
～私たちも“赤い羽根共同募金運動”に参加しています～

街頭募金協力団体一覧　　　968件　　　　　　61,685,276円
（10，000円以上のご寄付者名）

　学校　　　144件　　　7,336,046円
千代田区 麹町学園女子中学校・高等学校 378,399
千代田区 東京家政学院中学校・高等学校 19,551
千代田区 神田女学園中学校・高等学校 15,898
千代田区 大妻高等学校　ＪＲＣ部 12,632
港区 慶應義塾中等部 45,222
港区 東京都立六本木高等学校 24,897
新宿区 新宿区立愛日小学校 17,922
新宿区 学習院初等科 429,619
新宿区 新宿区立西早稲田中学校 29,468
文京区 日本女子大学附属豊明幼稚園 43,989
文京区 大和郷幼稚園 10,271
文京区 日本女子大学附属豊明小学校 63,479
文京区 文京区立第六中学校 13,179
文京区 貞静学園中学高等学校 1,632,834
文京区 跡見学園中学校・高等学校 119,142
文京区 桜蔭中学校 25,806
文京区 文京学院大学女子中学校　生徒会 19,773
文京区 京華商業高等学校 12,637
文京区 淑徳SC中等部・高等部 10,689
文京区 日本指圧専門学校 26,256
文京区 貞静学園短期大学 23,726
台東区 台東区立大正小学校 23,523
台東区 台東区立御徒町台東中学校 55,624
台東区 岩倉高等学校 16,480
墨田区 江東学園幼稚園 47,544
墨田区 東京都立本所高等学校　生徒会 40,262
墨田区 東京都立本所高等学校柔道部 25,444
江東区 江東区立大島西中学校 13,553
江東区 東京都立大江戸高等学校 17,145
品川区 文教大学付属中学・高等学校 82,921
品川区 立正中学・高等学校 62,491
品川区 青稜中学校・高等学校 28,387
品川区 小野学園女子中学・高等学校　インターアクトクラブ 22,200
品川区 攻玉社学園　ボランティアクラブ 18,355
大田区 大田区立矢口中学校 15,598
大田区 東京実業高等学校 94,575
大田区 清明学園中学校 13,798
大田区 東京都立つばさ総合高等学校 17,262
世田谷区 みょうじょう幼稚園 116,533
世田谷区 鈴蘭幼稚園 100,000
世田谷区 銀の鈴幼稚園 20,000
世田谷区 慶元寺幼稚園　 18,200
世田谷区 成城幼稚園 12,000
世田谷区 愛隣幼稚園 11,500
世田谷区 世田谷平安教会・平安幼稚園 10,000



世田谷区 昭和女子大学附属昭和小学校 102,199
世田谷区 鴎友学園女子中学校・高等学校　奉仕委員会 109,063
世田谷区 国本女子中・高等学校 43,429
世田谷区 昭和女子大学附属昭和中学校・高等学校 40,000
渋谷区 福田幼稚園 28,850
渋谷区 渋谷区立猿楽小学校 12,439
渋谷区 東京女学館小学校　 82,436
渋谷区 青山学院初等部 50,000
渋谷区 渋谷教育学園渋谷中学・高等学校ボランティア部 40,193
渋谷区 文化服装学院　学友会　社会事業委員会　 141,053
渋谷区 東京スクールオブミュージック専門学校渋谷 18,500
中野区 やはた幼稚園 37,850
中野区 日本ﾅｻﾞﾚﾝ教団中野教会附属幼稚園 32,210
中野区 大妻中野中学校・高等学校 71,178
中野区 宝仙学園中学高等学校　女子部 13,254
杉並区 西荻まこと幼稚園 15,840
杉並区 西荻学園幼稚園 11,890
豊島区 もみじ幼稚園 13,248
豊島区 豊島区立南池袋小学校 24,504
豊島区 豊島区立池袋第一小学校 17,967
豊島区 豊島岡女子学園 88,018
豊島区 淑徳巣鴨中学・高等学校　美子文会 14,235
豊島区 専門学校ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ・ｽｸｰﾙｵﾌﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ 42,098
北区 桜輪幼稚園　父母の会 10,732
北区 武蔵野高等学校ボランティア部 117,952
北区 順天中学・高等学校 58,216
北区 東京都立王子特別支援学校 25,228
荒川区 荒川区立汐入東小学校　にこにこすくーる 16,162
荒川区 荒川区立第五中学校 38,254
荒川区 国際共立学園 国際理容美容専門学校 20,000
板橋区 まきば幼稚園 28,500
板橋区 松月院幼稚園 13,444
板橋区 落合幼稚園 12,344
板橋区 こうま幼稚園 12,082
板橋区 板橋区立高島第二小学校 19,012
板橋区 帝京中学高等学校 100,000
練馬区 石神井幼稚園 11,043
練馬区 練馬白菊幼稚園 10,000
練馬区 高松幼稚園 10,000
練馬区 みのり幼稚園 10,000
足立区 足立区立入谷南中学校 25,133
足立区 足立区立栗島中学校 16,779
葛飾区 葛飾区立東金町中学校 89,036
葛飾区 葛飾区立青戸中学校 54,236
葛飾区 葛飾区立葛美中学校 13,667
葛飾区 共栄学園中学高等学校 10,000
江戸川区 かんしち幼稚園 25,955
江戸川区 宇喜田幼稚園 22,745
江戸川区 江戸川区立清新第二中学校 58,280
江戸川区 愛国中学・高等学校　学友会 122,935
八王子市 八王子市立川口小学校 20,790
八王子市 明治大学付属中野八王子中学校・高等学校　福祉委員会 14,868



八王子市 八王子中学校・八王子高等学校 10,630
立川市 石川学園　こばと幼稚園 25,993
調布市 東京緑ヶ丘幼稚園 83,814
調布市 調布若竹幼稚園母の会 26,332
調布市 調布市立第八中学校 14,758
町田市 町田文化幼稚園 80,951
町田市 東京家政学院大学 14,292
小金井市 こどものくに幼稚園 25,695
小平市 東京丸山学園 74,088
小平市 小平市立小平第三中学校 533,115
東村山市 東村山市立青葉小学校 33,775
国立市 国立学園小学校 20,800
清瀬市 日本社会事業大学 52,714
多摩市 多摩大学附属聖ヶ丘中学高等学校 172,224
あきる野市 あきる野市立西中学校ボランティア部 49,527
瑞穂町 如意輪幼稚園 30,000
神津島村 東京都立神津高等学校　生徒会 10,180

　ボーイ・ガールスカウト　　　176件　　　8,550,405円
中央区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ中央第10団･ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第155団 97,079
中央区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ中央第６団 56,251
中央区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ中央第11団･ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第189団 11,627
港区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ港第5団 156,904
港区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ港第1団ｶﾌﾞｽｶｳﾄ隊 23,680
港区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ港第18団 19,152
港区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ港第12団カブ隊 13,910
新宿区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ新宿第17団 43,217
新宿区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ新宿第4団 36,071
新宿区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ新宿第8団 23,111
新宿区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ新宿第1団 22,220
台東区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ台東第4団 105,956
台東区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ台東第3団 41,542
台東区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ台東第1団 12,735
墨田区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ墨田第3団 58,555
墨田区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ墨田第4団 13,109
墨田区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ墨田第10団 12,723
江東区 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第98団 44,372
江東区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ江東第5団 38,526
江東区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ江東第2団 22,652
品川区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ品川第8団 105,148
品川区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ品川第2団 26,257
品川区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ品川第6団 20,000
目黒区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ目黒第8団 84,117
目黒区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ目黒第3団 77,125
目黒区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ目黒第7団 66,953
目黒区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ目黒第1団 63,951
目黒区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ目黒第6団 17,542
大田区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ大田第4団 61,115
大田区 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第209団 43,072
大田区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ大田第7･8団 42,210
大田区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ大田第11団 38,689
大田区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ大田第2団 37,847



大田区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ大田第19団 30,080
大田区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ大田第6団 29,989
大田区 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第23団 20,010
大田区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ大田第15団 18,861
世田谷区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ世田谷第7団 161,445
世田谷区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ世田谷第11団 96,876
世田谷区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ世田谷第5団 91,831
世田谷区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ世田谷第24団 70,889
世田谷区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ世田谷第16団 58,804
世田谷区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ世田谷第4団 48,920
世田谷区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ世田谷第10団 48,300
世田谷区 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第57団 36,339
世田谷区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ世田谷第8団 32,176
世田谷区 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第117団 30,064
世田谷区 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第72団 27,596
世田谷区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ世田谷第19団 23,500
世田谷区 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第200団 22,292
世田谷区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ世田谷第20団 13,603
渋谷区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ渋谷第5団･ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京87･187団　 88,061
渋谷区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ渋谷第9団　 62,308
渋谷区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ渋谷第14団 57,777
渋谷区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ渋谷第3団 28,722
渋谷区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ渋谷第6団 25,700
中野区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ中野第11団 104,307
中野区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ中野第8団 52,000
中野区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ中野第7団 35,494
杉並区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ杉並第4団 121,470
杉並区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄあすなろ地区杉並第12団 86,539
杉並区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ杉並第5団　　 63,605
杉並区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ杉並第9団 59,862
杉並区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ杉並第11団 51,464
杉並区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ杉並第2団 25,894
杉並区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ杉並第13団 22,795
杉並区 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第139団 18,926
豊島区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ豊島第1団 80,323
豊島区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ豊島第4団 51,804
豊島区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ豊島第7団 44,365
豊島区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ豊島第17団 37,684
豊島区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ豊島第6団　 31,441
北区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ北第8団 68,807
北区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ北第1団　 41,427
北区 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第21団 33,821
北区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ北第3団 23,296
荒川区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ荒川第2団 85,851
荒川区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ荒川第1団 13,737
板橋区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ板橋第11団 95,068
板橋区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ板橋第15団 68,000
板橋区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ板橋第4団 45,389
板橋区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ板橋第5団 36,718
板橋区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ板橋第2団 35,500
板橋区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ板橋第3団 32,950
板橋区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ板橋第10団 21,991



練馬区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ練馬第5団 232,057
練馬区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ練馬第1団 131,502
練馬区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ練馬第15団 129,303
練馬区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ練馬第10団 89,539
練馬区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ練馬第8団 70,996
練馬区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ練馬第16団･ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第168団 55,722
練馬区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ練馬第6団 55,456
練馬区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ練馬第7団 54,890
練馬区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ練馬第9団 54,233
練馬区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ練馬第17団 49,656
練馬区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ練馬第3団 47,310
練馬区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ練馬第13団 44,605
練馬区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ練馬第4団 27,755
足立区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ足立第5団 120,000
足立区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ足立第4団 54,579
足立区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ足立第14団 53,970
足立区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ足立第3団 41,974
足立区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ足立第8団 36,752
足立区 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第104団 25,040
葛飾区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ葛飾第2団 62,000
葛飾区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ葛飾第4団 61,165
葛飾区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ葛飾第3団 47,781
葛飾区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ葛飾第1団 35,020
葛飾区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ葛飾第7団 28,367
江戸川区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ江戸川第1団 82,200
江戸川区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ江戸川第5団 39,511
江戸川区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ江戸川第７団 37,990
江戸川区 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第75団 31,715
江戸川区 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第215団 20,155
八王子市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ八王子第1団 82,960
八王子市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ八王子第6団 70,807
八王子市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ八王子第7団 53,319
八王子市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ八王子第11団 50,000
立川市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ立川第4団・ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第158団 52,665
武蔵野市 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第18団 41,118
武蔵野市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ武蔵野第1団 41,118
三鷹市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ三鷹第5団 60,184
三鷹市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ三鷹第1団 39,865
青梅市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ青梅第2団 35,803
青梅市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ青梅第3団 24,632
青梅市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ青梅第4団 17,272
府中市 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第116団 61,000
府中市 府中スカウト育成協議会 60,865
府中市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ府中第6団 30,076
調布市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ調布第2団 131,626
調布市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ調布第9団 27,000
調布市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ調布第10団 22,495
町田市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ町田第13団 126,632
町田市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ町田第1団 117,921
町田市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ町田第6団 57,224
町田市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ町田第16団 41,829
町田市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ町田第20団 34,754



町田市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ町田第9団 25,848
町田市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ町田第14団 23,899
町田市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ町田第7団 21,956
町田市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ町田第3団 17,205
小金井市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ小金井第4団 52,147
小金井市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ小金井第1団 29,224
小平市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ小平第2団 53,421
小平市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ小平第3団 40,810
小平市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ小平第1団 36,000
小平市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ小平第4団 16,208
日野市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ日野第4団 39,028
東村山市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ東村山第6団 51,062
東村山市 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第176団 17,637
国分寺市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ国分寺第1団 139,850
国分寺市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ国分寺第2団 34,550
国分寺市 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第97団 29,382
国立市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ国立第1団 24,152
福生市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ福生第2団 29,664
福生市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ福生第1団 26,338
福生市 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第191団 18,930
狛江市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ狛江第3団 18,676
東大和市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ東大和第2団 24,000
清瀬市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ清瀬第3団 74,535
清瀬市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ清瀬第2団 36,358
清瀬市 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第70団 17,207
東久留米市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ東久留米第2団 16,320
多摩市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ多摩第2団 36,172
稲城市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ稲城第1団 58,273
羽村市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ羽村第1団 29,675
あきる野市 あきる野市ﾎﾞｰｲ・ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ連絡協議会 27,372
西東京市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ西東京第2団 108,539
西東京市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ西東京第1団カブ隊 57,215
西東京市 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第129団 21,911

宗教団体　　125件　　19,946,931円
　カトリック東京大司教区　教会、学校、施設等　　　

46件　　　7,181,136円
雙葉学園 2,962,307
田園調布雙葉学園 752,101
聖心学園　東京保育専門学校　 440,061
光塩女子学院高等科･中等科･初等科 394,181
慈生会 244,543
上智社会事業団 202,779
クリストロア会聖ヨゼフホーム 202,622
カリタスの園　小百合の寮 162,650
井荻聖母幼稚園 148,597
カトリック上野教会 144,562
聖心女子学院初等科　 144,179
聖心女子学院　もゆる会 104,584
ｶﾄﾘｯｸお告げのﾌﾗﾝｼｽｺ姉妹会 100,000
聖ヨハネ会 100,000
聖母のさゆり保育園 96,713



枝光学園 90,000
ドン・ボスコ保育園 68,571
聖マリア保育園 64,778
カトリック大森教会・ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ大田第14団・ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第421団58,800
カトリック瀬田教会 51,933
カトリック本所教会 47,212
カトリック小平教会　 43,031
関町白百合幼稚園 42,516
青少年福祉センター清周寮 40,836
星美学園幼稚園 35,687
カトリック八王子教会 34,806
星美学園中学高等学校 34,134
ぶどうの木　ロゴス点字図書館 30,000
サンタ・セシリア幼稚園 26,235
聖ドミニコ学園中学高等学校 25,000
カトリック築地教会 24,991
カトリック麹町聖イグナチオ教会 24,046
本所白百合幼稚園 22,454
カトリック三軒茶屋教会 21,500
レストナック幼稚園　母の会 20,291
カトリック赤羽教会 20,000
カトリック高輪教会 19,333
聖心学園幼稚園 17,788
世田谷聖母幼稚園 17,278
カトリック神田教会 17,116
東星学園 16,097
白百合幼稚園 15,933
聖母の騎士幼稚園 15,776
天使幼稚園 14,157
カトリック板橋教会 13,201

　真如苑　　　6件　　　3,503,395円
真如苑　総本部 2,500,000
真如苑　応現院 587,180
真如苑　大塚支部 282,072
真如苑　東京本部 73,103
真如苑　芝浦支部 30,719
真如苑　浜田山支部 30,321

　東京都仏教連合会　　16件　　　2,702,589円
浅草仏教会 1,144,060
深川仏教会 220,501
杉並仏教会 216,000
葛飾仏教会 204,568
豊島区仏教会 168,000
四谷仏教会　 138,460
本郷仏教会 110,000
芝仏教会 100,000
荏原仏教会 96,000
小石川仏教会 70,000
府中仏教会 60,000
練馬区仏教会 53,000



秋川仏教会 50,000
板橋区仏教会 30,000
玉川仏教会 24,000
日本橋仏教会 18,000

天理教東京教区 34件 2,425,895

　立正佼成会　　　13件　　　1,710,340円
立正佼成会江戸川教会 309,876
立正佼成会江東教会 255,880
立正佼成会足立教会 211,065
立正佼成会練馬教会 157,478
立正佼成会渋谷教会 114,653
立正佼成会文京教会 112,290
立正佼成会八王子教会 104,078
立正佼成会新宿教会 96,183
立正佼成会品川教会 93,119
立正佼成会板橋教会 73,996
立正佼成会杉並教会 73,022
立正佼成会南多摩教会 71,400
立正佼成会三鷹教会 37,300

妙智会教団 1件 1,615,096

救世軍本営 1件 365,010

佛立本旨講　妙應寺1件 183,940

大星教会極星会 1件 80,395

在家日蓮宗浄風会 1件 64,842

清隆寺 1件 59,732

金光教いわおフォーゲル隊1件 23,450

心睦教団 1件 15,000

神道大成教　 1件 10,000

　社会福祉施設団体　　　451件　　　16,054,958円
千代田区 鉄道弘済会　社会福祉部 572,392
千代田区 東京少年友の会 14,364
中央区 シルヴァーウィング新とみ 300,000
中央区 月島聖ルカ保育園 13,457
港区 港福会　みなと工房 21,456
港区 家庭授産奨励会　西麻布作業所 10,176
新宿区 東京都知的障害者育成会 1,241,920
新宿区 東京都同胞援護会 551,347
新宿区 東京都母子寡婦福祉協議会 114,585
新宿区 至誠会保育園 50,205



新宿区 東京ヘレン・ケラー協会 22,051
新宿区 日本点字図書館 13,234
新宿区 日本盲人職能開発センター 10,365
新宿区 斉修会 10,000
新宿区 日本精神衛生会 10,000
文京区 東京都遺族連合会 149,308
文京区 東京福祉会 144,262
文京区 東京実華道場 22,000
文京区 ひよこ教室 16,844
文京区 東友会 12,960
台東区 浅草寺病院 14,120
墨田区 興望館 286,278
墨田区 墨田区特別養護老人ホーム　なりひらホーム 200,000
墨田区 ベタニヤホーム 106,565
墨田区 フレンドリープラザ　墨田児童会館 42,660
墨田区 希望福祉会杉の子学園保育所 35,593
墨田区 賛育会　賛育会病院 33,799
墨田区 本所賀川記念館 28,922
墨田区 厚生館 19,103
墨田区 横川さくら保育園 10,956
墨田区 とらいあんぐる　隅田作業所 10,909
江東区 あそか会 104,757
江東区 ゆめグループ福祉会 53,316
江東区 日本聖公会東京教区まこと地域センター 49,355
江東区 聖救主福祉会　まこと保育園 28,399
江東区 たんぽぽクラブ 13,000
品川区 福栄会 140,403
品川区 品川総合福祉センター 128,341
品川区 三徳会 125,924
品川区 戸越会東戸越保育園 22,000
目黒区 愛隣会 61,032
目黒区 たんぽぽの会 28,000
目黒区 ＳＵＮ 12,871
大田区 いずみえん 40,563
大田区 ライフサポートかたつむり 23,373
大田区 恒明会桐里保育園 14,200
大田区 第二蒲田保育園 10,000
世田谷区 友愛十字会 79,900
世田谷区 ベビールーム下北沢 48,150
世田谷区 東京都重症心身障害児(者)を守る会 45,000
世田谷区 福音寮 38,691
世田谷区 東北沢つどいの家 35,611
世田谷区 ドレミファ保育室 34,260
世田谷区 東京育成園 30,266
世田谷区 河田母子厚生会 25,736
世田谷区 ベビールーム桜新町 25,385
世田谷区 うるおいの里　ちぐさ企画 18,006
世田谷区 東京有隣会 15,682
世田谷区 嬉泉 14,829
世田谷区 春明会春明保育園 10,500
渋谷区 ワークささはた 17,746
渋谷区 福田会 14,878



渋谷区 コミュニティハウス　保育室ポッポ 10,000
渋谷区 パール 10,000
中野区 東京コロニー 30,181
中野区 愛児の家 20,000
中野区 ピノッキオ保育園 10,000
杉並区 浴風会 121,513
杉並区 聖友ホーム 26,218
杉並区 済美会　済美職業実習所　保護者会 26,000
杉並区 かいとー 20,381
杉並区 虹旗社　杉並ゆりかご保育園 14,983
杉並区 光明会杉並学園 12,045
杉並区 和光会　阿佐谷保育園 11,012
杉並区 ぎんなん会 10,000
杉並区 東京家庭学校上水保育園 10,000
豊島区 フロンティア 209,030
豊島区 東京都肢体不自由児者父母の会連合会 23,000
豊島区 若草保育園 20,000
豊島区 愛の家保育園 10,000
豊島区 育和会椎名町ひまわり保育園 10,000
北区 東京都福祉事業協会 192,000
北区 育成会テーオーシー保育園 24,013
北区 聖母の騎士保育園 20,000
北区 神谷保育園 18,000
北区 光照園王子光照苑 14,013
北区 労働者クラブ保育園 10,000
北区 北区社会事業協会 10,000
荒川区 上宮会 267,452
荒川区 荒川区私立保育園園長会 68,386
荒川区 信愛報恩会信愛のぞみの郷 10,000
板橋区 板橋区私立保育園園長会 614,072
板橋区 松葉の園 48,742
板橋区 こもね作業所 14,700
板橋区 とくまる福祉作業所 14,208
板橋区 にりん草　おおやま福祉作業所 11,000
板橋区 小茂根の郷 10,635
練馬区 みさよはうす土支田 300,000
練馬区 章佑会　やすらぎの里大泉 111,552
練馬区 第二大泉学園実習ホーム 51,581
練馬区 錦華学院 30,043
練馬区 泉陽会第二光陽苑 22,824
練馬区 練馬若年認知症サポートセンター 20,360
練馬区 若水会　大泉にじのいろ保育園 20,134
練馬区 和敬会練馬二葉保育園 20,000
練馬区 育陽会エンゼル保育園 15,597
練馬区 若水会　南大泉にじのいろ保育園 10,892
練馬区 大泉松和会大泉保育園 10,016
足立区 からしだねうめだ・あけぼの学園 100,971
足立区 からしだねうめだ「子供の家」 45,760
足立区 あだちの里 30,723
足立区 三星保育園 17,748
足立区 子ひばり保育園 15,917
足立区 聖風会　足立新生苑 12,990



葛飾区 仁生社 265,512
葛飾区 葛飾学園 140,529
葛飾区 いろは福祉会 29,289
葛飾区 ひまわり保育園 28,965
葛飾区 葛飾会かつしか苑 18,275
葛飾区 かがやけ福祉会 15,532
葛飾区 のゆり会たかさご保育園 14,000
葛飾区 手をつなぐ福祉会 10,494
江戸川区 江東園 104,093
江戸川区 東京栄和会なぎさ和楽苑 95,350
江戸川区 健修会　清心苑 33,195
江戸川区 つぼみ会つぼみ保育園 30,373
江戸川区 白秋会 30,000
江戸川区 東京清音会暖心苑 24,806
江戸川区 小岩みどり保育園 18,100
江戸川区 白百合保育園 17,330
江戸川区 江戸川光照苑 15,525
江戸川区 生光会　長安寮 14,637
江戸川区 ワークあけぼの会 10,370
八王子市 武蔵野会 350,300
八王子市 清明会 70,828
八王子市 アゼリヤ会美山苑 57,511
八王子市 八王子いちょうの会 50,000
八王子市 同胞援護婦人連盟こどものうち八栄寮 47,260
八王子市 にんじんの家 41,781
八王子市 エスオーエスこどもの村 40,000
八王子市 サポート高尾 29,563
八王子市 同志舎　八王子共励保育園 28,880
八王子市 永寿会山水園 26,304
八王子市 第一若駒の家 25,803
八王子市 みずき福祉会八王子平和の家 25,500
八王子市 高尾青年の家 25,378
八王子市 ひのき工房 21,200
八王子市 東京玉葉会 20,056
八王子市 多摩養育園光明第一保育園 17,633
八王子市 公徳福祉会　めぐみ第一保育園 17,601
八王子市 ぷらさ．ｄe．かたくり 17,220
八王子市 クレヨンハウス 17,139
八王子市 多摩養育園光明第四保育園 16,380
八王子市 多摩養育園光明第三保育園 14,295
八王子市 由木かたくりの会 13,564
八王子市 多摩養育園養護老人ホーム竹の里 11,354
八王子市 ファミリーマイホーム 11,223
八王子市 多摩養育園光明第五保育園 10,606
八王子市 牧羊会ベテル保育園 10,000
八王子市 多摩養育園軽費老人ホーム 10,000
八王子市 長慶福祉会なみのり第二保育園 10,000
八王子市 親和福祉会小松原園 10,000
立川市 東京リハビリ協会 224,959
立川市 至誠学舎立川 58,490
立川市 聖愛学舎　玉川保育園 32,999
立川市 西国立保育園 19,440



武蔵野市 のぞみの家 23,146
武蔵野市 さくらえん 10,778
三鷹市 東京弘済園 44,705
青梅市 東京恵明学園 152,808
青梅市 天使園　今井城学園 65,802
青梅市 砂町友愛園 55,215
青梅市 聖明福祉協会 53,553
青梅市 友愛学園 53,056
青梅市 徳心会　あゆみえん 52,884
青梅市 新町保育会 52,764
青梅市 梨の木福祉会青梅梨の木保育園 50,164
青梅市 南風会　青梅学園 45,806
青梅市 千ヶ瀬第１保育園 29,552
青梅市 今寺保育園 25,000
青梅市 日向和田保育園 24,817
青梅市 駒木野保育園 23,892
青梅市 千ヶ瀬第２保育園 23,767
青梅市 博仁会 22,702
青梅市 長渕保育園 22,000
青梅市 修敬会三田保育園 20,907
青梅市 天使園青梅天使園 18,054
青梅市 積善会長渕園 16,030
青梅市 鈴風会鈴の音保育園 15,413
青梅市 河辺保育園 15,000
青梅市 愛弘会青梅愛弘園 14,900
青梅市 上長渕保育園 14,539
青梅市 二俣尾保育園 14,000
青梅市 青梅福祉協会青梅園 13,280
青梅市 友田保育園 13,051
青梅市 東京武尊会　御岳園 13,040
青梅市 畑中保育園 12,652
青梅市 かすみ台福祉会かすみ台第一保育園 10,707
青梅市 よしの保育園 10,000
府中市 多摩同胞会 59,508
府中市 若水会にじのいろ保育園 11,873
府中市 安立園 10,151
昭島市 きょうされんリサイクル洗びんセンター 30,000
昭島市 多摩育児会多摩保育園 27,378
昭島市 慈芳会松原保育園 27,230
昭島市 昭島愛育会昭栄保育園 10,105
調布市 爽々苑・やわらぎの家 29,467
町田市 共働学舎 302,828
町田市 合掌苑 172,299
町田市 竹清会美郷 58,235
町田市 日本聾話学校　ライシャワ・クレーマ学園 35,256
町田市 つるかわ学園 33,982
町田市 東京援護協会 25,445
町田市 第二わかくさ保育園 13,000
小金井市 雲柱社　賀川学園 23,831
小金井市 信愛会しんあい保育園 22,644
小金井市 多摩養育園光明第二保育園 12,193
小金井市 恵日会ひなぎく保育園 11,257



小金井市 妙泉会貫井保育園 10,366
小平市 自立生活センター・小平 110,529
小平市 黎明会　 92,820
小平市 クラブハウスはばたき 34,405
小平市 まりも会 31,236
小平市 多摩済生医療団多摩済生病院 29,828
小平市 タンポポ保育園 15,945
小平市 食事サービスセンターなごみ 15,455
小平市 多摩済生医療団多摩済生園 14,406
小平市 むさし保育園 10,003
小平市 あかね会　ゆうやけ子どもクラブ 10,000
日野市 東京光の家 666,332
日野市 つくしんぼ保育園 20,603
日野市 東京緑新会多摩療護園 16,191
東村山市 村山苑 42,171
東村山市 天童会秋津療育園 40,070
東村山市 東京蒼生会　万寿園 38,365
国分寺市 コロロ学舎　ＥＴ教室 39,741
国分寺市 浴光会　国分寺病院 10,000
国立市 生長の家社会事業団生長の家神の国寮 12,775
狛江市 一の橋こどもの家 14,387
東大和市 蓮花苑 83,346
東大和市 多摩大和園やまと苑 48,600
東大和市 向会　向台老人ホーム 32,356
東大和市 多摩大和園さくら苑 26,754
清瀬市 東京聖労院 45,234
清瀬市 東京アフターケア協会 23,703
清瀬市 信愛報恩会信愛病院 17,917
清瀬市 信愛報恩会信愛の園 15,328
清瀬市 清瀬わかば会 10,553
東久留米市 在宅福祉サービスステーション 25,936
東久留米市 コイノニア 14,399
東久留米市 椎の木会　第二どんぐりの家 13,254
武蔵村山市 あかつきコロニー 39,810
武蔵村山市 伊奈平苑親睦会 34,000
武蔵村山市 高原福祉会　村山中藤保育園「櫻」 30,089
武蔵村山市 鶴風会 17,854
武蔵村山市 村山中藤保育園「白樺」 13,441
武蔵村山市 えのき 10,000
多摩市 啓光福祉会　啓光学園 122,720
多摩市 啓光福祉会　啓光えがお 56,887
多摩市 緑野会みどりの保育園 36,693
多摩市 純心会こころ保育園 17,563
多摩市 時の会ぐりーんぴーす工房 17,018
稲城市 聖愛学舎　もみの木若葉台保育園 22,721
稲城市 もみの木保育園長峰 18,569
稲城市 正夢の会　パサージュいなぎ 15,857
稲城市 正吉福祉会いなぎ正吉苑 10,944
あきる野市 白百合会増戸ホーム 27,135
あきる野市 誠和会誠和保育園 26,341
あきる野市 福信会麦久保園 11,756
西東京市 東京老人ホーム 11,665



西東京市 黄河会サムエル保育園 10,000
瑞穂町 コロロ学舎　瑞学園　 10,450
日の出町 ほうえい会栄光の杜 34,803
檜原村 やまぶき会ひのはら保育園 11,730
奥多摩町 双葉会琴清苑 25,205
奥多摩町 ふるさと福祉会東京多摩学園 22,065
奥多摩町 グリーンウッド奥多摩 21,765
奥多摩町 青梅白寿会　シルバーコート丹三郎 10,000
大島町 藤倉学園大島藤倉学園 42,000
八丈町 養和会 30,365
八丈町 ちょんこめ作業所 12,013
秋田県 秋田県民生協会阿仁かざはり苑 50,000
秋田県 秋田県民生協会友生園 50,000
秋田県 秋田県民生協会合川新生園 50,000
秋田県 交楽会　森幸園 10,996
栃木県 すかい 35,858
千葉県 槇の里　いすみ学園 52,544
千葉県 大泉旭出学園大利根旭出福祉園 58,243
山梨県 信和会　穴山の里 83,353
山梨県 友好福祉会麦の家 20,972

　老人クラブ　　　2件　　　4,888,000円
新宿区 東京都老人クラブ連合会 4,831,000
世田谷区 世田谷地区高齢者クラブ協議会 57,000

　東京都民生委員連合会　　　23件　　　3,822,996円
足立区民生・児童委員協議会 1,291,420
葛飾区民生委員児童委員協議会 392,000
町田市民生委員児童委員協議会 374,475
八王子市民生委員児童委員協議会 240,500
荒川区民生委員・児童委員協議会 214,000
杉並区民生委員児童委員協議会 208,500
中野区民生児童委員協議会 145,500
青梅市民生児童委員合同協議会 133,715
昭島市民生委員・児童委員協議会 126,916
江東区民生・児童委員協議会 115,812
港区民生委員・児童委員協議会 110,000
武蔵野市民生児童委員協議会 100,000
小金井市民生委員・児童委員協議会 88,833
中央区民生･児童委員協議会 65,800
目黒区民生児童委員協議会 40,000
文京区民生委員・児童委員協議会 39,939
武蔵村山市民生児童委員協議会　 31,000
日野市民生委員児童委員協議会 30,000
墨田区民生委員･児童委員協議会 21,000
東大和市民生委員・児童委員協議会 17,511
羽村市民生児童委員協議会 16,075
江東区民生・児童委員協議会OB会 10,000
福生市民生委員・児童委員協議会 10,000

　その他の団体　　　47件　　　1,085,940円
三鷹市赤十字奉仕団 255,508



東京都共同募金武蔵野地区協力会 144,154
昭島市赤十字奉仕団 130,432
キックオフイベント（進発行事） 73,358
練馬区青少年育成光が丘地区委員会ボランティアクラブ「リライアンス」52,369
全国社会福祉協議会 51,226
新霞ヶ関ビル・スタンド 33,987
霞ヶ関ビル・スタンド 28,917
株式会社セントラルプラザ 27,855
かつしかボランティアスクール 26,290
東京都共同募金会事務局内募金箱 22,578
青梅市母子寡婦福祉会 21,371
福生中央ロータリークラブ 20,250
イオン日の出店 18,356
株式会社福祉施設共済会 17,657
財務省・スタンド 14,491
社会福祉振興・試験センター 12,099
厚生労働省・スタンド 10,722
東京厚生信用組合 10,000

上記以外に地区募金に協力した団体として
調布市老人クラブ連合会
調布市少年野球連盟
調布市少年サッカー連盟
ＦＣ東京
狛江市少年野球連盟
東京南農業協同組合多摩地区女性部
多摩やまばと会
正夢の会　コラボたまワークセンターつくし
㈱サンリオエンターテイメント
東京ヴェルディ１９６９フットボールクラブ㈱
パソコンボランティア多摩
カランドリエの会
ボランティアサークル「絵手紙くるくる」
多摩市手話サークル「クローバー」
筋力向上体操サポーターズクラブ
多摩市音訳グループ繭
にじいろの会
小さな天使
たま介護会
ひなの会
サロン河原倶楽部
ヴィータ男の会


