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赤い羽根共同募金運動に

ご協力ありがとうございました！
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本年度の赤い羽根共同募金運動におきまして

伊豆市では

６,６１５,２３９円

の募金が集まりました。

募金のつかいみちは中面をご覧ください。

　募金をいただきました地域住民の皆さま、

募金のとりまとめにご協力いただきました区

長様、町内会長様をはじめ役員の皆さまご協

力ありがとうございました。

～この広報紙は皆様からいただいた共同募金により作られています～
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１０月１日から１２月３１日まで行われました赤い羽根共同募金運動に多くの方々からご協力をいただきま
してありがとうございました。内訳をご報告いたします。
※ご寄付いただいた募金は、全額静岡県共同募金会へ送金いたしました。この募金は、来年度の県下福祉施設、
ボランティア団体、伊豆市社会福祉協議会の事業費として助成されます。

修善寺地区
区町内会名 金　額 区町内会名 金 額
大　　沢 ¥22,200 田　　代 ¥23,100
堀　　切 ¥4,300 奥　　野 ¥2,100
山　　田 ¥11,900 駅　　前 ¥261,800
熊　　坂 ¥292,600 柏 久 保 ¥145,000
瓜 生 野 ¥83,300 古　　川 ¥27,000
横　　瀬 ¥60,200 年　　川 ¥51,800
大　　下 ¥26,000 大　　野 ¥86,100
半 経 寺 ¥70,000 ニュータウン ¥10,000 
下 神 戸 ¥14,100 藤 ヶ 平 ¥4,200 
中 神 戸 ¥70,000 富士見平 ¥15,000 
上 神 戸 ¥17,500 セザール ¥16,900 
小　　坂 ¥17,400 嵯峨自治会 ¥4,000 
弁 天 町 ¥9,500

牧
之
郷

緑ヶ丘 ¥31,000
小　　山 ¥49,700 芙蓉台 ¥19,500
南　　町 ¥18,200 馬場　宮町 ¥2,800
本　　町 ¥4,200 馬場　西組 ¥11,200
遊 覧 町 ¥8,800 馬場　東組 ¥10,500
桂　　町 ¥19,600 馬場　台組 ¥16,800
芝 山 台 ¥22,400 中峯上 ¥23,000 
中　　里 ¥45,000 中峯下 ¥24,500 
紙　　谷 ¥49,000 沖の原 ¥40,000 
北　　又 ¥32,200 峰 ¥25,500 
湯　　舟 ¥17,500 根岸 ¥22,400 
雇用促進 ¥5,000 田沢　上組 ¥11,200 
大　　平 ¥93,000 田沢　下組 ¥15,400 
本 立 野 ¥214,900 レジデンツァフェリーチェ ¥6,300 
小 立 野 ¥45,500 ウッディービュー ¥2,800 
日　　向 ¥47,500 伊豆森林組合 ¥9,800 
加　　殿 ¥121,800

中伊豆地区
区町内会名 金　額 区町内会名 金　額
地 蔵 堂 ¥33,500 関　　野 ¥35,700
原　　保 ¥76,300 元　　村 ¥70,700
菅　　引 ¥39,900 清　　水 ¥20,400
中 原 戸 ¥13,500 西 ¥30,000
戸 倉 野 ¥47,600 上 和 田 ¥32,900
姫 之 湯 ¥19,000 小　　川 ¥103,500
貴 僧 坊 ¥17,500 ニューライフ ¥28,400
筏　　場 ¥52,301 冷川持越 ¥19,600
梶　　山 ¥35,000 冷

　
川

向 ¥12,500
城 ¥81,900 堰 ¥28,300
八　　幡 ¥203,000 下尾野 ¥18,600
梅　　木 ¥58,800 徳

永
徳永南 ¥14,700

柳　　瀬 ¥25,700 徳永東 ¥18,900
宮　　上 ¥17,400 パールタウン自治会 ¥15,779
大 幡 野 ¥1,400 友だち村住まい手の会 ¥15,000
沢　　口 ¥9,100

天城湯ヶ島地区
区町内会名 金　額 区町内会名 金　額

宿 ¥50,000 田　　沢 ¥43,000
大　　滝 ¥25,500 矢　　熊 ¥21,000
茅　　野 ¥6,700 上 船 原 ¥68,500
長　　野 ¥19,000 下 船 原 ¥79,100
西　　平 ¥68,000 青 羽 根 ¥141,496
金　　山 ¥22,400 本 柿 木 ¥35,500
持　　越 ¥21,000 大平柿木 ¥81,200
市　　山 ¥81,000 松 ヶ 瀬 ¥6,600
門 野 原 ¥48,400 佐　　野 ¥61,900
吉　　奈 ¥21,501 雲　　金 ¥45,100
月 ヶ 瀬 ¥14,700

土肥地区
区町内会名 金　額 区町内会名 金　額

大　　薮 ¥107,100 入　　谷 ¥17,445
中　　浜 ¥69,100 小　　池 ¥24,000
平　　野 ¥20,000 松　　原 ¥19,000
屋　　形 ¥50,000 西　　浜 ¥30,800
金　　山 ¥19,600 上　　野 ¥15,500
馬　　場 ¥61,100 中　　島 ¥15,200
水　　口 ¥25,000 長　　藤 ¥8,000
中　　村 ¥33,000 大 久 保 ¥28,500
横　　瀬 ¥13,000 下　　村 ¥34,550
天　　金 ¥12,000 小下田中村 ¥17,800
新　　田 ¥24,100 大 木 山 ¥11,200
平　　石 ¥5,000 菅　　沼 ¥20,300
市営住宅 ¥5,700 坂 の 上 ¥4,800
浜 ¥23,800 米　　崎 ¥10,500
黒　　根 ¥24,500 小　　峰 ¥10,500
出　　口 ¥10,000 藤　　沢 ¥12,600

戸別募金　5,355,172円

６,６１５,２３９円

赤い羽根共同募金に
多くの善意を
ありがとうございました。

戸別募金 法人募金79事業所 その他募金 街頭募金+ + +

募金
総額

募金をいただきました地域住民の皆さま、

募金のとりまとめにご協力いただきました

区長さま、町内会長さまをはじめ役員の

皆さまご協力ありがとうございました。
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募金にご協力いただいた事業所
（順不同）

中伊豆地区
保険の大野　様 中田屋 三枝忠司　様
㈲伊豆合金　様 今野医院　様
㈱ナカイズ　様 (宗)世界真光文明教団　様
大見管工　様 ㈲伊豆美屋わさび店　様
㈲こうの　様 ㈲小笠原建設　様
㈲小出商会　様 日本エスエルシー㈱中伊豆支所　様
ＪＡ伊豆の国八幡支店　様 佐藤建設　様
㈲杉山石油　様 ㈱旭新　伊豆平パールタウン管理事務所　様

募金にご協力いただいた学校・団体・個人の皆さま（順不同）
修善寺中学校　様 修善寺小学校　様 修善寺東小学校　様 修善寺南小学校　様
熊坂小学校　様 土肥中学校　様 土肥小学校　様 中伊豆中学校　様
中伊豆小学校　様 天城中学校　様 天城小学校　様 伊豆市修善寺地区民生委員児童委員協議会　様
伊豆市中伊豆地区民生委員児童委員協議会　様 伊豆市土肥地区民生委員児童委員協議会　様 伊豆市天城湯ヶ島地区民生委員児童委員協議会　様 交通安全協会修善寺分会　様
Kayaku 工房 Izu　様 たけのこ母さんの店　様 中伊豆立正会　様 伊豆遊技場組合　様
伊豆総合高校　様 修禅寺・宥和会　様 天城湯ヶ島地区ボランティア連絡協議会　様 杉本つね子　様
仁科幸子　様 石井はな江　様 静岡銀行土肥支店　様 静岡銀行修善寺支店　様

募金箱の設置にご協力いただいた店舗（順不同）
伊豆中央ケアセンター　様 静岡中央銀行修善寺支店　様 三島信用金庫　修善寺支店　様 スルガ銀行　修善寺支店　様
伊豆の国農業協同組合　駅前支店　様 伊豆の国農業協同組合　本立野支店　様 伊豆の国農業協同組合　熊坂支店　様 伊豆の国農業協同組合　温泉場支店　様
伊豆の国農業協同組合　土肥支店　様 伊豆の国農業協同組合　八木沢支店　様 伊豆の国農業協同組合　小下田支店　様 伊豆の国農業協同組合　狩野支店　様
伊豆の国農業協同組合　湯ヶ島支店　様 伊豆の国農業協同組合　八幡支店　様 伊豆の国農業協同組合　原保支店　様 農の駅　伊豆　様
修善寺郵便局　様 本立野郵便局　様 修善寺温泉郵便局　様 湯ヶ島郵便局　様
青羽根郵便局　様 原保郵便局　様 Y ショップ 盛田屋八木沢店　様 ファミリーマート　土肥金山店　様
サイクルスポーツセンター　様 修善寺虹の郷　様 湯の国会館　様 道の駅 ｢天城越え｣ ( 昭和の森会館 )　様
フレンドワークかざぐるま　様 湯の国会館　様 東京ラスク伊豆ファクトリー　様 NPO 法人えーる　様
マックスバリュ修善寺駅前店　様 マックスバリュ修善寺　様 マックスバリュ エクスプレス　天城湯ヶ島店　様 グリーンヒル土肥　様
伊豆市役所　様　（本庁・土肥支所・天城湯ヶ島支所・中伊豆支所・社会福祉課） ありがとう　様 伊豆市社会福祉協議会

募金箱の設置及び募金活動にご協力いただいたイベント（順不同）
伊豆市ペタンク大会 きのこ祭り 土肥山海フェア ふれあいフェスタ in 六仙
自立支援協議会　講演会 伊豆市社会福祉大会

その他募金　648,956円
街頭での募金にご協力いただいた店舗（順不同）

伊豆箱根鉄道㈱ 修善寺駅　様 マックスバリュ修善寺駅前店　様 マックスバリュ修善寺　様 マックスバリュ エクスプレス　天城湯ヶ島店　様
スーパーアオキ土肥店　様 スーパーカドイケ中伊豆店　様

街頭募金　58,311円

天城湯ヶ島地区
安藤わさび店　様 ㈲モリシマ工務店　様
植松リビング産業㈱　様 青羽根振興会　様
今井建設㈱　様 山田商会　様
㈱フジトク産業　様 本柿木下組振興会　様
㈲澤木建設　様 ㈲稲村工務店　様
上船原振興会　様 大平柿木報徳社　様
㈲鈴和製作所　様 松ヶ瀬振興会　様
㈲仲原商事　様 雲金振興会　様
㈱鈴木組　様 特別養護老人ホーム天城の杜　様

土肥地区
(宗)安楽寺　様 ㈲鈴木管工　様
伊豆工業㈱　様 (宗)清雲寺　様
㈲大川　様 ㈱髙島　様
㈲土肥環境整美　様 ㈲春山電気　様
青木興業㈱　様 土肥マリン観光㈱　様
伊豆土肥交通株式会社　様 手作りパンの店fine　様
㈲永岡工務店　様 ㈲さくら　様

伊豆市外
アサダ印刷㈱　様 大成有楽不動産㈱　様

チラシ協賛事業所
Hair Lounge Credo　様 FANTASISTA FOOD・DRINK&SPORTS　様

修善寺地区
㈱飯田工業　様 ㈲中豆製作所　様
日本競輪学校　様 中豆建設㈱　様
㈶日本ｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ　様 ㈲修善寺印刷所　様
㈲太田建設　様 ㈱古藤田商店　様
伊豆中央ケアセンター　様 ㈱モガワ　様
北狩野造園工務㈱　様 小野建設㈱　様
㈲伊藤金属総業　様 ネッツトヨタ静岡㈱修善寺店　様
㈲磯商事　様 ㈱グリーン土木　様
㈱寺山自動車　様 ㈲上田ゴム工業所上田タイヤ　様
㈲飯田わさび店　様 修善寺温泉旅館組合　様
㈱イズケン　様 修善寺銀行協会　様
㈲修善寺ダイハツ販売所　様 大伊豆産業㈱　様
㈲竹村電気工業所　様 ㈲ユーアイ企画設計　様
森観光ﾄﾗｽﾄ・ﾎﾃﾙｽﾞ&ﾘｿﾞｰﾂ（株）ﾎﾃﾙﾗﾌｫｰﾚ修善寺　様

法人募金79事業所　552,800円

3



　車イス車両の貸出しをします。運

転者がいない利用者には車両貸出+

ボランティア派遣を行ないます。

　福祉教育実践校事業、こども地

域体験事業、小・中学生福祉体験

など小中高生を対象に福祉への

関心を高めます。

ふれあいサロン

移送サービス事業

福祉教育事業

　各地区公民館等を会場に、子ども

からお年寄りまで、地域住民と参加

者が一緒になり月１回程度集まる場

を作ります。現在48地区で運営され

ています。

伊豆市での募金のつかいみち

6,６１５,２３９円平成２9年度共同募金総額

事務費
￥150,000

募金を集めるための

事務費

広域目標額
￥1,320,000

県下の施設・ボランティ

アへの助成・災害準備金

社会福祉協議会
事業費

共同募金助成希望額
￥5,145,239

伊豆市のために使われます
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　引きこもり防止と社会参加や仲間

づくりのため、１人暮らし高齢者を対

象に年に数回､会食会を実施します。

　ボランティアに関する情報提供。ボ

ランティア育成のための講座開催。若

い世代から福祉に関心を持つ為に地

域住民に対する福祉教育、災害に備え

た体制作りを実施します。

　概ね小学校区を単位として、現在、

市内13箇所に「地域のみんなで考え

みんなで行う地域福祉活動」を目指

して活動しております。

ふれあい食事サービス

広域目標額（県下の施設・ボランティアへ助成・災害準備金）　￥1,320,000

ボランティアセンター事業

地域福祉委員会設置事業

【伊豆市での事業例】

福祉施設の送迎車両

福祉施設の冷蔵庫整備

災

害等準備金

災害発生時、災害
ボランティアセン
ターの設置・運営

災害等準備金

使用する公民館の
トイレの改修・座椅
子整備等

ふれあいサロンへの助成
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高齢者サロン用低椅子をありがとう!!
サロンえきまえ
　この度、皆さまからいただいた共同募金で高齢者サロン用低椅
子を購入させていただきました。購入した低椅子をサロンで披露
すると、「赤い羽根は災害があった被災地で使われるだけでなく、
私たちのサロンにまで支援してくれるんだね。ありがとう！」とい

う声や「足腰が悪い私たちにはと
ても便利」などたくさんの感謝の声を聞けました。これからも地域の
輪を大きく、支え合っていきたいと思います
　ご寄付いただきました皆さまに感謝すると共に、 今後も多くの皆
さまに使用していただければと思います。
　本当にありがとうございました！

貸出用車イス車両をありがとう!!
伊豆市社会福祉協議会
　この度、皆さまからいただいた共同募金で貸出用車イス車両を
新しいものに更新させていただきました。　以前の車両は故障も
目立ち、貸出し用車両として不安を抱えておりましたが、今回の更

新で住民の皆さまに安心して使用していただけるものになりまし
た。こちらの車両は修善寺支所において移送サービス貸出車両とし
て配置されます。　

 　ご寄付いただきました皆さまに感謝すると共に、今後も多くの皆
さまに使用していただければと思います。
　本当にありがとうございました！

生まれ変わったトイレ
向クラブ
　高齢者や地域住民の楽しみの場所
をつくりたいという思いでふれあい
サロンを地域で立ち上げました。活

動の中で今までのトイレは和式で膝や腰の悪い高齢者は不安を抱え
ておりました。この度、共同募金の助成を受け、願いが叶い、洋式のト
イレに改修することができました。サロン参加者からは「これでゆっくりお茶会ができてうれしい」、
「安心して活動に参加できる」など、完成祝いの会での地域住民の喜びの声がたくさんありました。生
まれ変わったトイレで心強い地域のつながりがひとつ増えました。
　ご寄付いただきました皆さまに感謝すると共に、今後も多くの皆さまに使用していただければと
思います。
　本当にありがとうございました！
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皆様からの、

　　温かい気持ちが

～じぶんの町をよくするしくみ～

形を変えて伊豆市の為に使われています
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赤い羽根共同募金　助成金をご活用ください
ボランティア団体や福祉施設の方へ（福祉施設機器整備事業）
福祉施設には今まで送迎用の車や作業等で使用する機器等、様々な助成をさせていただいております。

平成２9 年度も今年と同様に助成が予定されております。

申請受付期間は毎年４月～５月となっておりますので助成要綱ができ次第、ご案内させていただきます。

サロンや自治会・小地域活動団体の方へ（地域ふれあい支え合い助成事業）
伊豆市では今まで１１つのふれあいサロンが助成を受けております。

平成２9 年度も「地域ふれあい支えあい助成事業」同様の助成が予定されております。

サロン活動における資機材や、サロン活動で使う公民館のトイレ改修（自治会所有に限る）等、様々な活用

ができます。申請受付期間は毎年５月～７月となっておりますので助成要綱ができ次第、ご案内させていた

だきます。

問合せ先：伊豆市共同募金委員会 TEL:83-3013

町が元気になる

笑顔がふえる

誰かの願いが叶う

赤い羽根共同募金は

「じぶんの町をよくするしくみ」です

町を思う
赤い

根

羽

赤い

根

羽

赤

い
根

羽

赤い

根

羽


