
　平成26年度　山形県共同募金会山形市支会　募金実績

目　標　額 　　31,895,000円
実　績　額 　　34,581,024円

単位：円
種　別 目標額 実績額 超過額 達成率

地域募金 27,629,100 29,614,538 1,985,438 107.10%
街頭募金 300,000 411,120 111,120 137%
特別募金 3,965,900 4,555,366 589,466 114.90%
合　計 31,895,000 34,581,024 2,686,024 108.40%



街頭募金 　　　　　　　　　　　　（順不同　敬称略）　
奉仕団体名 奉仕団体名 奉仕団体名

あすなろ保育園 向陽園北部支援センター 山形市障害児者訓練教室連絡協議会
木 実北保育園 デイサポートにじいろ 山形市身体障害者福祉協会
みどり もり保育園 向陽園北部支援ｾﾝﾀｰ・ﾃﾞｲｻﾎﾟｰﾄにじいろ 山形市北部生活学校
つくも保育園 ワークポケット 山形市連合婦人会
千歳幼稚園 表千家同門会山形県支部 山形市老人クラブ連合会
山形市立第三中学校 第五地区福祉協力員連絡会 山形地区保護司会
山形市立第十中学校生徒会 山形県社会福祉協議会 山形市民生委員児童委員連合会
ボーイスカウト山形第43団 山形県社会福祉士会村山ブロック 山形市役所
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｻｰｸﾙ　ｽｸｰﾙ23 山形市遺族連合会 山形市社会福祉協議会受付
かないボランティアほほえみ 山形市女性団体連絡協議会

特別募金
保育園、幼稚園 　　　　　　　　　　　　（順不同　敬称略）　

園　　名 園　　名 園　　名
あこや保育園 千歳 な保育園 さゆり幼稚園
あすなろ保育園 つくも保育園 鈴川幼稚園
あたご保育園 つばさ保育園 鈴川第二幼稚園
飯塚 らっぱ保育園 出羽保育園 諏訪幼稚園
いずみ保育園 とち 実保育園 竹田西部幼稚園
かない保育園 やぶさ保育園 千歳幼稚園
木 実保育園 らっぱ保育園 月かげ幼稚園
木 実北保育園 ひまわり保育園 出羽大谷幼稚園
木 実西部保育園 ピーウィー保育園 東北文教大学附属幼稚園
キンダー保育園 べにばな保育園 南光幼稚園
キンダー南館保育園・父母 会 ほほえみ保育園 東原幼稚園
こ み保育園 マリアこまくさ保育園 ひまわり幼稚園
さくら保育園 美鈴保育園 べにばな幼稚園
早苗保育園 みどり もり保育園 星幼稚園
嶋ほいくえん 南沼原ひまわり保育園 松波大谷幼稚園
白鳩保育園 南山形すくすく保育園 南沼原ひまわり幼稚園
杉 子保育園 山形南保育園 南山形幼稚園
すみれ保育園 あおぞら幼稚園 山形大学附属幼稚園
諏訪 杜保育園 大谷幼稚園 山形聖マリア幼稚園
高楯保育園 金井幼稚園 西部児童館
たつ こ保育園 金井第二幼稚園 南部児童館
たんぽぽ保育園 さくらんぼ幼稚園
千歳保育園 蔵王めぐみ幼稚園

小学校 　　　　　　　　　　　　（順不同　敬称略）　
学　校　名 学　校　名 学　校　名

第一小学校 鈴川小学校 宮浦小学校
第二小学校 千歳小学校 蔵王第一小学校
第三小学校 金井小学校　 蔵王第二小学校
第四小学校 大郷小学校 蔵王第三小学校・蔵王第二中学校
第五小学校 明治小学校 南山形小学校
第六小学校 出羽小学校 み らし 丘小学校
第七小学校 楯山小学校 本沢小学校
第八小学校 高瀬小学校 西山形小学校
第九小学校 山寺小学校 村木沢小学校
第十小学校 東沢小学校 大曽根小学校
南小学校 滝山小学校 山形大学附属小学校
西小学校 桜田小学校
東小学校 南沼原小学校

中学校 　　　　　　　　　　　　（順不同　敬称略）　
学　校　名 学　校　名 学　校　名

第一中学校 第七中学校 山寺中学校
第二中学校 第八中学校 蔵王第一中学校
第三中学校 第九中学校 山形大学附属中学校
第四中学校 第十中学校 蔵王第三小学校・蔵王第二中学校
第五中学校 金井中学校
第六中学校 高楯中学校

高校、大学、各種学校 　　　　　　　　　　　　（順不同　敬称略）　
学　校　名 学　校　名 学　校　名

山形東高等学校 日本大学山形高等学校 国立病院機構山形病院附属看護学校
山形南高等学校 山形明正高等学校 篠田看護専門学校
山形西高等学校 山本学園高等学校 専門学校山形Ｖ．カレッジ
山形北高等学校 東海大学山形高等学校 山形医療技術専門学校
山形工業高等学校 山形大学 山形厚生看護学校
山形中央高等学校 東北芸術工科大学 山形歯科専門学校
霞城学園高等学校 東北文教大学 山形女子専門学校
県立山形聾学校 県立保健医療大学 山形デザイン専門学校
市立商業高等学校 県立産業技術短期大学校 明徳学園
山形城北高等学校 県立職業能力開発専門学校
山形学院高等学校 市立病院済生館高等看護学院

平成26年度共同募金運動



そ 他
伊藤園 ハートフルベンダー インターネット（２）

官庁、団体、会社等
団　体　名 団　体　名 団　体　名

ＡＩＲオートクラブ山形県支部 ソーレホーム前田 山形学園
JA共済連山形県本部 損保ジャパン日本興亜 ㈱山形企業
ＪＲ東日本株式会社山形駅 第一フォーム印刷㈱ 山形行政評価事務所
ＪＲ東日本仙台支社山形ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 太平ビルサービス㈱ ㈱山形銀行
ＪＲ東日本仙台土木技術ｾﾝﾀｰ山形派出所 滝山なごみ 里 一社)山形勤労者福祉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
ＪＲ東日本山形運輸区 宅老所　嶋 山形グランドホテル
ＪＲ東日本山形支店 宅老所　なんぶ 里 山形警察署
ＪＲ東日本山形保線技術ｾﾝﾀｰ 宅老所　まえた 山形敬寿園
J A中核会山形支部 多田木工ウェルランド山形店 山形警備保障㈱
ＮＯＳＡＩ山形 ちとせノ杜 山形県PTA連合会
NO AI山形中央家畜診療所 ツクイ山形江俣 山形県衛生研究所
POCCOやまがたかじょう ツクイ山形東青田 公社）山形県観光物産協会
あい在宅福祉ｻｰビｽ デイサービスセンター友結 山形県看護協会
愛日荘 デイホームサークル 山形県企業振興公社
あたご荘 ㈱テトラス 山形県経営者協会
あっぷるケアサービス 東北中央病院 山形県警察本部
あっぷる 里久保田 東北農政局山形地域センター 公財)山形県建設技術センター
あゆみケアセンター 銅町デイサービスセンター 山形県工業技術センター
荒井印刷㈱ 特別養護老人ホーム蔵王やすらぎ 里 山形県国際交流センター
飯塚なごみ 里 特別養護老人ホームとかみ共生苑 山形県コロニー協会
イオン山形北店 匿名 山形県産業科学館
イオン山形南店 ㈱トプコン山形 公財)山形県産業技術振興機構
い こ家　山形田 ながまち荘 一社）山形県産業廃棄物協会
ｳｪﾙﾗｲﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ桜田 なごみ 里 山形県歯科医師会
美しい山形・最上川フォーラム ㈱ナチ東北精工 山形県歯科衛生士会理事会
漆山やすらぎ荘 七日町こまくさ園 山形県市長会
㈱エフエム山形 ニチイケアセンター山形中央 山形県市町村職員共済組合
エンジェル・ハート ニチイケアセンター山形桧町 山形県社会福祉協議会
㈱大風印刷 ニチイケアセンター山形三日町 福）山形県社会福祉事業団
大島医院 日産プリンス南二番町店 山形県商工会連合会
大曽根さわやか荘 日本赤十字社山形県支部 山形県職員育成センター
おおぞらケアセンター ㈱ニラク吉原店 公社)山形県ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ連合会
㈱大沼 沼木敬寿園 山形県信用保証協会
介護福祉施設　燦燦 ﾈｯﾂﾄﾖﾀ山形㈱山形あか が丘店 山形県すまい情報センター
社会福祉法人輝き 会 ﾈｯﾂﾄﾖﾀ山形㈱山形北町店 山形県精神保健福祉センター
かすみが温泉 ﾈｯﾂﾄﾖﾀ山形㈱山形東青田店 山形県赤十字血液センター
かんぽ生命保険山形支店 む 家 山形県体育館
㈱きらやか銀行 む 家　金井 山形県男女共同参画ｾﾝﾀｰ
グランドホーム樫 木 農林中央金庫 山形県中央家畜保健衛生所
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑもも太郎さん黄金 ぞみ 家 山形県中小企業団体中央会
黒沢いこい荘 ㈱原田製作所 山形県庁
軽費老人ホーム蔵王やすらぎ 里 パレスグランデール 一社)山形県聴覚障害者協会
㈱ケーブルテレビ山形 ひなぎくｱﾙﾌｧｰ十日町事業所 山形県町村会
㈱けやき 森 ヒルズサンピア山形 山形県町村議会議長会
向陽園 ㈱ピンテック 山形県道路公社・山形県土地開発公社
子育てランドあ～べ フォーリーフ嶋 山形県農業会議
㈱蔵王サプライズ 福寿草小荷駄町 山形県農業協同組合中央会
蔵王やすらぎ 里半郷 藤庄印刷㈱ 山形県農業総合研究ｾﾝﾀｰ・山形県病害虫防除所

坂部印刷㈱ 復興ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ支援ｾﾝﾀｰやまがた 山形県福祉相談センター
さくらパレス ﾌﾗﾝｽﾍﾞｯﾄﾞ㈱ﾒﾃﾞｨｶﾙ山形営業所 山形県母子寡婦福祉連合会
さくらホーム山形 フローラさいせい 公財)山形県みどり推進機構
㈱さくらんぼテレビジョン ベル北町 山形県村山総合支庁
サニーヒル菅沢 ベル宮町 山形県立中央病院
サニーヒル山寺 ベルグランデ鉄砲町 山形県立点字図書館
さふらん山形店 放送大学山形学習センター 山形県立図書館
さふらん山形南店 ほっとin福寿草 山形県立博物館
サンシャイン大森 ホテルキャッスル 山形県リハビリセンター
山静寿 ホテルメトロポリタン山形 公財)山形県林業公社
自衛隊山形地方協力本部 マックスバリュ青田店 山形県老人クラブ連合会
篠田総合病院 マッスクバリュ山形駅西口店 一社)山形県労働基準協会連合会
㈱シベール まんさく 丘 公社)山形交響楽協会
シャンティさんゆう西田 ミクロン精密㈱ 山形厚生病院
旬菜四季ひろぜん みこころ 園 山形国際ホテル
㈱荘内銀行山形営業部 み り 里 山形コミュニティ放送㈱
しろにし診療所 ﾐｭｰｼﾞｱﾑﾊﾟｰｸ「 らっぱ館」 山形コンベンションビューロー
人生 楽園 六日町あいあい 山形済生病院
スーパー１円劇場山形店 村山保健所 山形さくら町病院
すげさわ荘 ㈱メコム 山形市ＰＴＡ連合会
すげさわ 丘 めだか 学校 山形市医師会
鈴川ことぶき荘 めだか 学校下条校 山形市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ
せなみ米喜家 めだかリゾート 一社)山形市水道ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
ソーレ江俣 最上義光歴史館 山形市総合スポーツセンター
ソーレ中桜田 もも太郎さん南四番町 山形市体育協会
ソーレ前田 やすらぎ 里金井 山形市総合福祉センター
ソーレ吉原 山形印刷㈱ 一財)山形市都市振興公社



ソーレホーム江俣 山形駅西口ワシントンホテル 山形市農業協同組合
ソーレホーム西田 山形小木医科器械㈱ 一社）山形市農業振興公社
山形市仏教会 ㈱山形電機製作所 夢工房
公財)山形市文化振興事業団 山形熱供給㈱ 楽聖倶楽部江俣
山形商工会議所 山形年金事務所 ワークショップ明星園
山形少年鑑別所 山形農業協同組合 若宮病院
やまがた食産業ｸﾗｽﾀｰ協議会 公財)やまがた農業支援センター 鈴川コミュニティセンター
山形市老人クラブ連合会 山形パナソニック㈱ 千歳コミュニティセンター
山形スバル㈱荒楯店 公社)やまがた被害者支援ｾﾝﾀｰ 出羽コミュニティセンター
山形市役所 ㈱山形ビルサービス 金井コミュニティセンター
山形市立病院済生館 山形保護観察所 楯山コミュニティセンター
公社)山形青年会議所 山形木工団地協同組合 大郷コミュニティセンター
山形西部鉄工団地協同組合 山形ヤクルト販売㈱ 高瀬コミュニティセンター
山形税務署 協同組合山形流通団地 明治コミュニティセンター
山形地方気象台 山形労働基準監督署 大曽根コミュニティセンター
山形地方検察庁 山形労働局 山寺コミュニティセンター
山形地方森林組合 やまぎんホール 飯塚コミュニティセンター
山形地方法務局 山交観光㈱山形北案内所 椹沢コミュニティセンター
山形中央郵便局 ㈱ゆうちょ銀行山形地域センター 滝山コミュニティセンター
山形テルサ ㈱ゆうちょ銀行山形店 東沢コミュニティセンター
山形テレビ 悠湯 郷ゆさ 南山形コミュニティセンター

南沼原コミュニティセンター
蔵王コミュニティセンター
村木沢コミュニティセンター
本沢コミュニティセンター
西山形コミュニティセンター
山形市社会福祉協議会


