
地区名

茂原地区 1,301,650 円 441,690 円 5,891 世帯

高師地区 535,050 円 143,400 円 1,710 世帯

東郷地区 790,900 円 284,000 円 2,971 世帯

豊田地区 511,300 円 173,640 円 1,752 世帯

二宮地区 264,400 円 127,400 円 2,044 世帯

五郷地区 679,600 円 239,150 円 2,694 世帯

鶴枝地区 509,250 円 205,500 円 2,555 世帯

本納地区 202,000 円 98,700 円 1,246 世帯

新治地区 123,100 円 44,100 円 379 世帯

豊岡地区 159,500 円 90,300 円 1,283 世帯

合 計 5,076,750 円 1,847,880 円 22,525 世帯

令和３年度　戸別募金

赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
（参考）
世帯数



赤い羽根共同募金協力団体 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 東郷ボランティア会 東郷ボランティア会

8 中の島ボランティア会 中の島ボランティア会

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 つつじの会 つつじの会

18 家庭倫理の会東金市茂原支部 茂原市更生保護女性会

19 茂原高校ＪＲＣ委員会 ボーイスカウト茂原第２団

20 茂原樟陽高校インターアクト部 茂原市仏教会

21 茂原高校ＪＲＣ委員会

22 茂原樟陽高校インターアクト部

合計 20団体 / 107名 / 185,098円 22団体 / 159名 / 391,376円

　■街頭募金実施場所

令和３年度　街頭募金協力団体

茂原ショッピングプラザアスモ／せんどう茂原店／ベイシア茂原店／昌平町商店街／
茂原郵便局／旬の里ねぎぼうず



（順不同・敬称略）

秋場歯科医院 ケアセンター みやもと 星野薬舗

網元 ㈱合同資源 千葉事業所 牧野医院

育生医院 コンドル産業㈱ 三井化学㈱ 茂原分工場

石井歯科医院 斉藤肉店 みづほ

市原薬局 三枝医院 みどりケ丘薬局

まごころ食堂 作永産婦人科 緑川組㈱

伊藤洋品店 佐藤江沢耳鼻咽喉科 宮本内科医院

今井眼科医院 ファミリーマート茂原町保店 モデン工業㈱

鵜澤医院 志鎌医院 茂原神経科病院

鵜沢外科内科クリニック 島崎歯科医院 茂原中央病院

大阪屋呉服店 清水三郎医院 山倉歯科医院

大多喜ガス㈱ 白鳥製パン㈱ 山田歯科医院

大塚内科 菅原病院 大和屋食堂

岡沢百貨店 杉木鉄工㈱ 山之内病院

トーヨーカラー㈱ 茂原工場 杉田耳鼻咽喉科医院 鎗田整形外科医院

㈱岡田建設 鈴木医院 ㈲朝倉板金所

㈱上総ボーリング 鈴木神経科病院 ㈲オカザキヤ

㈱三枝組 すだ内科医院 ㈲篠崎為治商店

㈱サンアイク 成美学園 ㈱吉田記念

㈱鈴木組 太陽機建㈱ ㈲茂原自動車教習所

㈱セントラルサーベイ 妙中鉱業㈱ ㈲茂原ツインサーキット

㈱茶太閤　白井 武田屋旅館 ㈲山本薬局

㈱東洋ビューティサプライ 玉寿司 横堀造花店㈲

㈱永瀬商店 千葉石油㈱ 吉田医院

㈱日本クロス圧延 千葉トヨペット㈱ 茂原営業所 わだ内科クリニック

㈱ハヤシ ㈱千葉マツダ 茂原店 河野小児科・歯科医院

㈱藤田製作所 銚子信用金庫茂原支店 大木医院

㈱房給 長生郡市再生資源協同組合 いいお動物病院

㈱豊文堂 長生農業協同組合 石川歯科医院

㈱マックス 常泉鉄工㈱ 三和電気㈱

㈱紋七 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ ほほえみ 特定非営利活動法人カレンズ

㈱ヨシモク ㈱東成社 ㈱白井園

勝山歯科医院 中村商店 ㈱ミヤモ設計

金坂歯科医院 永吉の眼科 シスイ自動車

金城組㈱ 名倉歯科医院

川崎歯科医院 二幸総本店

㈱関電工　茂原営業所 日伸建設㈱

関東天然瓦斯開発㈱ 日本鉱発㈱

鬼島歯科医院 深谷薬局

君塚病院 冨士機械㈱

国藤靴店 双葉電子工業㈱ 116社　826,000円

令和３年度　法人募金協力店舗企業

協　力　店　舗　企　業　名



茂原小学校 二宮小学校 本納中学校

東部小学校 本納小学校 長生高等学校

西小学校 新治小学校 長生高等学校(定時制）

萩原小学校 豊岡小学校 茂原高等学校

五郷小学校 茂原中学校 茂原樟陽高等学校

鶴枝小学校 冨士見中学校 茂原北陵高等学校

中の島小学校 東中学校

東郷小学校 南中学校

豊田小学校 早野中学校 合計　24校　255,249円

沢井製薬㈱関東工場従業員 ＪＰ労働組合 茂原市役所係長会

ジャパンディスプレイ労働組合茂原支部 関東天然瓦斯開発労働組合 茂原市役所職員

合同資源労働組合 千葉県教職員組合長生支部 社会福祉協議会職員

中央労働金庫茂原支部 長生郡市広域市町村圏組合

東京電力労働組合千葉総支部木更津支部 合計　12団体　109,105円

赤い羽根共同募金協力者 歳末たすけあい募金協力者

本間　満壽子 白土　次男

大野　秀隆

渡辺　哲弘

合計　21,100円 合計　5,000円

房総信用組合 民生委員児童委員 バッグ・クリアファイル等その他グッズ

鈴木神経科病院 茂原市立小中学校教員 20,400円

㈱マックス 長生郡市広域市町村圏組合職員

㈱コージー本舗茂原工場 茂原市役所職員

高師保育園 社会福祉協議会職員等

東茂原保育園 その他個人等

実恵園

真名実恵園

（株）さくら印刷

カード募金合計　457,422円 グッズ募金合計　477,822円

協力企業・施設・団体名

令和３年度　グッズ募金（図書カード・クオカード・バッジ他）

令和３年度　学校募金

学　校　名

令和３年度　職域募金

団　体　名

　　　　　　　令和３年度　個人募金



アップル茂原店 ワークマン茂原バイパス店 総合市民センター

まごころ食堂 小笹 二宮福祉センター

ラーメン一本やり ツルハドラッグ茂原店 豊田福祉センター

江戸前 ツルハドラッグ早野店 五郷福祉センター

三軒屋茂原店 ツルハドラッグ本納店 豊岡福祉センター

旬の里ねぎぼうず ツルハドラッグ茂原東部台店 東郷福祉センター

ベリーズカフェ 公立長生病院（売店）

スリーセブンニューみやこ 市役所

麺屋むげん 本納支所/本納公民館

ファミリーマート茂原町保店 中央公民館

不二家茂原下永吉店 鶴枝公民館

茂原郵便局 東部台文化会館

シューズヨシヤ茂原マーケットプレイス店 美術館・郷土資料館

らいもん茂原店 保健センター

レストランらみゅーず 図書館 合計　75,333円

合計　565,159円

赤い羽根共同募金

茂原高校書道選択生徒 双葉電子工業㈱双葉会 小出様他５名

小出様他５名 ボランティア菜の花会 楠本まき子他４名

楠本まき子他４名 五郷地区民生委員児童委員協議会 町保７組

町保７組 (有)伊藤家具店

合計　7,330円 合計　86,630円

募金箱設置店舗・施設

令和３年度　募金箱

令和３年度　その他

歳末たすけあい募金

令和３年度　まごころ募金

歳末たすけあい募金

茂原市長寿クラブ連合会


