 布志名福祉会 布志名地区 地域福祉活動

12 鹿島地区福祉推進員会
“いいねっ！かしま”実感プロジェク
ト 『チリンとドロンのコンサート ～
子どもも大人も楽しめるひと時を～』

13 湯町福祉会 町内児童・就労支援施設利用者様との
交流会事業

14 松江おもちゃの病院 木材加工体験＆電子回路動作勉強会

15 しまね四季の学び舎 松江地区キッズ・ダイバーシティ・キャ
ンプⅡ

16 すまいりーねっと
いじめや不登校、引きこもりの子ども
や若者の居場所 ～ここから始まるみ
んなのお家～

17 いけずご王国 子どもを育てる大人のワークショップ 
及び野外活動のための小屋掛け事業


