
 
 

１０月１日より、赤い羽根共同募金運動が全国一斉に始まります。 

 共同募金は、戦後まもない昭和２２年にスタートして以来、みなさまのご協力によっ

て社会福祉施設や社会福祉協議会、ボランティア活動などの多くの民間福祉活動を支援

し、高齢者の方や障がいのある方、子育て中の方などすべての人が健やかに暮らしてい

くための地域づくりを支援してきました。 

「赤い羽根共同募金運動」は、各都道府県ごとに行われており、災害時などの例外を除

き、集まった寄付金はその地域内で使い道が決められます。 

 つまり、「北海道で集められた寄付金は、北海道で使われる」ということです。共同募

金は地域で活動している皆さんと一緒に、協働の輪を広げていきたいと考えています。 

 

今年の目標 2,800,000 円 
 

共同募金への寄付には、税制上の優遇措置があります 
 
■法人の寄付（全額損金算入） 

 株式会社などの法人が共同募金会に寄付すると、その金額を損金の額み算入すること

ができます。 

■個人の寄附  

 【所得税】 

  寄附される金額が 2 千円を超える場合は、所得税の「所得控除」または「税額控

除」いずれかの対象となります。 

  ●所得控除額 

寄付金額（年間所得の 40％を限度とする額）-2 千円 

    ●税額控除額 

（税額控除対象寄付金額-2 千円）×40％ 

 【個人住民税】 

  寄附される金額が 2 千円を超える場合は住民税の「税額控除」の対象となります。 

｛寄付金額（年間所得の 30％を限度とする額）-2 千円｝×10％ 

 

日高町共同募金委員会 
 【本所】〒059-2121  門別本町１２番地の２７（門別ふれあいセンター内） 

              TEL(01456)２－６６７０    FAX(01456)２－５８４８ 

 

 【支所】〒055-2301  本町東１丁目２９７の４（日高老人福祉センター内） 

              TEL(01457)６－３１００    FAX(01457)３－７１１０ 



 
 

昨年度の赤い羽根共同募金運動では、各世帯ごとの戸別募金や企業からの法人募金を

中心に、あたたかいご支援をいただき誠にありがとうございました。 

 みなさまからお寄せいただいた募金は、逐一北海道共同募金会に送納し、運動終了後

に、配分金として全道規模で進められる福祉事業へ活用するほか、地域配分として社会

福祉協議会をはじめとして町内の各福祉団体から申請があったものに対して、配分審査

を経て、翌年度の事業活動資金として役立てられる仕組みになっています。 

 

 

 

平成２９年度募金額 

実績額 ２，８９１，６１８円 

 戸別募金 １，２６６，０５０円 

 法人募金 １，４６６，０００円     166 件 

 学校募金      ７，７８０円       2 校 

 職域募金    ２５，６８５円    15 ヶ所 

 その他    １２６，１０３円   募金バッチ､自販機 

 

 

 

 

 

 

  北海道共同募金会 

 

 

 

 市町村地域・道地域配分金（平成３０年度配分） 

日高町へ１，９１７，７１８円 

・敬老の集い開催事業          １００，０００円 

・学童・生徒のボランティア活動普及事業  ６０，０００円 

・児童・青少年非行防止標語募集事業      ８０，０００円 

・ボランティア活動育成事業       ４００，０００円 

・社協だより発行事業           ２９，７１８円 

・ふれあいサロン推進事業            １６８，０００円 

・研修会開催事業            ３００，０００円 

・職親会育成事業            １１０，０００円 

・老人クラブ連合会育成事業        ８０，０００円 

・老人クラブ連合会女性部会支援事業    ５０，０００円 

・手をつなぐ育成会育成事業       １００，０００円 

・身体障害者福祉協会育成事業      ２５０，０００円 

・慶弔事業               １９０，０００円 

 



自治会名 募金額 自治会名 募金額 自治会名 募金額

富川　旭町 18,000 門別本町　海岸町 7,500 宮下町第２ 31,500

富川　表町第1区 18,000 門別　旭町 6,000 新　町 22,100

富川　表町第3区 28,800 門別　幾千世 15,600 若葉町第１ 13,200

富川　大町第1区 16,500 門別　庫富 16,200 若葉町第２ 12,000

富川　大町第4区 6,000 門別　広富 7,500 千栄　２ 3,000

富川　大町第5区 3,000 豊郷　浜豊郷 13,800 千栄　３ 3,300

富川　大町第6区 3,300 豊郷 16,200 千栄　４ 3,000

富川　大町第7区 3,300 清畠　　第　一 10,000 千栄　５ 3,000

富川　新光町 15,600 清畠　　第　二 20,000 千栄　６ 900

富川　新町 11,500 賀　張 16,500 千栄　７ 800

富川　栄町第1区 3,000 厚賀　西1区 8,100 合　計 1,266,050

富川　栄町第2区 14,100 厚賀　西2区 7,200

富川　栄町第3区 20,000 厚賀　西3区 5,700

富川　栄町第4区 25,000 厚賀　西4区 7,200

富川　栄町第5区 10,000 厚賀　西5区 4,500

富川　栄町第6区 6,000 厚賀　西6区 6,000

富川　元町第1区 63,000 厚賀　西7区 7,200

富川　元町第2区 40,200 厚賀　東1区 5,400 　

富川　元町第3区 30,000 厚賀　東2区 3,300

富川　緑町第1区 9,900 厚賀　東3区 8,100

富川　緑町第2区 10,000 厚賀　東4区 9,600

富川　緑町第4区 39,000 厚賀　東5区 12,000

富川　新富 18,000 厚賀　東7区 9,300

富川　緑町第6区 15,000 厚賀　東8区 8,400

富川　緑町第7区 12,000 厚賀　美鈴団地 7,200

富川　河原団地第1区 11,600 厚賀　団地2区 1,800

富川　河原団地第2区 10,000 厚賀　団地4区 15,000

平　松 19,000 豊美 7,500

トレセン 50,000 美原１区 6,600

平賀自治会 22,200 美原２区 1,800

富浜　富仁家 4,800 南豊田 2,700

富浜　港町 11,400 北豊田 3,900

富浜　富丘 11,000 福籾 1,200

富川東6丁目 30,000 正和 3,900

門別緑町　緑ヶ丘 20,000 里　平 7,500

門別　柏葉 3,600 三　和 3,000

門別　若草町 20,000 日高第１ 19,050

門別　緑町 15,000 本町東 24,000

門別本町　泉町 36,000 本町西 18,200

門別本町　元町 13,500 栄町東 23,600

門別本町　栄町 20,100 栄町西 16,600

門別本町　表町 14,700 宮下町第１ 26,300

日高町役場本庁

平成29年度戸別募金納入一覧

平成29年度

募金箱設置協力先

びらとり農業協同組合富川支所

門別町農業協同組合本所

門別町農業協同組合厚賀支所

門別温泉とねっこの湯

門別警察署

ブリヂストンタイヤサービス東日本

ツルハ富川店

マックスバリュ富川店

日高町立日高中学校

募金機能付自動販売機

社会福祉法人愛光会

日高町役場総合支所

水・くらしサービスセンター

日高町役場厚賀出張所

津田商店

募金協力校

日高町立日高小学校



（順不同、敬省略）

（株）以西商店 （有）トミカワ教材 佐藤商店 ヘアプロデュースカズ

（株）磯田組 （有）中島商店 佐藤馬匹輸送(有) 北海道日高乳業（株）

（株）伊藤商会 （有）日西牧場 サラブレッド・ブリーダーズ・クラブ（株） ホテル日勝

（株）オクヤ （有）長谷川牧場 ショッピングセンター中山 三石生コンクリート工業（株）清畠工場

（株）勝建ホーム （有）濱本牧場 すいしん モナコパチンコ店

（株）カナザワ興業 （有）平田建設 鮨天 門別歯科診療所

（株）金村商店 （有）藤井自工 スズキフォート 門別町農業協同組合

（株）楠商会 （有）豊洋牧場 スナック日女 門別木材産業（株）

（株）坂本電機商会 （有）丸勇中田産業 セイコーマートまつした （有）梶野倉庫運輸

（株）笹田組 （有）門別清掃社 セイコーマートやだ （有）京谷測量

（株）スガワラ産業 （有）矢光自動車 セブンイレブン富川西店 (有)富浜定置漁業部

（株）清宮 （有）若松精肉店 そば処一心 ラーク美容室

（株）武岡商店 （株）ハタナカ昭和三岩事業所 そば処夏川 ラーメンかわぶち

（株）武田組 （株）ひだか高原荘 そば太郎 リカーショップつだ

（株）田中石油店 （株）日高西部農協機械センター 大成ロテック（株）日胆作業所 漁浜建設

（株）富川魚菜市場 （株）金澤鐵工商事 大洋石油（株） 若草食堂

（株）ナヴィズ福岡 （株）幸成建設 多恵美容室 ワタナベ商会

（株）中村産業 （株）泰成建設 高柳商店 （株）伊藤商会日高給油所

（株）二シテツ急送 （株）日栄工業日高支店 たか美容室 加藤書店

（株）堀江電気 （有）原田商店 武田商店 松屋旅館

（株）本間建設 （有）本町定置漁業部 天理教厚賀北厚分教会 松本工業（株）

（有）厚賀ツバメ石油 味処鳥天 土井歯科医院 （有）杉原商会

（有）厚賀ハイヤー 荒井旅館 戸川牧場 整骨院すばる

（有）阿部水産 いく美容室 徳田新聞店 折原自工

（有）天羽礼治牧場 いこい食堂 富川シティホテル 川上薬局

（有）宇野タイヤ商工 居酒屋海聖 富川自動車学校 川渕銘石店

（有）大熊 石崎水産 並木龍雲堂 登建設工業㈱

（有）大熊石油店 いずみ食堂 西光寺 東城商店

（有）沖田牧場 磯田建設（株） 日西自動車整備協業組合 （株）南自工

（有）カードックモトシマ 板垣道新販売所 日胆仏具店 日運自工

（有）金平商事 上田商会 ぬまた歯科 日高ウエスタンファーム（有）

（有）木村生花店 王木林材（株） 沼田旅館 日高エネルギー㈱

（有）厚和運輸 岡田スタッド パーラーパレット 日高ハイヤー㈲

（有）小谷商店 笠原商店 浜田商店 日高自動車運輸㈱

（有）斉藤水産 鎌田医院 林米穀店 日高生コン（株）

（有）下河辺牧場 鎌田歯科医院 はるめ 尾関工業

（有）庄野牧場 川島正広牧場 ひだか漁業協同組合門別町支所 北海道アウトドアアドベンチャーズ（有）

（有）スマイルショップ福山 木瀬呉服店 びらとり農協協同組合富川支所 ㈲佐々木産業

（有）大和コンクリート工業 工藤設備工業（株） びらとり農業協同組合日高支所 理容こばやし

（有）高橋自動車整備工場 弘専寺 広木石油（株） 和風レストランふじかみ

（有）武田電気 ゴールデンゴッド 藤本ファーム
河上電機（株）

（有）丹羽建設 坂牧場 ブリヂストンタイヤサービス東日本（株）

（有）道南石油 札幌トヨペット（株）富川店 ヘアーサロンいちはら

平成29年度募金協力法人（事業所）一覧


