
令和４年度 歳末たすけあい募金に 

ご協力ありがとうございました 

 
みなさまからの募金額 ２，３２４，３９６円 

 
ご協力者（順不同・敬称略） 

 

12 月１日受付分 

・誓願寺 ・上川更生ハイム職員親睦会 ・旭川のなか園 ・旭川ねむのきの園 

・旭川Ａフレンズ ・(一社)全国パーキンソン病友の会北海道支部旭川ブロック 

・高野地区高野南校川町内会 ・高野地区高野東町内会 ・高野地区高野南第１町内会 

・高野地区高野南第２町内会 ・アサヒ警備保障㈱ ・花本建設㈱ ・マーメイドキッズ 

・吉宮建設㈱ ・旭川設計測量㈱ ・㈱山田木工場 ・岩間礼子 ・㈲旭園 

・㈱K・F・K ・旭川市立陵雲小学校 ・旭川市選挙管理委員会事務局 

・旭川市土木総務課 ・㈲北海事務機 

 

12 月 2 日受付分 

・旭川トヨペット㈱ ・㈱ヤクルト北北海道 ・大和自動車工業㈱ ・北海美掃㈱ 

・更生保護法人旭川保護会 ・旭川市土木建設課 ・㈱弘善社 

 

12 月 5 日受付分 

・西山坂田電気㈱ ・荒井建設㈱ ・旭川市社会教育課 ・旭川市総合政策部 

・旭川市教育委員会学校施設課 

 

12 月 6 日受付分 

・旭川市土木部公園みどり課 ・旭星地区民生委員児童委員協議会 ・(NPO)ハーモニー 

・東豊中央地区東光三和町内会 ・八重樫和裕 ・㈱谷脇組 ・立正佼成会旭川教会 

・㈱大和 ・相木整形外科医院 ・旭川地方労働基準協会 

 

12 月 7 日受付分 

・トーエー企業㈱ ・近文手話の会 ・㈱hobby ・麻雀同好会 ・岡田政勝 

・旭川市監査事務局 ・旭川市保健指導課 ・(一社)旭川地方自家用自動車協会 

・南牛別中央町内会 ・旭川市科学館 

 



12 月 8 日受付分 

・末広地区社会福祉協議会 ・旭川市経済交流課 ・神居公民館 

・旭成会旭川地区安全衛生環境協力会 

 

12 月 9 日受付分 

・旭川肢体不自由児者父母の会 ・軽費老人ホーム緑が丘太陽園 

・旭川芸能ボランティア大雪会 ・旭川市広報広聴課 ・旭川市経済総務課 

・旭川市雪対策課 ・北海道旭川児童相談所 ・敬愛園 ・音訳グループ旭川本の会 

・㈱カンディハウス ・旭川美景園 ・旭川理容美容専門学校 ・スマイル会手話歌 

・旭川市西神楽支所親睦会 ・㈱山本ビル 

 

12 月 12 日受付分 

・朝日地区民生委員児童委員協議会 ・春光西地区民生委員児童委員協議会 

・末広地区民生委員児童委員協議会 ・神居東地区民生委員児童委員協議会 

・近文・川端地区民生児童委員協議会 ・旭川白百合幼稚園 ・旭川市立西神楽小学校 

・江丹別産業開発㈱ ・旭川市食肉衛生検査所 ・旭川市議会事務局 

・旭川市消防本部市民安心課 ・特別養護老人ホーム敬生園 ・㈱アイエイ研究所 

・北海道日野自動車㈱ 

 

12 月 13 日受付分 

・中央地区民生委員児童委員協議会  ・愛宕地区民生委員児童委員協議会 

・緑が丘地区民生委員児童委員協議会 ・東部東光地区民生委員児童委員協議会 

・神居西地区民生委員児童委員協議会 ・旭川市都市計画課 

・旭川市保健所コロナ担当(ワクチン) ・㈱中野銘木店 

 

12 月 14 日受付分 

・東光地区共愛町内会 ・江丹別地区民生委員児童委員協議会 

・将棋同好会 ・旭川市税制課 ・旭川市市民税課 ・旭川市資産税課 ・旭川市納税管理課 

・旭川市納税推進課 ・旭川市教育委員会教育指導課 ・旭川市結婚相談所  

・旭川第五小学校児童会、桜岡中学校生徒会 

 

12 月 15 日受付分 

・豊岡地区民生委員児童委員協議会 ・永山東地区民生委員児童委員協議会 

・旭川要約筆記サークル「ひまわり」 ・旭川カーリンコン協会 ・永山太陽認定こども園 

・旭川市公民館事業課 ・五葉会 ・(公財)旭川市スポーツ協会  

・㈱橋本川島コーポレーション ・㈱電業 ・旭川美術館ボランティア ・旭川通運㈱ 

 



12 月 16 日受付分 

・大成地区民生委員児童委員協議会 ・神楽地区民生委員児童委員協議会  ・旭川市管財課  

・旭川市公共施設マネジメント課 ・旭川市情報政策課 ・旭川市職員厚生課 ・旭川市人事課 

・旭川市契約課 ・旭川市行政改革課 ・旭川市庁舎建設課 ・旭川市工事検査課 

・旭川市総務課 ・旭川市企業立地課 ・旭川市教育委員会教育政策課 ・旭川市観光課 

・特別養護老人ホーム愛善園 ・わんぱく保育園 ・旭川市保健所保健総務課 ・医務業務課 

 

12 月 19 日受付分 

・真宗大谷派最勝寺 ・(NPO)ニムビン ・東光地区民生委員児童委員協議会 

・東旭川地区民生委員児童委員協議会 ・.神楽岡地区民生委員児童委員協議会 

・新旭川地区民生委員児童委員協議会 ・旭川市防災課 ・旭川市産業振興課  

・旭山動物園 ・財務省北海道財務局旭川財務事務所 ・旭川聖母幼稚園 

・旭川市立永山中学校生徒会 

 

12 月 20 日受付分 

・㈱ソリューションセンター ・(一社)北・ほっかいどう総合カウンセリング支援センター 

・啓明地区民生委員児童委員協議会 ・旭川要約筆記サークル「風(レラ)」 

・北海道立旭川美術館 ・植平印刷㈱ ・(公財)旭川市公園緑地協会 ・陸上自衛隊旭川駐屯地 

・北海道旭川永嶺高等学校 ・上川総合振興局南部森林室 ・㈱ハスコム 

 

12 月 21 日受付分 

・旭川市職親会 ・旭川中途難失聴者協会 ・すずらん手話の会 ・家庭文庫じゃんけんポン 

・きたのまち ・地域活動支援センターきたのまちジョブリハセンター 

・春光台地区民生委員児童委員協議会 ・旭川市環境部 ・旭川市社会教育部文化振興課 

・旭川市立永山小学校児童会 ・旭川市農業委員会事務局 ・養護老人ホーム緑風苑 

・旭川市建築部 ・旭川市永山支所 ・旭川市土木部用地課 ・旭川市秘書課 

・林産試験場 ・旭川信用金庫 

 

12 月 22 日受付分 

・(NPO)福祉旭川共有会 ・旭川市土木事業所 ・中央地域包括支援センター 

・軽費老人ホーム旭川緑光苑 ・旭川市立末広小学校児童会 

・北海道旭川農業高等学校ボランティア局 ・旭川商工会議所 ・㈱旭川冨貴堂 

・旭川市保健所健康推進課 ・老人保健施設愛善ハイツ ・旭川市立末広小学校児童会 

 

12 月 23 日受付分 

・セブンイレブン旭川旭町店 ・旭川大雪ライオンズクラブ ・旭川市母子福祉連合会 

・在日本大韓民国民団旭川支部 ・旭川龍谷高等学校 ・旭川身障者福祉協会 



・旭川市水道局 ・(地独)北海道立総合研究機構建築研究本部 

 

12 月 26 日受付分 

・山本融 ・旭川市神居・江丹別地域包括支援センター ・上川総合振興局 

・国土交通省北海道開発局旭川開発建設部 ・ネッツトヨタたいせつ㈱ 

 

12 月 27 日受付分 

・障がい者就労継続支援事業所ゆいまーる ・(福)旭川旭親会 

・(福)群生会ケアハウスふれあい ・春光中央地区民生委員児童委員協議会 

・旭川市会計課職員親睦会 ・旭川市福祉保険課 ・旭川市指導監査課 

・旭川市国民健康保険課 ・旭川市長寿社会課 ・旭川市介護保険課 

・旭川市障害福祉課 ・旭川市生活支援課 ・旭川市保護第１課 ・旭川市保護第２課 

・旭川市保護第３課 ・いきいきセンター新旭川職員及び利用者 ・北海道警察旭川方面本部 

・旭川なでしこライオンズクラブ ・旭川隣保会第一こども園 ・北海道旅客鉄道㈱旭川支社 

・旭川市立大町小学校 ・ファミリーレストランりっか亭 

 

12 月 28 日受付分 

・(福)北海道療育園 ・旭川少年友の会 ・大成地区福祉部 ・上川総合振興局旭川建設管理部 

・旭川市立東栄小学校児童会 ・旭川市教育委員会学校教育部学務課 ・旭川市中央図書館 

・旭川市末広図書館 ・旭川市農政課 ・旭川市農業振興課 ・旭川市農林整備課 

・旭川市市民生活部市民生活課 ・旭川市博物館 ・いきいきセンター永山職員一同 

・野崎由美子 ・旭川環境整備事業協同組合 ・㈱旭川振興公社 ・旭川市クリーンセンター 

・(一財)旭川市水道協会 

 

12 月 29 日受付分 

・旭川市消防本部 ・旭川市消防本部予防指導課 ・(福)旭川市社会福祉協議会５条事務所 

・旭川市教育委員会学校保健課 ・旭川市地域振興部地域振興課 ・西崎盈明 

 

12 月 30 日受付分 

・日本筋ジストロフィー協会旭川支部 ・旭川ヒューマンサービスセンター  

・北海道旭川工業高等学校 ・旭川市保健所衛生検査課 

・日本製紙㈱北海道工場旭川事業所 

 

令和５年１月 5 日受付分 

・オーキッド保育園 

 

 



１月 6 日受付分 

・千代田地区民生委員児童委員協議会 ・西神楽地区民生委員児童委員協議会 

・末広南地区民生委員児童委員協議会 

 

１月 10 日受付分 

・いきいきセンター神楽 ・ふくふく家族の会 

 

1 月 11 日受付分 

・旭川地方検察庁 

 

１月 12 日受付分 

・末広東地区民生委員児童委員協議会 ・(福)旭川市社会福祉協議会在宅サービス課 

 

１月 17 日受付分 

・㈱旭ダンケ ・陸上自衛隊旭川駐屯地 

 

１月 20 日受付分 

・旭川市忠和地区民生委員児童委員協議会 ・旭川市永山西地区民生委員児童委員協議会 

・旭川市東豊中央地区民生委員児童委員協議会 

 


