
令和４年３月３１日現在

≪出雲市社会福祉協議会≫

（順不同　敬称略）

一畑電車株式会社 翠苑

居宅介護支援事業所いきいきプラン 岩成建設

山洋工業株式会社 株式会社ホームケアー島根

株式会社ソノ 東福建設株式会社

平田理容師組合 屋賀部石油

株式会社ビリーフ 株式会社島根富士通

さらさの家 ツチエヒューム株式会社

株式会社コニシ 株式会社テーリング

出雲リハビリサービス有限会社 有限会社坂本屋

平田建築組合 株式会社河村食材

平田商工会議所 河原石油有限会社

報光社 有限会社伊藤工事

島根県農業協同組合出雲地区本部 岡田建築

株式会社海産物松村 進栄機工

有限会社山根建設 株式会社ホンダカーズ出雲

株式会社ホームエネルギー山陰 山里波

有限会社塩津定置 平田灘分簡易郵便局

みなとの丘グループ株式会社 有限会社池田電工

株式会社十六島大敷 株式会社出西窯

有限会社忠栄丸 ティ・エス有限会社

株式会社プロビズモ 日商機材株式会社出雲支店

株式会社新出雲ウインドファーム 株式会社日野組

平田北浜郵便局 有限会社米江組

ＴＡＧ株式会社 株式会社三加茂建鋼石材事業部河下石材

ＬＣＣ株式会社 西田簡易郵便局

和幸情報システム株式会社 株式会社キムラ

勝永寺 斐川通信株式会社

長寿寺 メディソル株式会社

光丸商店 西尾板金工作所

有限会社柳楽工業 有限会社太田金物

美保鉄筋株式会社 有限会社山陰カーペットサービス

はしもと 有限会社長岡鐵工所

【次ページに続きます】

財源面でご協力頂いている企業等をご紹介いたします。
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（順不同　敬称略）

1 西村印刷有限会社 宗玄寺

2 ふくだ鮮魚店 有限会社福田ファーム

3 有限会社安食住建 岡鉄工所

4 有限会社三島建設 及川医院

5 庄徳水道 有限会社ミノル建築

6 有限会社制電工業 株式会社オートライフビュー

7 久文建設株式会社 南目農園

8 原医院 本田医院

9 石飛妙盛堂 青木商店

10 児玉医院（大池） ギフト＆喫茶フレンド

11 トヨノオート 有限会社湖陵オート

12 三原仏壇店 吉田畳店株式会社

13 やたま建設株式会社 有限会社ミヤ電機工業

14 株式会社はらぶん チノミ時計店

15 西尾自動車株式会社 児玉医院（神西）

16 ヒカワ精工株式会社 ホーム・スイートホームきらり

17 株式会社岩多屋福祉事業部出雲 （有）協同サービスキョーワガス事業部

18 昭和開発工業株式会社 株式会社カーショップイマオカ

19 有限会社石倉建設 株式会社日本海建設

20 株式会社エコテック産業 全国農業協同組合連合会島根事務所

21 株式会社新井建設 有限会社來間鉄工所

22 株式会社井口組 株式会社寿建設工業

23 有限会社佐々木組 三協貨物株式会社

24 まるふく商事株式会社 有限会社サイゴウ自動車

25 有限会社グリーンワーク 石川美容室

26 岩﨑歯科医院 株式会社今岡興産

27 株式会社コスモ建設コンサルタント 浜村電機店

28 有限会社稲田測量設計 あおぞら

29 前川鋳工造機株式会社 吉田商店

30 林産業株式会社 有限会社八幡原工作所

31 有限会社宏榮工業 馬庭開運堂

32 アオイ興業有限会社 ブティック美麗

33 株式会社環境理化学研究所 源光寺

34 柿壺株式会社 三島建築

35 工房ながおか 有限会社スサノオ観光

36 株式会社出雲村田製作所 キシ美容室

【次ページに続きます】
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（順不同　敬称略）

1 けんこう歯科医院 一般社団法人えにし

2 ファミリーショップやまもと 日本貿易産業株式会社

3 有限会社土次自動車商会 三笠産業株式会社出雲工場

4 味彩さかもと ホテル小田

5 須佐チップ工業有限会社 喫茶シャロン

6 株式会社土井豆組 有限会社小田温泉

7 藤美 タケシタ電器

8 理容あんじき 株式会社香り芽本舗

9 カウベル 株式会社平田自動車教習所

10 有限会社斐川中央自動車 株式会社さつき祭典

11 イトートーヨーサービス （有）土江重機

12 有限会社アールズシステム 有限会社田仲組

13 ウェルシー 株式会社安井組

14 田中建具店 有限会社竹下工材

15 福田磨壽穂司法書士事務所 有限会社釜屋塗装

16 三玄寺 ファーマシィきりん薬局

17 有限会社わこう自動車 いまむら耳鼻咽喉科医院

18 有限会社西尾組 有限会社石飛組

19 小田自動車 株式会社松江テクノサービス

20 有限会社山佐運送店 ハートキュアひらた

21 有限会社井山屋製菓 昭和ＫＤＥ株式会社河下工場

22 有限会社ナギラ建工 池田建設有限会社

23 有限会社石飛商店 安食採石

24 久村診療所 河下郵便局

25 山建プラント株式会社 平田坂浦郵便局

26 株式会社山下工務所 荒木日進園

27 島根ハード株式会社 有限会社まるい

28 株式会社イズコン島根第二工場 株式会社サンクラフト

29 有限会社森山商会 有限会社坂本造船

30 エディオン多伎店 岡整骨院

31 いづも大社カントリークラブ 久家電気設備

32 株式会社多伎振興 南場工務店

33 知野見電気 株式会社新宮組

34 ゼノー・テック出雲株式会社 石飛工務店

35 久村簡易郵便局 有限会社青山商店

36 おおの歯科医院 中部保育所

【次ページに続きます】
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（順不同　敬称略）

1 木挽屋酒店 小村書店

2 才目渡船 有限会社福間秀文堂

3 路屋渡船 有限会社岡田忠市商店

4 株式会社栄徳 ご縁スタンプ会

5 成徳寺 平田水道工業有限会社

6 竹野屋商店 伊藤産婦人科眼科医院

7 天理教佐津分教会 仲田医院

8 本増屋 河原泌尿器科医院

9 有限会社セフティロード 有限会社矢田商店

10 有限会社金山グローカルファーム 有限会社森脇木工アルミ建材

11 山岡医院 有限会社大谷鉄工所

12 よふきや 有限会社吾郷自動車商会

13 有限会社キサ商事 宇美神社

14 株式会社高砂醤油本店 味処おかや

15 有限会社須田工務店 株式会社酒持田本店

16 株式会社タハラ 加藤醤油有限会社

17 山陰中央新報国富販売所 ひらたメイプルホテル

18 株式会社山﨑組 持田醤油店

19 伊藤製材所 スタジオタケベ

20 つねまつ料理仕出し店 たのう米穀株式会社

21 持田工務店・協和土地建物 来間屋生姜糖本舗

22 有限会社篠原石油 平田屋精肉店

23 有限会社イノウエ看板 牧野内科医院

24 康国寺 長岡ふとん店

25 まこと建築 有限会社アタゴタクシー

26 ひらた西保育園 有限会社坂本藤次郎本店

27 有限会社サンオート原田 以久満

28 山口建設株式会社 くにびき診療所ひらた

29 太田医院 木佐清月堂

30 株式会社イ農ベルみだみ 有限会社松本電機

31 株式会社福島造園 有限会社勝部建材店

32 どうぜん歯科医院 有限会社大島屋楽器店

33 有限会社前田設計事務所有限会社 あづま堂

34 遠藤燃料工業有限会社 はら料理店

35 ひらたＣＡＴＶ株式会社 有限会社大島屋

36 島根印刷株式会社 堀内石材工業有限会社
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　令和３年度出雲市社会福祉協議会　賛助会費にご協力いただきました皆さま　④

4



（順不同　敬称略）

1 久家風月堂 松本酒店

2 吉直整形外科クリニック 株式会社ミートまつもと

3 有限会社吾郷ホンダ ストロベリーカフェ

4 きさ内科皮膚科クリニック 坂榮酒店

5 漆芸のわたなべ 持田蒲鉾店

6 本庄屋 江陽印刷

7 有限会社かわしま 花つか生花店

8 さとうクリニック 浅野種苗園

9 加藤書店 ＯＫＡＹＡ

10 原田商店 もっちゃん

11 飯塚時計店 田中豆富店（有）

12 あたごクリーニング 理容もりわき

13 小汀泰之税理士事務所 靴工房ｇｒａｎｐａＹＯＳＨＩＯ

14 伊藤畳店 サプリのポケット

15 有限会社千加屋 郷原歯科医院

16 有限会社アタゴ写真館 愛宕林業有限会社

17 法恩寺 石原薬局

18 古川製パン店 有限会社飯塚板金工作所

19 大林寺 はやし

20 島田精米製粉所 つたや化粧品店

21 古平田寺 味工房藤江

22 きんとき幸寿し 酔心

23 かねしげ理美容室 わかば歯科医院

24 株式会社ソノ さつき祭典

25 河原時計店 有限会社平田電工

26 久乃家 パティスリーメモリー

27 北脇酒店 石川建築設計事務所

28 株式会社玉木園芸 かめや製パン店

29 有限会社くろだ人形店 本妙寺

30 有限会社平田開発 極楽寺

31 やませ呉服店 松浦造園

32 ぎま理容店 有限会社スミカワ

33 有限会社ほり江

34 有限会社ひらの屋

35 パナックアサヒ

36 ぎま文具 匿名　35件
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（順不同　敬称略）

1 株式会社ライフサポート 社会福祉法人ひらた福祉会

2 社会福祉法人慈潤会 社会福祉法人愛和福祉会

3 社会福祉法人浜山福祉会 社会福祉法人若草福祉会美野園

4 社会福祉法人古平田和光会 社会福祉法人ほのぼの会

5 社会福祉法人ふあっと 株式会社ハピネライフ一光

6 社会福祉法人出雲北陽 社会福祉法人やすらぎ福祉会

7 社会福祉法人ことぶき福祉会 社会福祉法人出雲すみれ福祉会

8 社会福祉法人京真会 社会福祉法人多伎の郷

9 シルバーコミュニティセンター株式会社 ＮＰＯ法人ぽんぽん船

10 社会福祉法人きんろう保育園 社会福祉法人出東福祉会

11 社会福祉法人おおつ保育園 社会福祉法人西野福祉会

12 社会福祉法人えんや福祉会 有限会社美奈須

13 社会福祉法人あい來福祉会 社会福祉法人金太郎の家

14 社会福祉法人静和会 社会福祉法人湖陵福祉会ハマナス保育園

15 社会福祉法人あすなろ会 ＮＰＯ法人みずうみ

16 社会福祉法人出雲南福祉会 社会福祉法人あい川福祉会

17 社会福祉法人荒茅福祉会 社会福祉法人神奈福祉会

18 社会福祉法人親和会 社会福祉法人喜和会

19 社会福祉法人島根県社会福祉事業団 ひかわ福祉の里

20 社会福祉法人ＪＡいずも福祉会 社会福祉法人壽光会

21 社会福祉法人創文会 訪問看護ステーションほほえみ

22 社会福祉法人出雲乳児福祉会 社会福祉法人荘原福祉会

23 社会福祉法人里方福祉会 ＣＯＣＯ荘原・向日葵の家

24 公益社団法人島根県看護協会 社会福祉法人斐川あしたの丘

25 社会福祉法人ひまわり福祉会 ＮＰＯ法人スサノオの風

26 社会福祉法人恵寿会 社会福祉法人やまゆり

27 医療法人かんど会 株式会社ピュアライフ島根

28 ＮＰＯ法人出雲スポーツ振興２１ 社会福祉法人きづき会

29 社会福祉法人みその児童福祉会 特定非営利活動法人なかよし

30 社会福祉法人西園保育園 社会福祉法人桑友

31 社会福祉法人神門福祉会 株式会社ひより

ＮＰＯ法人たすけあい平田 社会福祉法人縁むすび福祉会

社会福祉法人平田保育会 社会福祉法人おおつか福祉会

社会福祉法人真心会るんびにぃ苑 匿名１件

32

24
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温かいご支援をいただき心から感謝申しあげます。
なお、出雲市社会福祉協議会では引き続き、賛助会費・団体会費を募集しています。
ご協力いただける方は、出雲市社会福祉協議会　本所・各支所へご連絡ください。
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