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全国一斉に10月1日から12月31日までの3か月間に行われた赤い羽根共同募金運動は、
みなさまのご協力により、坂東市共同募金委員会に10,134,455円の募金が寄せられました。
みなさまの温かい心が込められた募金は、茨城県共同募金会へ送金され、そのうちの約8割が
坂東市に、残りの約2割が茨城県内の福祉施設に助成されます。
助成金は、お年寄りや体の不自由な方、子どもたちなどのために役立てられます。また、地域

で安心して暮らすための福祉のまちづくりの活動等に役立てられています。
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令和２年度　共同募金運動報告

令和２年度　歳末たすけあい募金使途報告

ご協力ありがとうございました
　令和２年度赤い羽根共同募金運動に、多くの方々から多大なご協力をいただき、
誠にありがとうございました。お陰様をもちまして10,134,455円の募金が集まりました。
　戸別募金をはじめ法人募金や学校募金など、ご協力いただきましたみなさま方に心より厚くお礼申し上げます。
　みなさまから寄せられました募金は、私たちのまちで支援を必要としている人たちに、また、さまざまな地域福祉活動に	
役立てられます。
　共同募金は、みなさまの自主的なご協力により運動が展開されています。今後もご理解とご協力を賜りますよう、お願い	
申し上げます。
	 《坂東市共同募金委員会募金実績報告》	 （単位：円）

一 般 募 金 歳末たすけあい募金
戸 別 募 金
法 人 募 金
個 人 募 金
職 域 募 金
団 体 募 金
学 校 募 金
そ の 他 募 金

4 , 9 6 3 , 6 0 0
2 , 8 1 5 , 0 0 0
243 , 0 0 6
1 2 , 9 4 0
2 85 , 6 2 5
3 32 , 9 2 2
6 6 , 4 2 3

戸 別 募 金

法 人 募 金

個 人 募 金

団 体 募 金

1 , 2 3 9 , 6 0 0

5 0 , 0 0 0

2 9 , 6 6 3

9 5 , 6 7 6

計 8 , 7 1 9 , 5 1 6 計 1 , 4 1 4 , 9 3 9
合　　計 1 0 , 1 3 4 , 4 5 5

税制上の優遇措置　共同募金会への寄附には、税制上の優遇措置があります！
 共同募金会は、税制上、寄附に対する『優遇措置の対象団体』になっています。
対　象 個　人 法　人

対象寄付金額 2,000円以上（1年間の寄附金の総額） 年間を通しての寄附金額

優遇税制 所得税 個人住民税 法人税

控除内容

下記のどちらかを選択
税額控除 全額損金算入

所得控除 税額控除
下記の金額を課税対象と
なる所得の金額から控除

寄附金額（年間所得の
40%が限度）－2,000円
＝所得控除額

下記の金額を所得税額か
ら控除
{寄附金額（年間所得の40
％が 限 度 ）-2,000円}×
40％＝税額控除額
※所得税額の25%を限度
とする

下記の金額を住民税額
から控除

{寄附金額（年間所得の
30%が限度）－2,000
円}×10%＝税額控除

法人の課税対象となる所得
から、支出した寄附金の全
額を控除

 ■お問合せ先　社会福祉法人　茨城県共同募金会　TEL029-241-1037

歳末たすけあい募金は、歳末期に実施される福祉活動を展開するための財源です。坂東市社会福祉
協議会で実施された、歳末支援事業・ボランティア活動推進事業等へ助成されました。

	 （単位：円）
主な実施事業 配分金額 主な実施事業 配分金額

愛のバス送迎サービス事業 199,293 災害時対応体制推進事業 474,522
社協だより発行及び広報活動 261,976 歳末支援事業 156,000
ボランティア活動推進 203,148 歳末期見守り支援事業 120,000

合　　　　計 1 , 4 1 4 , 9 3 9



（3）

令和２年度　一般募金寄付者報告
（敬称略・順不同）

3 0 , 0 0 0 円 海老原医院

2 0 , 0 0 0 円 岩井自動車学校 妙音寺 ニコー工業㈱

1 1 , 3 8 6 円 匿名１件

1 0 , 0 0 0 円
石塚　重夫 木根淵外科胃腸科病院 ㈲滝本工業 ㈲ネモト
市川　陽一 ㈱のぐち ㈱安栄自動車工業 関谷モータース
鈴木　功 ㈱俊光建設 ㈲吉田自動車工業 ㈱ヤマニ商会
逆井　光雄 ㈱ K －ロジテック ㈲アンザワ ㈱茨大
染谷　公久 ㈱石塚社 ㈲八王子安澤畜産 ㈲沼尻商店
染谷　林 ㈱三和部品 ㈲八王子中村物産 ㈲金久保石油
神坂　守男 幸上建工㈱ 長谷寺 エス・エス・アルミ㈱
野口　健一 小林建設㈱ 芝電機㈱茨城工場 ㈲東武興業
小林　弘 篠塚建設㈱ ㈲産直ポーク山庄 逆井土建㈲
鈴木　昇 ㈲新屋商事 ㈲飯泉工業 ㈱菊田工業
野口　久雄 ㈱コバックス ㈲三本木建材 ㈱豊和建設
飯田　恵一 トップ化成㈱ ㈲風見設備 ㈱朝日建設
㈱アイネクスト ＪＡ東京養豚 ㈲間中水道 ㈱三和食品
㈱つくばサービスネット ㈲都路のたまご ㈲風見ファーム ㈲倉持商運
金森メタル㈱ ㈲鈴木ゴム工業所 ㈲倉持運輸 ㈲石本工業
石塚重機㈱ 延命院 ㈱岡野商店 ㈱幸上土木
㈱石塚建設 ㈱セーブ神田山調剤薬局坂東 ㈲神坂建設 ㈲鶴巻鉄工建設
㈱イトーキ東光製作所 戸塚運送㈱ ㈲鈴木重機 らーめん　やち
㈱岩井中央青果 神大実中央歯科医院 ㈲ Y ショップ　後藤酒店 ㈲鶴巻石油
㈱森角ダイカスト 前山倉庫㈱ ウイル美容室 ㈲稲毛田商事
キャリーシステム㈱ 妙音寺布袋尊 ㈲倉持電機 ㈱金子製作所
メモリアルホールわたらせ岩井店 ヨコハリ㈱ ㈲間中モータース 稲毛田エンジニアリング㈱
吉原内科 ㈲石塚商店 ㈲西山商店 ㈱伸成鋼業所
㈱筑波銀行岩井支店 ㈲進栄 飯田モータース ㈲山村運輸
小林歯科医院 ㈱石塚自動車工業所 古谷建設㈱ ヤマイチ運輸㈱
ＪＡ岩井 ㈱渡辺建材店 鈴木機械店 ㈱中山化成
㈱常陽銀行岩井支店 ㈱荒川組 ㈲飯田さく泉ポンプ店 ㈱カノヤ
坂東市商工会 大利根カントリークラブ ㈱明光運輸 野口工業㈲
石塚医院 特殊車輌㈱ ㈱ホリテック 若草明徳幼稚園
高声寺 ㈲大久保醤油店 ㈲野本自動車工業 ㈱エムフーズ
㈱すぎのや 鈴木段ボール工業㈱ ㈲真中重機土木 さいとう種苗㈱
将門煎餅本舗 常陽サービス産業㈱ 吹上歯科医院 ホスピタル坂東
京月亭 ㈲協立メタルワーク ㈱育峯紙業 猿島運送㈱
㈲秋元石材店 武井鉄工建設㈱ ㈲三村設備 岩本医院
㈲木村石材 染谷林業 ㈱クラモチ化成 ㈲張替モータース
高橋医院 共栄建材工業㈱ 真宗大谷派　妙安寺 MAO デンタルクリニック
河村医院 長寿の里 アサヒセイレン㈱ 書道活法会
㈲フルツカ不動産 ㈱マナカ商事 慈徳山万蔵院 セブンイレブン茨城沓掛店
八坂神社 ㈱渡辺保険事務所 ニッキ㈱猿島工場 匿名５件
税理士法人　紫峰会　岩淵事務所 ハートフル広侖 野村産業㈱
松栄電設㈱ 地蔵院 アオキ種苗店
㈲創作和菓子すずき 横清運輸㈲ ㈱スズモク
いのもと整形外科 観音寺 生子青果市場㈱
西念寺 永進運輸㈱ ㈲サトウ商会
ファミリーコインランドリー坂東店　沓掛店 アドヴァンロジスティクス㈱ ㈲中村組
らーめん　すすきの マルヒロ㈱ ㈱大進製作所
野口不動産 井桁金網㈱ ㈱ SKファッション
日東電線工業㈱ ㈲日東測量 ㈱ネモトカンパニー

5 , 1 2 0 円 匿名１件
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（敬称略・順不同）
5 , 0 0 0 円
中村　忠雄 ㈱ビューティーいいだ ハトミ運輸㈲ 森建築設計事務所
中村　茂 あらき園 松崎医院 ㈱山広建設
山﨑　修 ㈲岩井安田保険企画 ㈱ TKK おおくら歯科医院
前島　一男 あらき家 和興フィルタテクノロジー㈱ 末廣坂東店
倉持　佐吉 リフォメックスナカヤマ㈲ 斉藤自動車 関西金網㈱
倉持　幸夫 かしわ家 西光寺　 ㈱ファミリー食品
木村　英男 ㈲長須屋商店 ㈱岩井造園土木 木村工務店
森　正明 うちだペットクリニック ㈲堀井板金工業 ㈱いたがき
小谷野　伊一 江口自動車整備工場 ㈲渡辺吹付塗装 ㈲三和設備工業
木村　明雄 ばんどうアニマルクリニック ㈲サンキョー 片倉印刷工業㈱
猿島郵便局長 髙野歯科医院 サミオハウス工業㈱ ㈱丸昌
和田　孝子 柿沼利明税理士事務所 ㈱ナガツマ観光バス ㈲小林製缶
横川　一貴 真中歯科医院 ファミリーレストラン大利根㈲ ㈲猿島水耕
張替　義弘 岩崎電気 ㈱アイエフディ ㈲板垣造園
第一オイルシール工業㈱ ハリカ岩井店 ㈱中村組 ㈱島田錻力店
旅館　あづま 中山観光自動車㈱ 清雄寺岩井別院　高橋マツ子 ㈲猿島ガーデン
レンゴーロジスティクス㈱ 結城信用金庫　岩井支店 ともえや 金久保鉄工㈱
㈲風見製作所 茨城県信用組合　岩井支店 ㈲小泉木村石材店 ㈲清和シェルモールド
㈲塚原運送店 ㈲イシカワスポーツ 阪東容器㈱ ㈲前沢商店
㈲亀屋 ㈲参考堂 ㈲木下製本所 のぐちや
いしつか薬局 中山花園 中華麺　しゃお 鈴テック㈱
大久保タクシー㈲ ㈱染谷家具 倉持肥料店 ㈲富士自動車
㈱鎌倉屋 ㈱タキモト ㈲保土田商店 一寿司
㈱染谷自動車 ㈲中山造園土木 ㈲武井製材所 ㈲光陽堂
㈲風見林業 のぐち接骨院 ㈲協同化学工業所 ㈲西部建設工業
㈲相沢商店 坂東ゴルフクラブ ㈱加藤製作所 ㈲真島工務店
喜久屋 南総ディーゼル販売㈱ ㈲冨祥工務店 のぐち園本店
真中接骨院 ㈲ティー・エム・ケー ㈲冨山ファーム 野口電設
仁平歯科医院 ㈱ビルド ㈱田村建設 稲毛田刃物工業㈱
㈲四ツ六庵 石塚包装㈲ 東京フード㈱ ㈲トリマサ
㈲丸力土木建材興業 宝建設工業㈲ 県西塗装工業 荒井精機㈲
㈱スガヌマ薬局 和弘食品㈱ ㈲飯塚電業 ローソン坂東沓掛店　㈱染谷商事
㈲トーヨコ文具センター 岩井自動車整備センター 茂呂電気工事 岩本歯科医院
㈱イシカワ ㈲岡田鉄工所 倉持建設工業㈱ 西○
石川眼科クリニック ㈲後藤印刷 鈴木園芸 つむぎ薬局㈱メディカルキャビネット
石塚建材店 ㈲菊地煎餅店 滝本運送㈲ 天神
㈱カタノ電気 ＳＳサイトウ自動車 金吉運輸㈲ ㈲山崎電設
松原眼科 ガレージオカダ 滝の屋 中山自動車
加藤歯科医院 ㈱エム・エム・イー 日下部運輸㈲ ㈲いなりや
㈱染谷組 ㈲アグリ山﨑 ㈲ヤマト後藤商店 ㈲サシマ建設
フラワージン ㈲和幸事務機 ㈱大利根ゴム 巴屋
㈲山口佛具店 吉田化学工業㈱ ㈲丸木屋 ㈲金太楼
㈲もとはし薬局 ㈲海老原鉄工所 ㈲飯田燃料店 ㈱カシワテック
㈱アラキ 日の美屋工業 並木屋商店 沓掛歯科医院
松本屋商店 飯田整体施術院 ㈲ハトリデザイン 匿名４件

3 , 0 0 0 円
中島　英世 仏壇の小林 ㈲台製作所 ㈲張替建具店
久保新 ㈱イワイドライブサービス ㈲海老原銘木 シマムラ
㈲キタムラ 八百藤商店 羽富自動車 飯村水道
古谷醤油酒店 白鳥歯科クリニック 総合衣料　戸塚 ㈲斉藤石材店
あけぼの洋装店 麺` S クラブ ㈲堀越設備 生文社印刷㈱
読売新聞店 ㈱タカダ 渡辺酒店 石橋園製茶工場
大利根接骨院 ㈲藤野鉄筋工業 ㈲落合修平商店 ㈲𠮷田石油店
わんわんバーバー 山﨑商店 白井石油㈱ ㈲入江工務店
㈲ナカシン 加藤建設 ㈲高橋電機商会 匿名４件
岩井交通㈲ 吉岡建築 ヤマト包装㈲
軽部商店 ㈱スクリーン設備 リカーズ・ナオイ
常磐印刷㈱ 協栄住建 ㈲エヌエープレス
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（敬称略・順不同）
団体募金 寄付額（円）
坂東市シニアクラブ連合会 ２３９，４００
坂東市職員共済会 ４６，２２５

職域募金 寄付額（円）
坂東市商工会 ３，３５０ 
社会福祉協議会 シルバー人材センター 職員一同 ９，５９０

その他募金 寄付額（円）
坂東市役所庁議メンバー １４，０００ 
㈱すぎのや県内店舗募金箱設置分 １３，７７７ 
飯島ゴルフ同好会 １２，２３０ 
筑波銀行岩井支店窓口 １０，９６０ 
酒のごとうお客様一同 ４，２２７ 
ウエルシア薬局坂東岩井本町店 ３，６８０ 
坂東市社会福祉協議会窓口（本所） ６，５４１ 
坂東市社会福祉協議会窓口（支所） １，００８ 

令和２年度　歳末たすけあい募金寄付者報告

寄付者名 寄付額（円）
一心観塾道場 １０，６７６ 
関西金網㈱ ５０，０００ 
平田　惠一郎 ４，６６３ 
キッコーマン労働組合　野田工場支部 ５，０００ 
きずなの会 ２５，０００ 
忍田　廣太 ２０，０００ 
岩井グラウンド・ゴルフ協会 ５５，０００ 
匿名（Ａ） ５，０００ 

令和2年７月豪雨災害義援金寄付者報告

寄付者名 寄付額（円）
さくら建設㈱ ２６，１８６ 
匿名（Ａ） １０，０００ 
匿名（Ｂ） ３，０００ 

寄付者名 寄付額（円）
木村クリニック ２，０００ 
メガネのモンシェル ２，０００ 
㈱小林ガラス ２，０００ 
マルヤ ２，０００ 
関根　喜一 １，５００
あら井寿司 １，０００ 
㈱ミヤケペトロール １，０００ 
横島精肉店 １，０００ 
仙田屋 １，０００ 
㈲丸岡 １，０００ 
飯田整骨院 １，０００ 
宮部茶店 １，０００ 
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みなさまより募金をお預かりしましたみなさまより募金をお預かりしました
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をお預かりしました。ご協力いただきました皆さまに、心よりお礼を申し上げます。
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とに同委員会が公正に配分を行います。

坂東市共同募金委員会坂東市共同募金委員会
令和２年度令和２年度

坂東市ではどんな募金活動をしたの？坂東市ではどんな募金活動をしたの？

戸別募金
坂東市の区長さんをはじめ、各
地区のご協力をいただき、各家
庭へ募金をお願いしました。今
年度も募金総額の五割以上を
占め、運動の柱となりました。

学校募金
社会福祉への理解と関心を深めて
いただくことを目的に福祉教育の
一環としてお願いする募金です。坂東
市内の学校のみなさまから募金のご協力
をいただきました。

法人・個人募金
民生委員さんのご協力をいただき、
企業や個人の方へ募金をお願い
しました。多くの企業や個人の
方のご協力をい
ただきました。

職域募金
企業の従業員の方に職場での
募金をお願いしました。

団体募金
地域で活動されているさまざまな団体の
みなさまから募金をいただきました。

窓口等設置の募金箱へのご協力ありがとうございます
店頭のレジ横や受付、イベント開催時などに赤い羽根共同募金の募金箱を設置いただいて
おります。ご協力いただいている企業・法人のみなさま（一部）をご紹介します。

●お問い合わせ先

茨城県共同募金会 坂東市共同募金委員会 〒306-0632　坂東市辺田 48番地
TEL：0297-35-4811　FAX：0297-36-2355

募金箱設置に
ご協力いただける企業
法人様は、お気軽に
お問い合わせください。
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◎広報紙発行【社協だより】

◎食の支援

 お預かりした募金は
茨城県共同募金会に送金します。

茨城県内で茨城県内で  

毎年、募金ボランティアさ
んの協力により、募金活動
を実施しています。

赤い羽根共同募金の流れ赤い羽根共同募金の流れ

良くするしくみ～助成・募金の効果！ 良くするしくみ～助成・募金の効果！ 

送 

金
送 

金
助 
成
助 
成

送金した募金は、総額の約２割が県内の福祉関係に助成され、
残りの約８割は「坂東市をよくするしくみ」として、坂東市の
福祉関係に助成されます。 

坂東市で坂東市で

約2割約2割

約8割約8割

◎坂東市に助成された募金は、地域の福祉活動などの費用として、役立てられています。

◎学生向けボランティア体験

ほかにも・・・
◎愛のバス送迎サービス事業
◎ひとり親家庭入学祝品贈呈事業
◎福祉機器貸出事業
など、各種福祉事業・団体へ助成され坂東
市のさまざまな福祉活動に活用されます。 


