
自治会地区名 世帯数 赤い羽根 内 期間外 達成率 歳末たすけあい 内 期間外 達成率

茂原地区 6,072 1,512,880 10,200 49.8 471,540 0 77.7

高師地区 1,839 607,500 65,000 66.1 179,000 16,500 97.3

東郷地区 3,560 1,301,420 28,600 73.1 332,400 2,800 93.4

豊田地区 1,942 589,970 200 60.8 195,080 1,000 100.5

二宮地区 2,069 481,500 70,000 46.5 281,000 73,500 135.8

五郷地区 3,292 1,133,580 0 68.9 289,000 0 87.8

鶴枝地区 2,797 830,500 0 59.4 203,500 0 72.8

本納地区 1,469 300,650 0 40.9 128,700 0 87.6

新治地区 468 168,100 0 71.8 56,100 0 119.9

豊岡地区 1,447 324,800 16,500 44.9 145,100 16,500 100.3

合 計 24,955 7,250,900 190,500 58.1 2,281,420 110,300 91.4

　※「内 期間外」は、平成２２年度募金受付期間終了後にご協力頂いたため、２３年度実績

　　になった募金額です。

戸別募金協力自治会



［順不同・敬称略］

赤い羽根募金協力団体 歳末たすけあい募金協力団体

1 東部ボランティア会 東部ボランティア会

2 中央ボランティア会 中央ボランティア会

3 西部ボランティア会 西部ボランティア会

4 北部ボランティア会 北部ボランティア会

5 五郷ボランティア会 五郷ボランティア会

6 鶴枝ボランティア会 鶴枝ボランティア会

7 中の島ボランティア会 中の島ボランティア会

8 東郷ボランティア会 東郷ボランティア会

9 豊田ボランティア会 豊田ボランティア会

10 二宮ボランティア会 二宮ボランティア会

11 本納ボランティア会 本納ボランティア会

12 新治ボランティア会 新治ボランティア会

13 豊岡ボランティア会 豊岡ボランティア会

14 茂原ボランティア会 茂原ボランティア会

15 六点会 六点会

16 みずすまし会 みずすまし会

17 KOKOKARA会 つつじの会

18 茂原市更生保護女性会 茂原市更生保護女性会

19 つつじの会 茂原市仏教会

20 ボーイスカウト茂原第２団 家庭倫理の会東金市茂原支部

21 みよし会 茂原聖マリア幼稚園

合計 21団体21団体21団体21団体　130　130　130　130名名名名　　　　２８７２８７２８７２８７，，，，８０８８０８８０８８０８円円円円 21団体21団体21団体21団体　163　163　163　163名名名名　　　　４３２４３２４３２４３２，，，，４３６４３６４３６４３６円円円円

街頭募金協力団体



［順不同・敬称略］

秋場歯科医院 国藤靴店 太陽機建㈱ ㈱房給

㈲朝倉板金所 黒船菓子店 妙中鉱業㈱ ㈱豊文堂

アサヒヤ㈱ ケアセンターみやもと 竹内医院 横堀造花店㈲

あづまタクシー 京葉化工機㈱ 武田屋旅館 星野薬舗

網元 合同資源産業㈱ 千葉事業所 玉寿司 牧野医院

いいお動物病院 ㈲河野写真館 田村歯科医院 ㈱マックス

育生医院 河野小児科・歯科医院 千葉石油㈱ 松本書店

石井歯科医院 コンドル産業㈱ 千葉トヨペット㈱茂原営業所 三井化学㈱茂原分工場

石川歯科医院 斎藤肉店 千葉マツダ自動車㈱茂原営業所 ㈱みづさわや豆腐店

㈲一茂 三枝医院 ㈱茶太閤白井 みづほ

市原薬局 ㈱三枝組 長生内科神経内科医院 三和電気㈱

一心亭 作永産婦人科 長生農業協同組合 みどりケ丘薬局

伊藤洋品店 さつき園 土屋体育堂㈱ 緑川組㈱

今井眼科医院 佐藤江沢耳鼻咽喉科 常泉鉄工㈱ 宮本歯科医院

鵜澤医院 佐藤商店 東芝コンポ－ネンツ㈱ 宮本内科医院

鵜沢外科内科クリニック ㈱サンアイク 東成社㈱　茂原工場 メンズショップ春日

越後屋 サン工業㈱ 東日観光㈱　茂原支店 モデン工業㈱

及川歯科医院 ㈱シーケル 土橋商店㈱ ㈲茂原自動車教習所

大木医院 志鎌医院 土橋薬局 茂原神経科病院

大阪屋呉服店 宍倉病院 中島化学工業㈱ 茂原中央病院

大多喜ガス㈱ ㈲篠崎為治商店 ㈱永瀬商店 ㈲茂原ツインサーキット

㈱大谷商店 島崎歯科医院 中村商店 ㈲茂原ハリカ

大塚内科 清水三郎医院 永吉の眼科 ㈱紋七

岡沢百貨店 ㈲ジャパンテクノメタルス 名倉歯科病院 山倉歯科医院

㈲オカザキヤ ㈱正電社 南総通運㈱　茂原支店 山田歯科医院

㈱岡田建設 白井園本町店 二幸総本店 大和屋食堂

オリエンタル化成㈱茂原工場 白鳥製パン㈱ にしざわ内科 大和屋旅館

㈱カザト 甚兵衛 日伸建設㈱ 山之内病院

㈱上総ボーリング 菅原病院 ㈱日本クロス圧延 ㈲山本薬局

片岡製綿所 杉木鉄工㈱ 日本鉱発㈱ 鎗田整形外科医院

勝山歯科医院 杉田耳鼻咽喉科医院 ㈱ハヤシ 吉田医院

かつら寿司 鈴木医院 ㈱日立ディスプレイズ 吉田歯科医院

金坂歯科医院 ㈱鈴木組 ㈱日立物流　茂原営業所 ㈱ヨシモク

金城組㈱ 鈴木神経科病院 深谷薬局 ㈱ライフ

川崎歯科医院 ㈲寿々木家 冨士機械㈱ ㈱ライフランド プラザヘイアン茂原

㈱関電工 茂原営業所 須田医院 ㈱藤田製作所 わだ内科クリニック

関東天然瓦斯開発㈱ スタジオ ストーリア 双葉電子工業㈱

鬼島歯科医院 成美学園 ㈲筆屋ふとん店 合計合計合計合計　　　　１５３１５３１５３１５３社社社社

君塚病院 ㈱セントラルサーベイ 喫茶 フルフル ９４３９４３９４３９４３，，，，５００５００５００５００円円円円

法人募金協力企業店舗

協　力　企　業　・　店　舗　名



［順不同・敬称略］

茂原小学校 二宮小学校 早野中学校

東部小学校 緑ヶ丘小学校 西陵中学校

西小学校 本納小学校 本納中学校

萩原小学校 新治小学校 長生高等学校

五郷小学校 豊岡小学校 長生高等学校(定時制）

鶴枝小学校 茂原中学校 茂原高等学校

中の島小学校 冨士見中学校 茂原樟陽高等学校

東郷小学校 東中学校 茂原北陵高等学校

豊田小学校 南中学校 合計 26校 合計 26校 合計 26校 合計 26校 ４４２４４２４４２４４２，，，，０３３０３３０３３０３３円円円円

［順不同・敬称略］

沢井製薬㈱関東工場従業員 ＪＰ労組組合 合同資源産業労働組合

長生郡市広域市町村圏組合 千葉県教職員組合長生支部 東京電力労働組合千葉総支部木更津支部

イオンリテール㈱茂原店従業員 中央労働金庫茂原支店従業員 関東天然瓦斯開発労働組合

市役所・社会福祉協議会 東芝コンポーネンツ労働組合 三井化学労働組合千葉支部茂原地区

茂原市役所係長会 日立ディスプレイズ労働組合 合計14団体 合計14団体 合計14団体 合計14団体 １４４１４４１４４１４４，，，，６６３６６３６６３６６３円円円円

［順不同・敬称略］

赤い羽根募金協力者

栗山　房子 岩名地　良弘 匿名　4件

足立　公代 増田　忠之

合計合計合計合計　　　　３０３０３０３０，，，，００００００００００００円円円円 入沢　栄 合計合計合計合計　　　　３２３２３２３２，，，，４５２４５２４５２４５２円円円円

［順不同・敬称略］

茂原神経科病院従業員 鈴木神経科病院従業員 北部地区民生委員児童委員

NTT東日本‐千葉従業員 房総信用組合従業員 五郷地区民生委員児童委員

銚子信用金庫従業員 茂原市シルバー人材センター職員 二宮地区民生委員児童委員

明治安田生命保険従業員 さくら印刷従業員 本納地区民生委員児童委員

AIGスター生命保険従業員 あいおい損保保険従業員 長生郡市広域市町村圏組合職員

マックス従業員 富士ゼロックス千葉従業員 茂原市役所職員

長生地域生活支援センターブリオ職員 個人　２名 社会福祉協議会職員

金坂青果市場従業員 中央地区民生委員児童委員協議会 合計合計合計合計　　　　４４１４４１４４１４４１，，，，４４０４４０４４０４４０円円円円

グッズ募金（クオ･図書カード、バッジ）

協力企業・施設・団体名

学校募金協力校

学　校　名

職域募金協力団体

団　体　名

個人募金協力者

歳末たすけあい募金協力者



［順不同・敬称略］

一心亭 旬の里 ねぎぼうず 茂原市役所

江戸前 佐藤商店 中央公民館

おおくら 三軒屋茂原店 図書館

オランダ家茂原公園前店 ㈲一本やり 鶴枝公民館

㈱ヨシヤ 麺処　道 美術館・郷土資料館

公立長生病院（売店） 一徹　茂原店 保健センター

土屋カーコーナー らいもん　茂原店 市民体育館

不二家 茂原下永吉店 麺屋　風’ｓ 市役所本納支所

ベリーズカフェ 味噌屋　八玄 本納公民館

ポポラーレ イオン茂原店 東部台文化会館

レストラン　ジグザグ 生涯大学校外房学園 駅前学習プラザ

レストラン　らみゅーず 茂原市産業まつり（イベント）総合市民センター・社協事務局

緑ヶ丘コミュニティセンター 大多喜ガス ガス展（イベント）二宮福祉センター

茂原シネマサンシャイン 長生農業協同組合(茂原支所) 豊田福祉センター

㈲茂原ツインサーキット 長生農業協同組合(東郷支所) 五郷福祉センター

ワークマン茂原バイパス店 長生農業協同組合(鶴枝支所) 豊岡福祉センター

㈱アップル茂原店 長生農業協同組合(本納支所) 東郷福祉センター

７７７ニューみやこ 茂原郵便局 合計合計合計合計　　　　１２７１２７１２７１２７，，，，７１７７１７７１７７１７円円円円

［順不同・敬称略］

赤い羽根募金

ペプシ・コーラ 千葉県立樟陽高等学校 茂原市長寿クラブ連合会

本納地区民生委員児童委員協議会 菜の花会 生涯大学　一笑の会

双葉電子工業㈱双葉会 ガールスカウト第89団

五郷地区民生委員児童委員協議会

合計合計合計合計　　　　１１１１，，，，２０１２０１２０１２０１円円円円 パッチワークキルト教室 合計合計合計合計　　　　１１１１，，，，０４７０４７０４７０４７，，，，４０７４０７４０７４０７円円円円

募金箱設置協力店舗

募金箱設置店舗・施設

その他募金

歳末たすけあい募金

ごごごご協力頂協力頂協力頂協力頂いたいたいたいた皆皆皆皆さまさまさまさま　　　　ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。


