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●●● 共同募金の流れ ●●●
　平成２２年度に皆さんから寄せられた募金は、いったん石川県共同募金会に集めら
れた後、輪島市支会に約９割が戻り、輪島市社会福祉協議会を通じて、市内で活動して
いる様々な団体や事業に配分されます。

募金総額 ８，１５５，６２１円
一 　 般 　 募 　 金　６，８２３，８８０円
歳末たすけあい募金　１，３３１，７４１円

配分対象の
要 件

輪島市内を活動範囲とし、福祉または福祉に関する分野において活動して
いる民間施設及び団体、ボランティアグループとします。

配分対象の
事 業

児童、障害者、高齢者などへの福祉サービス・支援活動事業で、原則として
他からの助成を受けられない福祉を目的とした事業で、団体の経常的な運
営費、人件費、旅費、食料費などは、対象経費から除きます。（事業費のみ）
平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日までに実施し、完了する事
業を対象とします。

申 請 方 法
配分を受けようとする団体は、配分申請書に必要事項を記入し、本会へ提
出してください。
※申請書は、輪島市社会福祉協議会にあります。

申 請 期 間
２月１日（火）から、２月１５日（火）必着とします。
※期日までに配分申請がない場合は、配分が受けられませんので、お早め
にご応募下さい。

配 分 決 定
市民の皆様からいただいた貴重な募金ですので、申請書類を提出いただ
き、石川県共同募金会輪島市支会で厳正なる審査を行った後、配分いたし
ます。

問い合わせ先

石川県共同募金会輪島市支会
【事務局】社会福祉法人輪島市社会福祉協議会
《本　　所》輪島市河井町2部287番地1（輪島市ふれあい健康センター内）
《本　　所》TEL 22-2219　FAX 22-9627
《門前支所》輪島市門前町深田21の17番地1（輪島市門前保健センター内）
《本　　所》TEL 42-0772　FAX 42-0901

平成23年度

共同募金配分事業を募集します

内
訳

詳細は･･･
→3ページ

→6ページ

共同募金にご協力
ありがとうございました
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　戸別募金は、区長さんや町内会長さんなどの地域の皆様にご尽力をいただき、各世帯からいただく募金です。

　街頭募金は、街頭で皆様に募金をよびかける募金です。輪島朝市には輪島地区社会福祉協議会の皆様、放生
市には、門前地区民生委員児童委員と門前中学校の皆様にご尽力いただいています。

　職域募金は、企業や団体、官公庁など、そこで働いている従業員・職員の方々によびかける募金です。

　法人募金は、市内にある企業や法人などからいただく募金です。

　その他の募金では、公共施設などに設置した募金箱や、個人・団体の皆様より寄せられた募金です。

他、預金利息 （順不同）

（順不同）

地区名 金額 地区名 金額 地区名 金額

輪　島 ２，３２８，９００円 大　屋 ７０９，１００円 河原田 ３０２，５００円

鵠　巣 ３７０，２００円 南志見 ２５９，７００円 西　保 １６９，４００円

三　井 ３４８，６００円 町　野 ６６９，２００円 門　前 １，２９０，７００円

◆朝市街頭募金（１０月１日実施）　４４，２８０円 ◆門前放生市（１０月１０日実施）　１７，４５４円

◆北山医院　様 ◆㈱里谷組　様 ◆ホテル高州園　様

◆㈱太王漆器商会　様 ◆ラーメンハウス元気屋　様 ◆㈱谷興建　様

◆畠中金物店　様 ◆サークルK輪島塚田店　様 ◆ねぶた温泉能登の庄　様

◆㈱喜多組　様 ◆小西漆器販売㈱　様 ◆大宮住建　様

◆井筒けんじ石材　様 ◆㈱ヤマシタ　様 ◆ファミリーマート輪島塚田店　様

◆輪島市役所　様 ◆奥能登農林綜合事務所　様 ◆奥能登綜合事務所　様

◆輪島市民生委員児童委員協議会　様 ◆能登空港利用促進同盟会　様

◆石川県職員互助会輪島売店　様 ◆能登空港ターミナルビル売店つくし　様

◆ビュー・サンセット　様 ◆輪島市社会福祉協議会　様

一般募金 ６，８２３，８８０円の内訳

■ 戸別募金　６，４４８，３００円

■ 街頭募金　６１，７３４円

■ 職域募金　７０，３３７円

■ 法人募金　９８，０００円

■ その他の募金　１５５，５０９円

平成22年度に寄せられた
募金の詳細
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輪島市の平成２２年度の配分は下記のとおりです。 （平成21年度に集め、22年度に配分）

平成22年度 共同募金配分事業申請団体一覧
団体名 申請事業（事業名） 決定額

輪
島
地
区

輪島地区社会福祉協議会
誕生日の花（鉢植え）配布事業 514,000円
敬老お祝い事業 899,500円

輪島市立河井小学校 豊かな心を育むボランティア事業 40,000円
輪島市立鳳至小学校 心豊かな町づくり花いっぱい活動事業 40,000円
輪島市立松陵中学校 松陵中ボランティア事業 20,000円
輪島市立上野台中学校 町かど環境美化事業 20,000円

石川県立輪島高等学校
老人福祉施設訪問事業 10,000円
保育所訪問・交流事業 10,000円

大
屋
地
区

大屋地区社会福祉協議会
民生委員敬老者配食・婦人会独居老人配食・三世代
交流大会事業 110,000円

大屋地区各校下敬老会事業 281,400円
輪島市立大屋小学校 輪島市伝統芸能体験事業 30,000円

河
原
田

地
区　

河原田地区社会福祉協議会
ふれあいの日事業 45,000円
敬老お祝い事業 112,500円

輪島市立河原田小学校 地域との交流事業 30,000円

三
井
地
区

三井地区社会福祉協議会
三井地区世代間交流事業 60,000円
敬老お祝い事業 168,000円

輪島市立三井小学校 七夕集会・ふれあい給食あての木園訪問事業 15,000円

輪島市立三井中学校
プランター設置事業 20,000円
駅前ボランティア（清掃）事業 10,000円

西
保
地
区

西保地区社会福祉協議会
地区連帯融合活動事業 30,000円
敬老お祝い事業 89,600円

輪島市立西保小学校
親子クリーン活動事業 10,000円
地域感謝祭事業 20,000円

鵠
巣
地
区

鵠巣地区社会福祉協議会
ふれあい会食会及び配食サービス事業 53,000円
繭玉作り体験事業 20,000円
敬老お祝い事業 128,800円

輪島市立鵠巣小学校
三世代交流そうめん流し事業 20,000円
三世代交流もちつき大会事業 10,000円

大野町子ども育成会
クリーン作戦事業 10,000円
クリーン作戦事業 10,000円

南
志
見
地
区

南志見地区社会福祉協議会
環境美化活動事業 39,000円
敬老お祝い事業 147,700円

輪島市立南志見小学校
老人福祉施設訪問事業 10,000円
親子奉仕作業事業 10,000円
祭りばやし地区巡演事業 10,000円

町
野

地
区

町野地区社会福祉協議会
一人暮らし高齢者弁当配食・高齢者健康普及事業 105,000円
敬老お祝い事業 335,000円

輪島市立町野小学校 町野小ボランティア 20,000円
輪島市立東陽中学校 高齢者との交流事業 30,000円

門
前
地
区

仁岸地区敬老会実行委員会 仁岸地区敬老お祝い事業 138,750円
黒島地区敬老会実行委員会 黒島地区敬老お祝い事業 86,100円
諸岡地区敬老会実行委員会 諸岡地区敬老お祝い事業 146,300円
門前地区敬老会実行委員会 門前地区敬老お祝い事業 223,300円
本郷地区敬老会実行委員会 本郷地区敬老お祝い事業 127,400円
浦上地区敬老会実行委員会 浦上地区敬老お祝い事業 105,000円

じぶんの町を良くするしくみ。
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団体名 申請事業（事業名） 決定額

門
前
地
区

七浦地区敬老会実行委員会 七浦地区敬老お祝い事業 123,200 円
阿岸地区敬老会実行委員会 阿岸地区敬老お祝い事業 98,700 円
仁岸福祉推進チーム 給食サービス事業 5,000 円
黒島福祉推進チーム 給食サービス事業 5,000 円
浦上福祉推進チーム 給食サービス事業 5,000 円
本郷福祉推進チーム 給食サービス事業 5,000 円
諸岡福祉推進チーム 給食サービス事業 5,000 円
阿岸福祉推進チーム 給食サービス事業 5,000 円
門前福祉推進チーム 給食サービス事業 5,000 円
七浦福祉推進チーム 給食サービス事業 5,000 円
輪島市立門前東小学校 体験・交流・イベント交流事業 40,000 円
輪島市立門前西小学校 地域との交流事業 30,000 円
輪島市立門前中学校 福祉体験学習事業 30,000 円

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

サロンにぎし会 仁岸地区配食サービス事業 5,000 円
ボランティアしおさい 黒島地区配食サービス事業 5,000 円
じんのび会 諸岡地区配食・給食サービス事業 10,000 円
あすなろボランティアグループ 浦上地区配食サービス事業 7,000 円
ボランティアグループ本郷 本郷地区配食サービス事業 5,000 円
あぎしボランティアチーム 阿岸地区配食サービス事業 5,000 円
くしひボランティアチーム 門前地区配食サービス事業 5,000 円
むぎやの会 七浦地区配食サービス事業 5,000 円
門前白字会 老人ホーム・保育園卒園祝い事業 20,000 円
あじさい 高齢者のための奉仕事業 10,000 円
黒島老人クラブ 高齢者のための奉仕事業 10,000 円
ぽっかぽかサロン 高齢者デイサービス事業 20,000 円
門前食生活改善推進協議会 健康づくりのための食生活普及事業 15,000 円
剱地海友会 地区支援事業 15,000 円
鳳舞会 地区イベント交流 20,000 円
門前地区老人愛好会 環境美化活動事業 16,000 円
グリーン・メイツ 環境美化活動事業 7,000 円
あすなろ会 施設慰問事業 10,000 円
傾聴ボランティア元気かいね 閉じこもり高齢者の傾聴訪問事業 20,000 円
ききみみずきん おはなしボランティア研修会事業 20,000 円
花咲かくらぶ 花いっぱい食育事業 15,000 円
さくらグループ 絵本の読み聞かせ事業 10,000 円
さ～くる夢知遊 おはなしと手づくり工作の会事業 20,000 円
手作りおもちゃの会ぐりとぐらの会 手作りおもちゃ制作事業 20,000 円
輪島たんぽぽ文庫 子ども読書支援事業 12,000 円
病院ボランティア「なでしこ」 病院ボランティア事業 10,000 円
輪島市災害ボランティアの会 防災・減災のためのまちづくり事業 30,000 円

そ
の
他

輪島市保育士会 世代間交流事業 60,000 円
輪島市母子寡婦福祉協会 親子ふれあいバス旅行事業 45,000 円
輪島市脳卒中リハビリテーション友の会 石川県リハビリテーション大会事業 15,000 円
あすなろ作業所 書道教室事業 26,250 円
輪島市門前育成会 門前育成会レクリエーション事業 30,000 円
輪島市身体障害者福祉協議会 スポーツ交流事業 20,000 円
輪島吹奏楽団 ふれあいコンサート事業 30,000 円

輪島市社会福祉協議会

地域福祉セミナー事業 30,000 円
広報誌発行事業 228,037 円
ボランティアフェスティバル事業 100,000 円
社会福祉大会事業 300,000 円
ふれあいプラザ二勢夏まつり事業 100,000 円
ふれあいプラザ二勢健康づくり教室 30,000 円
ふれあいプラザ二勢ジュニアボランティア事業 10,000 円

（順不同、敬称略）

皆様の地域に役立っています。
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　職域募金は、企業や団体、官公庁など、そこで働いている従業員・職員の方々によびかける募金です。各地区
民児協（輪島・大屋・河原田・鵠巣・南志見・西保・三井・町野）の皆様にご尽力いただき集められています。

◆鳳来保育所　様
◆新谷産業㈱　様
◆白藤酒造店　様
◆良澤本店　様
◆鳳至保育所　様
◆石川県能登北部保健福祉センター 様
◆輪島公共職業安定所　様
◆慶塚漆器工房　様
◆フレッシュランドマルコー　様
◆松野石油店　様
◆㈱エルマー　様
◆塩山板金工業所　様
◆フレッシュしんぼ　様
◆浜崎冷蔵　様
◆㈱新甫魚問屋本店　様
◆石川県漁業協同組合 輪島支所 様
◆㈱沖崎石油店　様
◆日東電機　様
◆輪島漁業生産組合　様
◆ホテル八汐　様
◆興能信用金庫 新橋支店　様
◆酒ブティックおくだ　様
◆老人保健施設 百寿苑　様
◆輪島消防署　様
◆石川県奥能登土木総合事務所 様
◆ＪＡおおぞら 輪島支店　様
◆和光幼稚園　様
◆輪島ライオンズクラブ　様
◆北陸電力㈱輪島営業所　様
◆新駒　様
◆輪島市水道課　様

◆大屋保育所　様
◆県立輪島漆芸技術研修所　様
◆県立輪島漆芸美術館　様
◆ワイプラザ輪島店　様
◆ファミィ　様
◆㈱大向高洲堂　様
◆㈱上田組　様

◆西保公民館　様
◆西保漁業生産組合　様

◆㈱上野組　様
◆輪島警察署　様
◆能登森林組合 輪島支所　様
◆のと共栄信用金庫 輪島支店 様
◆輪島タクシー㈱　様
◆㈱清水酒造店　様
◆興能信用金庫 輪島支店　様
◆歯科医師会 　様
◆徳野印刷　様
◆輪島漆器商工業協同組合　様
◆高田酒店　様
◆㈱輪島屋本店　様
◆やぶ新橋店　様
◆室金物店　様
◆北陸労働金庫 輪島支店　様
◆㈱五島屋　様
◆㈱北陸銀行 輪島支店　様
◆㈱北國銀行 輪島支店　様
◆㈱輪島丸善リバーサイド二ツ屋　様
◆㈱新出組　様
◆海の星幼稚園　様
◆能登ニ幸　様
◆㈱辻組　様
◆輪島税務署　様
◆ヘルス・サポート けんねる　様
◆㈱たび旅　様
◆河井保育所　様
◆郵便局㈱輪島郵便局　様
◆郵便事業㈱輪島支店　様
◆㈳輪島市シルバー人材センター 様
◆㈲曽又写真館　様

◆㈱辻組石材部　様
◆ヤギファッション　様
◆防災技建㈱　様
◆大屋公民館　様
◆大屋地区婦人会　様
◆㈲田方組　様
◆玉木運送㈱　様

◆西保郵便局　様
◆㈲浦本工業　様

◆竹田餅店　様
◆TAKA HAIR SALON　様
◆うめのや　様
◆港タクシー㈱　様
◆山王ストアー　様
◆輪島市教育研究所　様
◆しもはら酒店　様
◆(名)だいわ自動車　様
◆㈱宮地組互助会　様
◆サン・プルル／サン・アリーナ　様
◆輪島市総合体育館　様
◆酒のはしもと　様
◆輪島市朝市組合　様
◆安藤履物店　様
◆板谷商店　様
◆みのや呉服店　様
◆日吉酒造店　様
◆中浦屋　様
◆輪島市役所　様
◆輪島公民館　様
◆輪島商工会議所　様
◆輪島ロータリークラブ　様
◆輪島青年会議所　様
◆輪島スタンプ会　様
◆輪島市文化会館　様
◆能登北部医師会　様
◆奥能登広域圏事務組合消防本部 様
◆輪島市社会福祉協議会

◆㈱田中組　様
◆森土木工業㈱　様
◆沢田工業㈱　様
◆能登建販㈱　様
◆五大工業㈱　様
◆輪島生コンクリート㈱　様
◆トランスポートサービス㈱　様

◆能登牛しゃぶすきやき山田屋　様
◆西保地区民生委員児童委員協議会　様

●輪島地区　572,983円

●大屋地区　99,898円

●西保地区　38,513円

■ 職域募金　１，１２５，６６２円

（順不同）

歳末たすけあい募金 １，３３１，７４１円の内訳



7

※旧門前町の事業所は法人賛助会費でご協力をいただいています。詳細は2月1日発行「社協だより№10」に
記載。

◆輪島市役所門前総合支所　様
◆輪島市門前保健センター　様

◆輪島消防署門前分署　様
◆くしひ保育所　様

◆松風台保育所　様

●門前地区　12,321円

（順不同）

◆市立輪島病院　様
◆鳳至木材㈱　様
◆河原田郵便局　様
◆㈱田谷漆器店　様
◆ネッツトヨタ石川㈱輪島店　様
◆北鉄奥能登バス㈱　様
◆オートバックス輪島店　様

◆㈲米山土木　様
◆㈱上野組　様
◆ＪＡおおぞら三井支店　様
◆里　様
◆三井保育所　様
◆輪島市役所三井出張所　様
◆宮下医院　様

◆輪島市役所町野支所　様
◆奥野百貨店　様
◆町野観光タクシー　様
◆港交通㈱　様
◆阿知建設㈱　様
◆もとやスーパー　様
◆㈲粟倉商店　様
◆石川サンケン㈱町野工場　様
◆町野郵便局　様
◆輪島消防署 町野分遣所　様
◆町野福祉会　様
◆ＪＡ町野町　様

◆御陣乗太鼓保存会　様
◆キタノ自動車　様
◆南志見郵便局　様
◆ＪＡおおぞら南志見支店　様
◆㈲南志見自動車工場　様

◆㈱里谷組　様
◆㈱太王漆器商会　様
◆ホテル高州園　様
◆ラーメンハウス元気屋　様

◆石川日産自動車販売㈱輪島営業所　様
◆㈲ＴＡＫＡＮＯ　様
◆輪島丸善サンライズ杉平　様
◆トヨタカローラ石川㈱輪島営業所　様
◆宮崎サービス　様
◆数馬石油㈱　様
◆㈱大徹　様

◆特別養護老人ホームあての木園　様
◆サークルK能登空港インター店　様
◆今牛左官工業㈱　様
◆㈱輪島チップ　様
◆大同開発㈱能登工場　様
◆㈱トパテック　様
◆協和石油販売㈱　様

◆㈲名木自動車整備工場　様
◆東洋電気商会　様
◆㈲高出製材　様
◆興能信用金庫 町野支店　様
◆㈲吉野屋　様
◆坂口フードセンター　様
◆川端工務店　様
◆中納酒造㈱　様
◆町野運輸㈱　様
◆㈱キンセイ　様
◆㈲工務紙井　様
◆㈲高安重機　様

◆㈱中嶋建設　様
◆輪島市役所南志見出張所　様
◆南志見地区民生委員児童委員協議会　様
◆南志見保育所　様
◆大宮住建　様

◆稲忠漆芸会館　様
◆サークルＫ輪島塚田店　様
◆ＪＡおおぞら輪島給油所　様
◆ファミリーマート輪島塚田町店 様

◆輪島綜合自動車学校　様
◆川下建機工業㈱　様
◆ＪＡおおぞら輪島農機センター 様
◆サークルＫ　輪島河原田店　様
◆河原田保育所　様
◆加州建設㈱　様

◆石川県奥能登総合事務所　様
◆奥能登広域圏事務組合　様
◆石川県奥能登教育事務所　様
◆石川県奥能登土木総合事務所分室　様
◆石川県能登空港管理事務所　様

◆出村建設　様
◆特別養護老人ホームみやび 様
◆マチノ車体整備工場　様
◆㈲協立　様
◆㈱ビクトリー 輪島工場　様
◆田浦建築　様
◆上時国家　様
◆時国家　様
◆刀祢建設㈱　様
◆北鉄奥能登バス㈱曽々木営業所　様

◆北國新聞南志見　様
◆㈲釜谷建設　様
◆森田組　様
◆南志見公民館　様

◆鵠巣保育所　様
◆㈱喜多組　様
◆ねぶた温泉 能登の庄　様

●河原田地区　71,105円

●三井地区　64,736円

●町野地区　135,014円

●南志見地区　69,184円

●鵠巣地区　61,908円

歳末たすけあい募金
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（順不同）

（平成22年度に集め、22年度に配分）

《在宅への見舞金として》
市内の支援を必要とする方々へ（96人） 480,000円
市内の特別児童扶養手当受給者へ（44人） 220,000円
市内の特別障害者手当受給者へ（22人） 110,000円
市内の特別障害児福祉手当受給者へ（12人） 60,000円

《福祉活動助成金として》
輪島あすなろふたばの会へ 40,000円
ふれあい工房あぎしへ 20,000円
輪島市母子寡婦福祉協会へ 20,000円
輪島市門前育成会へ 20,000円
まんなかふれあいさろん・語馬処 30,000円
門前高等学校へ 80,000円

《子育て支援として》
輪島わくわくおもちゃの図書館へ 36,741円
輪島市児童センターへ 30,000円
輪島市もんぜん児童館へ 30,000円
みらい子育てネット輪島へ（5クラブ） 50,000円
ダディーズの会へ 30,000円

歳末たすけあい募金は
次のように配分されました

　学校募金は、小学校、中学校、高等学校などで、児童・生徒に呼びかけて行われる募金です。募金活動に、児童・
生徒が参加することによって、福祉の心を豊かにする教育の一環として実施されています。

　その他の募金は、個人・団体の皆様より寄せられた募金です。

　他、預金利息

　街頭募金は、街頭で皆様に募金をよびかける募金です。輪
島朝市には輪島地区社協の皆様のご尽力をいただいていま
す。輪島高校生徒会の皆様からは、市内のショッピングセン
ターで呼びかけて募ったたくさんの募金をいただきました。

◆鳳至小学校　様
◆河井小学校　様
◆上野台中学校　様
◆松陵中学校　様
◆輪島高等学校　様
◆大屋小学校　様

◆工房ひまつぶし　様

◆輪島朝市（１２月１７日実施） ３１，３１０円
◆輪島高等学校生徒会（１２月２３日実施） ６５，８０２円

◆河原田小学校　様
◆三井小学校　様
◆三井中学校　様
◆日本航空学園　様
◆西保小学校　様
◆鵠巣小学校　様

◆南志見小学校　様
◆町野小学校　様
◆東陽中学校　様
◆門前中学校　様

●輪島地区　572,983円

■ 学校募金　１０４，１２４円

■ その他の募金　４，８４３円

■ 街頭募金　９７，１１２円

《その他》
募金運動経費に 75,000円

輪島高校生徒会の皆さん

歳末たすけあい募金


