
令和２年度 赤い羽根共同募金 実績額
実施期間 令和２年10月1日～12月31日（自動販売機のみ通年実施）

合計

募金方法 実績額 協力数

戸別募金 10,351,128円 １２，４９２戸

法人募金 617,609円 １５６件

学校募金 383,184円 1５校

職域募金 67,456円 4件

募金方法 実績額 協力数

個人募金 ９６，５３３円 ９件

協力店舗設置募金箱 ３３，９７８円 ９店舗

自動販売機募金 １１，２６０円 １台

利息 29円

合計 １１，５６１，１７７円

多くのご寄付を賜り、誠にありがとうございました。



戸別募金 10,351,128円
南河内地区 2,804,339円 石橋地区 4,138,439円 国分寺地区 3,408,350円

自治会名 募金金額

下 原 29,600 

西 区 60,000 

一丁目 78,400 

二丁目 26,400 

三丁目 32,000 

四丁目 44,800 

五丁目 59,200 

六丁目 114,400 

日生団地 34,400 

成 田 35,200 

町田上 20,800 

町田下 25,600 

谷地賀上 34,300 

谷地賀下 33,600 

下文狹 21,600 

東田中 20,000 

西田中 20,000 

地久目喜 9,000 

仁良川上 288,000 

仁良川下 264,100 

祇園町 27,200 

祇園一丁目北 8,800 

祇園一丁目 25,000 

祇園二丁目 118,300 

祇園ダイアパレス 22,000 

ミラパセオ自治医大 12,200 

祇園三丁目南 18,600 

祇園自治医大 23,400

祇園三丁目東 3,400

自治会名 募金金額

アーバンコンフォート 56,800 

祇園四丁目 42,900 

ＧＴ祇園五丁目 149,100 

緑一丁目 39,100 

緑二丁目 44,200 

緑三丁目北 36,250 

緑三丁目南 48,000 

緑四丁目北 38,200 

緑四丁目南 43,200 

緑五丁目 55,100 

緑五丁目南 15,200 

緑六丁目 81,400

ＧＴ緑六丁目 20,500 

本吉田北 48,000

本吉田南 65,600 

絹 板 34,400 

絹板台 51,700 

台坪山 65,600 

的 場 23,200 

上坪山 38,400 

東 根 31,189

塚 越 26,400 

磯 部 34,400 

川 島 29,600 

上吉田 28,800 

鯉 沼 58,400 

三王山 34,000 

西坪山 54,400 

自治会名 募金金額

石橋上町１区 80,000 

石橋上町２区 117,600 

石橋上町３区 127,200 

石橋上町４区 80,000 

寿 町 116,000 

石 町 62,400 

旭 町 110,700 

本 町１区 61,600 

本 町２区 61,600 

本 町３区 48,800 

本 町４区 45,600 

本 町５区 56,000 

栄町１・２丁目 107,500 

栄町３丁目 44,500 

栄町４丁目１区 99,400 

栄町４丁目２区 107,500

栄町４丁目３区 113,639 

栄町４丁目４区 147,100 

栄町４丁目５区 120,800 

栄町４丁目６区 101,600 

上大領 55,200 

中大領 62,400 

東前原 10,000 

下大領 30,400 

入の谷 32,000 

下石橋１区
200,000 

下石橋２区

富士見町 67,200 

自治会名 募金金額

上古山１区

190,400上古山２区

上古山３区

上 原 145,400 

下古山１区 201,600 

下古山２区 56,000 

下古山３区 183,200 

通古山１区 44,100 

通古山２区 52,800 

通古山３区 80,900

通古山４区 102,900 

通古山５区 84,800 

通古山６区 96,000 

若林北部1区 108,000 

若林北部２区 88,000

若林南 170,400 

下長田 90,400 

上 台 52,800 

細 谷 50,400 

橋本南 42,400 

橋本北 31,200 

自治会名 募金金額

駅 前 58,100 

下 町 502,900 

仲 町 292,000 

小金井上町 121,600 

関根井 115,200 

小金井北 8,800 

笹 原 128,000 

箕 輪 65,600 

川 東 242,400 

泉 町 129,600 

川 北 179,200 

川 南 38,400 

川 西 72,800 

南国分 14,400 

国分１ 30,400 

国分２ 56,000 

国分３ 48,800 

紫 16,800 

旭ケ丘 100,800 

柴南１ 56,800 

柴南２ 20,800 

柴南３ 47,200 

柴南４ 38,350 

柴南５ 47,200 

柴南６ 40,800 

柴北１ 50,400 

柴北２ 51,200 

柴北３ 157,600 

柴北４ 172,800 

自治会名 募金金額

鈴苅町 48,000 

日出町 34,400 

丸野町 8,000 

駅 東 158,400 

医大前 107,000 

烏ケ森１東 54,000 

烏ケ森１西 51,200 

烏ケ森２ 32,800 

あづま町 9,600 



法人募金 ６１７，609円 （敬称略）
50,000円

30,000円

10,000円

（株）誠和

国分産業（株）

（有）小貫会計事務所

日興運輸（株）

（株）高山商事

旭自動車（株）

吉栄工業（株）

（株）高山春吉商店

小金井不動産（株）

曙フーズ（株）

（株）多田電工

川俣電設（株）

関東アルミセンター（株）

（有）寺内農牧

（株）竹葉建設

（株）小林工業

（医）おかべこどもクリニック

（有）あずさ

（有）保久開発

（株）須藤工業

倉井建設（株）

（有）古谷緑化園

明恵産業（株）

（有）川中子住建

（有）山商

（有）藤沼建設

（特定）グリムの里スポーツクラブ

（有）丸昌運輸

（医）杏仁会

（有）若林工業

（株）リフレスポーツ

コウエイ工業（株）

（有）横内電設

高野ゴム工業（株）

三洋コンクリート（株）

青柳造園（株）

（株）スガマタ

（有）橋本引舞

（有）小金井電気商会

（有）エス・イー・ケーカンパニー

ハネクトーン早川（株）

（医）社団大栗内科

（有）神山工務店

(学）むつみ学園

（一財）自治医科大学協栄会

関東パック（株）

（株）大昇工業

野ばら幼稚園

６，０００円
伊澤建築工業（有）

5,000円



法人募金

（有）エム・ジーケー

(有)佐藤電気

㈱道の駅しもつけ

（株）山本造園土木

(有)神田設備

（株）宝屋商事

（有）曽根自動車

（医）グリムこどもクリニック

（有）エンドー

(株)サニーハウス・アダチ

(有)飯野工業

(株)半澤製作所

関東鉄筋工業（株）

（有）武田塗装店

（有）坂本電機設備工業

（株）武澤新聞店

（有）桜花建設

（有）サンロード

（有）上野建築

（株）森製作所

（株）倉井康雄商店

（有）布施土木

日神工業（株）

晃大（株）

（有）川田商店

(株)柴電

(有)協同サービス

石橋タクシー(株)

小平住設（有）

（株）宝珠堂
栃木日産自動車販売（株）

（有）甲賀屋酒店
（有）タカハシ

（有）匠栄技研

(有)大関板金工業

（有）小平電機

（株）前商

石和製作所

（有）国分寺産業

(有)日東防災
日成興業（有）

（有）大山電装

（株）タカオ設計
（株）前田工業

（有）市村商事

国分寺タクシー(有)

（有）ヒカリ工業

保坂工務店（株）
（有）小野金型製作所

（有）高野板金工業

看板の夢楽堂
特別養護老人ホームゆうがおの丘

（株）足利銀行小金井支店

（株）総合地盤研究所

（有）タテノ

（有）大島設備

（株）JR東日本運輸サービス

（有）ひまわり書店

稲葉興業（株）

（宗）星宮神社

（有）大嶋栄一商店

三笠防水工業（有）

北斗管工（株）石橋支店

（株）野州興業 本橋設計

（有）アオキ

（有）小島自動車

日瀝道路（株）

（有）サチネットオート

（有）ニイアス

（有）大門商店

（株）エアーズ

（有）正栄ファッション

新井土木（株）

（有）サワショウ

日光産業（株）

（株）五月女

（有）英明ハイツ

（有）成林興測

（有）宇都興業

（有）清水物産

（株）平澤自動車設備工場

（株）園部建設

岡本建設（株）

（有）添野工務店

（宗）開雲寺

（株）春榮

（株）前原土建

（株）トチネン下野支店

（有）スタッフクリエート

（有）ドライブイン一休

（有）カレーナコスメティック

（有）ツノダ

（有）ラックコーポレーション

（株）ハシモト北関東支店

（株）火の魂カンパニー

（有）ホシノトレーディング

（有）小林

東綱橋梁（株）

渡邉総設（株）

壱風堂

（有）大島商店

（株）栃木銀行小金井支店

（有）小堀正之商店

（有）トキオセッケイ

（有）ワンツーベスト

2,000円台

3,000円

3,000円台
（株）足利銀行石橋支店

2,000円

１,000円



薬師寺小学校 吉田東小学校 吉田西小学校 祇園小学校 緑小学校

石橋小学校 古山小学校 石橋北小学校 細谷小学校 国分寺小学校

国分寺東小学校 南河内中学校 南河内第二中学校 石橋中学校 国分寺中学校

学校募金 383,184円

職域募金 67,456円
下野市役所 社会福祉法人はくつる会 栃木銀行小金井支店 下野市社会福祉協議会

個人募金 96,533円
個人 5名 73,372円

古典に親しむ会 5,370円

麗都 国分寺店 10,679円

高次脳機能障害友の会 ６，２８２円

パンデパルク ８３０円

（敬称略）



協力店舗設置募金箱 33,978円

設置場所 募金額

かましん石橋店 12,871円

かましん自治医大店 1,503円

たいらや自治医大店 7,991円

オータニ自治医大店 1,022円

道の駅しもつけ 2,355円

カンセキ小金井店 2,505円

エスケーオート 2,893円

ゆうゆう振興会 131円

ワタナベ電気 2,707円

（敬称略）

自動販売機募金 11,260円
自動販売機（ゆうゆう館入口に設置） １１，２６０円

※自動販売機で飲み物を購入するだけで募金ができます。飲み物も通常の料金で購入できますので、ぜひご利用ください。


