
１） 学校  179件  11,530,029円

千代⽥区 雙葉学園 917,541

千代⽥区 麹町学園⼥⼦中学校・高等学校 327,028

千代⽥区 神⽥⼥学園中学校・高等学校 22,860

千代⽥区 東京家政学院中学校・高等学校 JRC部 16,233

港区 聖心⼥⼦学院初等科  125,007

港区 聖心⼥⼦学院 もゆる会 86,136

港区 枝光学園 80,000

港区 普連⼟学園  宗教委員会 73,400

港区 東京都⽴六本木高等学校 50,061

港区 サンタ・セシリア幼稚園 31,115

港区 港区⽴朝日中学校 14,513

新宿区 学習院初等科 388,455

新宿区 新宿区⽴四谷中学校 150,481

新宿区 新宿区⽴⻄早稲⽥中学校 33,525

⽂京区 貞静学園中学高等学校 2,166,432

⽂京区 跡⾒学園中学校・高等学校 112,968

⽂京区 中央⼤学高等学校 46,776

⽂京区 ⽂京区⽴第八中学校 44,797

⽂京区 日本⼥⼦⼤学附属豊明幼稚園 43,929

⽂京区 ⽂京学院⼤学⼥⼦中学校 生徒会 38,237

⽂京区 日本⼥⼦⼤学附属豊明小学校 33,272

⽂京区 桜蔭中学校 25,957

街頭募⾦協⼒団体一覧    1,013件    60,682,571円
（10，000円以上のご寄付者名）

〜私たちも“赤い羽根共同募⾦運動”に参加しています〜
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⽂京区 桜蔭中学校 25,957

⽂京区 貞静学園短期⼤学 18,424

⽂京区 淑徳SC中等部・高等部 10,173

台東区 岩倉高等学校 51,239

台東区 台東区⽴御徒町台東中学校 33,958

台東区 台東区⽴⼤正小学校 27,006

墨⽥区 東京都⽴本所高等学校 生徒会 78,848

墨⽥区 江東学園幼稚園 41,642

墨⽥区 東京都⽴本所高等学校柔道部 29,534

墨⽥区 墨⽥区⽴吾嬬第二中学校 29,327

墨⽥区 本所白百合幼稚園 24,544

江東区 江東区⽴第二南砂中学校 87,500

江東区 東京都⽴⼤江⼾高等学校 25,022

品川区 ⻘稜中学校・高等学校 31,618

品川区 小野学園 27,012

品川区 東京都⽴八潮高等学校 25,564

品川区 ⽂教⼤学付属中学・高等学校 15,040

⽬⿊区 ⽬⿊区⽴⽬⿊中央中学校 23,933

⽬⿊区 ⽬⿊区⽴第一中学校 20,923

⼤⽥区 東京実業高等学校 インターアクトクラブ 86,114

⼤⽥区 ⽴正中学校・高等学校 45,061

⼤⽥区 東京都⽴つばさ総合高等学校 25,509

⼤⽥区 白百合幼稚園 16,556

⼤⽥区 天使幼稚園 13,260

⼤⽥区 都⽴⼤⽥桜台高等学校 12,406

世⽥谷区 ⽥園調布雙葉学園 869,486
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世⽥谷区 鈴蘭幼稚園 100,000

世⽥谷区 みょうじょう幼稚園 98,814

世⽥谷区 昭和⼥⼦⼤学附属昭和小学校 97,159

世⽥谷区 鴎友学園⼥⼦中学校・高等学校 奉仕委員会 58,697

世⽥谷区 昭和⼥⼦⼤学附属昭和中学校・高等学校生徒会 40,000

世⽥谷区 世⽥谷区⽴千歳中学校 30,060

世⽥谷区 聖ドミニコ学園中学高等学校 30,000

世⽥谷区 国本⼥⼦中・高等学校 21,439

世⽥谷区 慶元寺幼稚園  19,700

世⽥谷区 銀の鈴幼稚園 18,857

世⽥谷区 世⽥谷聖⺟幼稚園 17,583

世⽥谷区 成城幼稚園 12,000

渋谷区 ⽂化服装学院 学友会 社会事業委員会  140,209

渋谷区 東京⼥学館小学校  66,184

渋谷区 ⻘山学院初等部 52,610

渋谷区 渋谷教育学園渋谷中学・高等学校ボランティア部 26,065

渋谷区 福⽥幼稚園 24,116

中野区 ⼤妻中野中学校・高等学校 53,680

中野区 日本ﾅｻﾞﾚﾝ教団中野教会附属幼稚園 34,230

中野区 やはた幼稚園 30,520

中野区 宝仙学園中学高等学校 ⼥⼦部 10,788

中野区 やはたみずのとう幼稚園 10,187

杉並区 光塩⼥⼦学院高等科･中等科･初等科 322,342

杉並区 聖心学園 東京保育専⾨学校  236,318

杉並区 井荻聖⺟幼稚園 138,291

杉並区 日本⼤学第二高等学校 生徒会 23,601

杉並区 レストナック幼稚園 ⺟の会 21,913

杉並区 ⼥⼦美術⼤学付属中学校・高等学校 20,133

杉並区 ⻄荻まこと幼稚園 15,994
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杉並区 ⼥⼦美術⼤学付属中学校・高等学校 20,133

杉並区 ⻄荻まこと幼稚園 15,994

杉並区 聖心学園幼稚園 13,278

杉並区 ⻄荻学園幼稚園 11,062

豊島区 豊島岡⼥⼦学園 74,398

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 34,602

豊島区 豊島区⽴南池袋小学校 13,698

豊島区 もみじ幼稚園 12,454

豊島区 豊島区⽴池袋第一小学校 12,336

豊島区 豊島区⽴⻄巣鴨中学校生徒会 10,258

北区 武蔵野中学・高等学校ボランティア部 196,789

北区 北区⽴なでしこ小学校 86,033

北区 駿台学園中学校・高等学校 34,640

北区 星美学園中学高等学校 31,000

北区 順天中学・高等学校 23,061

北区 北区⽴堀船中学校 生徒会 16,614

北区 聖⺟の騎士幼稚園 16,611

北区 桜輪幼稚園 ⽗⺟の会 16,268

荒川区 国際共⽴学園 国際理容美容専⾨学校 20,000

荒川区 荒川区⽴汐⼊東小学校 にこにこすくーる 13,737

荒川区 荒川区⽴尾久八幡中学校 13,642

荒川区 道灌山学園 12,567

板橋区 淑徳中学校・高等学校 130,366

板橋区 帝京中学高等学校 100,000

板橋区 まきば幼稚園 26,000

板橋区 板橋富士⾒幼稚園 21,280

板橋区 板橋区⽴高島第二小学校 20,505
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板橋区 落合幼稚園 16,500

板橋区 松月院幼稚園 14,336

板橋区 こうま幼稚園 13,091

練⾺区 武蔵⼤学 48,034

練⾺区 関町白百合幼稚園 28,375

練⾺区 旭出学園（特別⽀援学校）高等部 21,675

練⾺区 高松幼稚園 10,000

練⾺区 練⾺白菊幼稚園 10,000

練⾺区 みのり幼稚園 10,000

⾜⽴区 ⾜⽴つくし幼稚園 保護者会 110,825

⾜⽴区 ⾜⽴区⽴栗島中学校 22,222

⾜⽴区 ⾜⽴区⽴⼊谷南中学校 16,287

葛飾区 葛飾区⽴⻘⼾中学校 27,525

葛飾区 葛飾区⽴葛美中学校 19,400

葛飾区 葛飾区⽴木根川小学校 10,000

江⼾川区 愛国中学・高等学校 学友会 128,576

江⼾川区 宇喜⽥幼稚園 27,534

江⼾川区 江⼾川区⽴清新第二中学校 25,110

江⼾川区 かんしち幼稚園 22,093

八王⼦市 八王⼦学園八王⼦中学校・八王⼦高等学校 29,458

八王⼦市 八王⼦市⽴川⼝小学校 13,141

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 12,392

⽴川市 石川学園 こばと幼稚園 21,387

府中市 府中市⽴府中第十小学校 13,456

調布市 調布若竹幼稚園⺟の会 20,148

調布市 調布市⽴第八中学校 10,423

町⽥市 町⽥⽂化幼稚園 57,745

小⾦井市 こどものくに幼稚園 25,330

小平市 小平市⽴小平第三中学校 514,253
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小⾦井市 こどものくに幼稚園 25,330

小平市 小平市⽴小平第三中学校 514,253

小平市 丸山幼稚園 79,773

小平市 小平市⽴小平第一中学校生徒会 64,810

東村山市 東村山市⽴⻘葉小学校 38,248

国⽴市 国⽴学園小学校 33,375

清瀬市 東星学園 64,978

清瀬市 日本社会事業⼤学 49,582

多摩市 多摩⼤学附属聖ヶ丘中学高等学校 135,688

あきる野市 東京都⽴秋留台高等学校 171,892

あきる野市 あきる野市⽴⻄中学校ボランティア部 45,552

国分寺市 日本芸術高等学園 16,808

東久留⽶市 東京学芸⼤学附属特別⽀援学校 16,335

日野市 日野市⽴日野第三中学校 ボランティア部 19,948

日野市 東京都⽴日野高等学校生徒会 10,586

瑞穂町 如意輪幼稚園 80,000

２）ボーイ・ガールスカウト  181件 9,340,099円

中央区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ中央第６団 113,969

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 75,538

港区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ港第5団 209,899

港区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ港第18団 59,850

港区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ港第1団 40,000

港区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ港第12団カブ隊 18,044

新宿区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ新宿第8団 47,812

新宿区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ新宿第4団 46,406

新宿区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ新宿第17団 34,008
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新宿区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ新宿第1団 25,479

台東区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ台東第4団 115,272

台東区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ台東第3団 50,159

台東区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ台東第1団 23,744

墨⽥区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ墨⽥第3団 48,244

墨⽥区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ墨⽥第4団 24,752

墨⽥区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ墨⽥第10団 12,651

江東区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ江東第5団 50,871

江東区 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第98団 20,000

品川区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ品川第6団 179,287

品川区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ品川第8団 30,091

品川区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ品川第2団 24,517

⽬⿊区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ⽬⿊第8団 76,923

⽬⿊区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ⽬⿊第7団 63,643

⽬⿊区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ⽬⿊第3団 59,903

⽬⿊区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ⽬⿊第1団 54,529

⼤⽥区 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42団（カトリック⼤森教会）77,254

⼤⽥区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ⼤⽥第7団 62,709

⼤⽥区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ⼤⽥第4団 50,877

⼤⽥区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ⼤⽥第11団 42,567

⼤⽥区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ⼤⽥第19団 30,608

⼤⽥区 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第209団 20,989

⼤⽥区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ⼤⽥第15団 20,173

⼤⽥区 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第23団 17,681

⼤⽥区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ⼤⽥第6団 10,168

世⽥谷区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ世⽥谷第7団 190,088

世⽥谷区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ世⽥谷第5団 103,030

世⽥谷区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ世⽥谷第11団 100,778

世⽥谷区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ世⽥谷第24団 64,095
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世⽥谷区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ世⽥谷第11団 100,778

世⽥谷区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ世⽥谷第24団 64,095

世⽥谷区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ世⽥谷第16団 56,863

世⽥谷区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ世⽥谷第10団 56,688

世⽥谷区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ世⽥谷第4団 54,679

世⽥谷区 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第57団 50,563

世⽥谷区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ世⽥谷第20団 33,499

世⽥谷区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ世⽥谷第8団 33,102

世⽥谷区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ世⽥谷第19団 29,456

世⽥谷区 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第72団 24,814

世⽥谷区 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第117団 20,690

世⽥谷区 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第200団 16,183

世⽥谷区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ世⽥谷第22団 13,000

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団  112,134

渋谷区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ渋谷第9団  43,258

渋谷区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ渋谷第14団 36,748

渋谷区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ渋谷第6団 22,100

渋谷区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ渋谷第3団 21,500

中野区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ中野第11団 161,041

中野区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ中野第7団 31,488

中野区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ中野第8団 28,555

杉並区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ杉並第4団 151,640

杉並区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ杉並第11団 89,580

杉並区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄあすなろ地区 杉並第12団 66,023

杉並区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ杉並第5団   57,001

杉並区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ杉並第13団 36,400

杉並区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ杉並第2団 36,104
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杉並区 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第139団 24,667

杉並区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ杉並第9団 23,591

豊島区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ豊島第1団 87,940

豊島区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ豊島第4団 80,509

豊島区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ豊島第17団 48,083

豊島区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ豊島第7団 45,995

豊島区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ豊島第6団  16,817

豊島区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ豊島第9団 14,815

北区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ北第8団 58,086

北区 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第21団 41,412

北区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ北第3団 23,110

北区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ北第1団  19,169

荒川区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ荒川第2団 87,063

荒川区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ荒川第6団 30,050

荒川区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ荒川第1団 20,252

荒川区 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第108団 15,825

板橋区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ板橋第11団 138,638

板橋区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ板橋第15団 62,800

板橋区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ板橋第4団 52,203

板橋区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ板橋第2団 43,598

板橋区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ板橋第5団 37,289

板橋区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ板橋第3団 23,591

板橋区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ板橋第10団 22,737

練⾺区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ練⾺第5団 240,036

練⾺区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ練⾺第15団 185,837

練⾺区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ練⾺第1団 134,924

練⾺区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ練⾺第8団 80,556

練⾺区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ練⾺第7団 64,703

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 60,000
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練⾺区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ練⾺第7団 64,703

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 60,000

練⾺区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ練⾺第17団 55,596

練⾺区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ練⾺第9団 55,040

練⾺区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ練⾺第3団 50,070

練⾺区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ練⾺第10団 84,897

練⾺区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ練⾺第13団 38,278

練⾺区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ練⾺第6団 27,290

⾜⽴区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ⾜⽴第5団 125,000

⾜⽴区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ⾜⽴第14団 54,522

⾜⽴区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ⾜⽴第3団 50,370

⾜⽴区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ⾜⽴第4団 38,894

⾜⽴区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ⾜⽴第8団 27,484

⾜⽴区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ⾜⽴第6団 24,714

⾜⽴区 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第104団 15,150

葛飾区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ葛飾第4団 102,365

葛飾区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ葛飾第3団 65,808

葛飾区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ葛飾第2団 50,582

葛飾区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ葛飾第1団 29,412

葛飾区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ葛飾第5団 20,913

葛飾区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ葛飾第7団 17,157

江⼾川区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ江⼾川第1団 70,900

江⼾川区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ江⼾川第5団ビーバー隊 46,905

江⼾川区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ江⼾川第７団 43,345

江⼾川区 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第215団 30,997

江⼾川区 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第75団 24,900

八王⼦市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ八王⼦第6団 98,962
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八王⼦市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ八王⼦第7団 87,602

八王⼦市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ八王⼦第1団 84,479

八王⼦市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ八王⼦第11団 51,000

八王⼦市 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第51団 10,000

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 41,632

武蔵野市 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第18団 142,777

武蔵野市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ武蔵野第1団 142,777

三鷹市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ三鷹第1団 71,043

三鷹市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ三鷹第5団 49,858

⻘梅市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ⻘梅第2団 66,118

⻘梅市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ⻘梅第3団 23,689

⻘梅市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ⻘梅第4団 22,600

府中市 府中スカウト育成協議会 76,344

府中市 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第116団 60,000

府中市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ府中第6団 35,552

調布市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ調布第2団 116,165

調布市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ調布第9団 28,000

調布市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ調布第10団 17,035

町⽥市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ町⽥第1団 102,334

町⽥市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ町⽥第13団 97,103

町⽥市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ町⽥第20団 34,415

町⽥市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ町⽥第16団 33,547

町⽥市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ町⽥第7団 26,218

町⽥市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ町⽥第14団 25,297

町⽥市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ町⽥第6団 20,457

町⽥市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ町⽥第9団 19,877

町⽥市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ町⽥第3団 14,258

小⾦井市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ小⾦井第4団 47,192

小⾦井市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ小⾦井第1団 24,850
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小⾦井市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ小⾦井第4団 47,192

小⾦井市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ小⾦井第1団 24,850

小⾦井市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ小⾦井第2団ビーバー隊 21,592

小平市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ小平第2団 34,474

小平市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ小平第1団 34,410

小平市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ小平第3団 28,614

日野市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ日野第4団 39,996

東村山市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ東村山第6団 43,073

東村山市 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第176団 18,824

東村山市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ東村山第6団 15,873

東村山市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ東村山第2団 12,160

国分寺市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ国分寺第1団 165,000

国分寺市 ﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第97団 36,264

国分寺市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ国分寺第2団 31,893

国⽴市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ国⽴第1団 21,856

福生市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ福生第1団 39,061

福生市 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第191団 15,947

福生市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ福生第2団 15,563

狛江市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ狛江第3団 11,388

東⼤和市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ東⼤和第2団 18,000

清瀬市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ清瀬第3団 111,560

清瀬市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ清瀬第2団 30,610

清瀬市 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第70団 14,062

東久留⽶市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ東久留⽶第2団 21,034

多摩市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ多摩第2団 30,617

稲城市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ稲城第1団 61,530

羽村市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ羽村第1団 34,988
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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 24,365

⻄東京市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ⻄東京第2団 101,883

⻄東京市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ⻄東京第1団カブ隊 75,552

⻄東京市 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第129団 20,884

３）宗教団体  59件  12,728,877円

 カトリック東京⼤司教区  

                10件   392,697円

カトリック本所教会 75,291

カトリック板橋教会 60,970

カトリック八王⼦教会 56,720

カトリック小平教会  41,641

カトリック築地教会 38,412

カトリック瀬⽥教会 30,179

カトリック三軒茶屋教会 26,390

カトリック赤羽教会 25,800

カトリック高輪教会 20,784

カトリック神⽥教会 16,510

 真如苑            5件   3,702,757円

真如苑 総本部 2,500,000

真如苑 応現院 749,544

真如苑 ⼤塚⽀部 354,760

真如苑 芝浦⽀部 54,227

真如苑 浜⽥山⽀部 44,226

 東京都仏教連合会  20件   2,854,654円

浅草仏教会 1,098,100

深川仏教会 223,100
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浅草仏教会 1,098,100

深川仏教会 223,100

杉並仏教会 216,000

葛飾仏教会 186,137

豊島区仏教会 168,000

四谷仏教会  155,317

⿇布仏教会 136,000

本郷仏教会 110,000

芝仏教会 100,000

荏原仏教会 91,000

小石川仏教会 70,000

練⾺区仏教会 53,000

秋川仏教会 50,000

⼤崎仏教会 42,000

京橋仏教会 38,000

府中仏教会 30,000

⼤森仏教会 30,000

板橋区仏教会 30,000

日本橋仏教会 18,000

⼤井仏教会 10,000

  天理教東京教区               1件    2,372,895円

 ⽴正佼成会        10件   1,366,971円

⽴正佼成会江⼾川教会 274,218

⽴正佼成会江東教会 255,872

⽴正佼成会⾜⽴教会 213,155
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⽴正佼成会練⾺教会 148,938

⽴正佼成会渋谷教会 110,960

⽴正佼成会⽂京教会 92,280

⽴正佼成会新宿教会 87,350

⽴正佼成会杉並教会 85,207

⽴正佼成会八王⼦教会 59,875

⽴正佼成会台東教会 39,116

妙智会教団            1,298,506

救世軍本営            290,645

佛⽴本旨講 妙應寺       161,120

清隆寺                67,489

在家日蓮宗浄⾵会        51,797

⼤星教会極星会         50,000

浄⼟真宗本願寺派 久遠寺仏教婦⼈会   30,000

東京都神社庁 神道婦⼈会 20,000

神道⼤成教  20,000

⾦光教いわおフォーゲル隊 19,346

心睦教団 15,000
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心睦教団 15,000

日本基督教団 世⽥谷平安教会平安幼稚園  10,000

４）社会福祉施設団体  509件  16,793,848円

千代⽥区 鉄道弘済会 社会福祉部 76,353

千代⽥区 東京少年友の会 19,638

中央区 特別養護⽼⼈ホーム新とみ 300,000

中央区 日本グリーンパックス株式会社 10,000

中央区 株式会社ヒラカワコーポレーション 10,000

港区 銀鈴会 40,779

港区 さわやか福祉財団 25,000

港区 家庭授産奨励会 ⻄⿇布作業所 13,974

港区 公認会計士 井上繁 10,000

新宿区 東京都知的障害者育成会 982,399

新宿区 東京都同胞援護会 605,284

新宿区 東京都⺟⼦寡婦福祉協議会 300,000

新宿区 ⾄誠会保育園 45,625

新宿区 東京ヘレン・ケラー協会 23,853

新宿区 聖⺟会 15,617

新宿区 日本点字図書館 14,014

新宿区 ⻫修会 10,000

⽂京区 東京都遺族連合会 154,428

⽂京区 東京福祉会 133,299

⽂京区 東京都助産師会館八千代保育園 15,268

⽂京区 東友会 10,478
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⽂京区 ひよこ教室 10,118

⽂京区 東京実華道場 ステップ⻯岡 10,000

台東区 浅草寺病院 16,398

墨⽥区 興望館 275,185

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 98,512

墨⽥区 本所賀川記念館 47,118

墨⽥区 希望福祉会杉の⼦学園保育所 23,560

墨⽥区 厚生館 23,203

墨⽥区 雲柱社 外出児童館 17,537

墨⽥区 ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾌﾟﾗｻﾞ墨⽥児童会館 14,293

墨⽥区 東京実華道場 ステップ押上 10,000

江東区 ゆめグループ福祉会 96,084

江東区 あそか会 94,658

江東区 聖救主福祉会 まこと保育園 57,129

江東区 日本聖公会東京教区まこと地域センター 56,876

江東区 ぶどうの木 ロゴス点字図書館 30,000

江東区 たんぽぽクラブ 15,000

江東区 ⼦育て⽀援おやこ 10,154

品川区 福栄会 167,600

品川区 三徳会 100,000

品川区 品川総合福祉センター 95,209

品川区 三徳会 32,131

品川区 ⼾越会東⼾越保育園 18,280

品川区 株⽀会会社東京産業 10,000

⽬⿊区 愛隣会 42,265

⽬⿊区 たんぽぽの会 15,394

⼤⽥区 お告げのﾌﾗﾝｼｽｺ姉妹会 100,000

⼤⽥区 ⼤⽥区視⼒障害者福祉協会 93,787
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⼤⽥区 お告げのﾌﾗﾝｼｽｺ姉妹会 100,000

⼤⽥区 ⼤⽥区視⼒障害者福祉協会 93,787

⼤⽥区 いずみえん 41,479

⼤⽥区 ライフサポートかたつむり 22,635

⼤⽥区 恒明会桐⾥保育園 15,000

世⽥谷区 ベビールーム下北沢 51,180

世⽥谷区 福音寮 51,130

世⽥谷区 友愛十字会 46,606

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 ドレミファ保育室 43,878

世⽥谷区 東京育成園 30,461

世⽥谷区 ベビールーム桜新町 29,120

世⽥谷区 河⽥⺟⼦厚生会 21,468

世⽥谷区 肢体不自由者パソコン指導協会 20,000

世⽥谷区 東京有隣会 19,740

世⽥谷区 ベビールーム三軒茶屋 17,290

世⽥谷区 嬉泉 16,219

渋谷区 ワークささはた 22,400

渋谷区 コミュニティハウス 保育室ポッポ 20,000

渋谷区 パール 10,800

中野区 慈生会 65,679

中野区 東京コロニー 30,961

中野区 ⽥中ナースリー保育園 30,000

中野区 愛児の家 20,000

中野区 浄⾵園 10,580

中野区 ピノッキオ保育園 10,000

杉並区 カリタスの園 小百合の寮 258,795
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杉並区 浴⾵会 109,738

杉並区 いたるセンター あけぼの作業所 36,166

杉並区 済美会 済美職業実習所 保護者会 28,500

杉並区 虹旗社 杉並ゆりかご保育園 17,619

杉並区 かいとー 15,387

杉並区 聖友ホーム 13,931

杉並区 ぎんなん会 10,000

豊島区 フロンティア 173,349

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 15,041

豊島区 育和会椎名町ひまわり保育園 10,000

豊島区 ネオ・ハルト株式会社 10,000

豊島区 ジーティー通商株式会社 10,000

北区 東京都福祉事業協会 207,504

北区 育成会テーオーシー保育園 21,306

北区 聖⺟の騎士保育園 20,000

北区 光照園王⼦光照苑 18,800

北区 東京都⽴王⼦特別⽀援学校 PTA 17,799

北区 発達協会 17,023

北区 豊川保育園 12,502

北区 神谷保育園 10,000

荒川区 上智社会事業団 289,454

荒川区 上宮会 257,097

荒川区 ドン・ボスコ保育園 76,702

荒川区 荒川区私⽴保育園園⻑会 65,743

荒川区 信愛報恩会信愛のぞみの郷 11,000

荒川区 マックデイケアセンター ワン・ステップ 10,000

板橋区 板橋区私⽴保育園園⻑会 459,278
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荒川区 マックデイケアセンター ワン・ステップ 10,000

板橋区 板橋区私⽴保育園園⻑会 459,278

板橋区 聖マリア保育園 47,092

板橋区 松葉の園 まつば園 39,097

板橋区 三祉会 平和保育園 36,470

板橋区 白鳩保育園 20,000

板橋区 東京自由保育園 17,700

板橋区 愛和保育園 12,966

板橋区 にりん草 おおやま福祉作業所 12,000

板橋区 小茂根の郷 11,658

板橋区 JHC板橋会JHCいずみ 10,680

練⾺区 特別養護⽼⼈ホーム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 99,968

練⾺区 第二⼤泉学園実習ホーム 62,370

練⾺区 練⾺区若年認知症サポートセンター 50,000

練⾺区 若水会 ⼤泉にじのいろ保育園 30,895

練⾺区 錦華学院 30,288

練⾺区 妙福寺保育園 27,000

練⾺区 泉陽会第二光陽苑 26,921

練⾺区 育陽会エンゼル保育園 23,277

練⾺区 和敬会練⾺二葉保育園 15,000

練⾺区 ⼤泉旭出学園 旭出生産福祉園 10,649

練⾺区 富士⾒会 10,000

練⾺区 東京北研株式会社 10,000

練⾺区 若水会 南⼤泉にじのいろ保育園 10,000

⾜⽴区 聖⺟のさゆり保育園 131,250

⾜⽴区 からしだねうめだ・あけぼの学園 125,511
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⾜⽴区 ⻘少年福祉センター 64,196

⾜⽴区 からしだねうめだ「⼦供の家」 48,086

⾜⽴区 あだちの⾥ 24,524

⾜⽴区 愛寿会紫磨園 20,024

⾜⽴区 ⼦ひばり保育園 13,367

⾜⽴区 聖⾵会 ⾜⽴新生苑 13,216

⾜⽴区 三星保育園 11,000

葛飾区 仁生社 242,905

葛飾区 葛飾学園 130,362

葛飾区 ひまわり会 ひまわり保育園 30,059

葛飾区 アムネかつしかあすなろの家 18,046

葛飾区 のゆり会たかさご保育園 18,000

葛飾区 手をつなぐ福祉会 15,539

葛飾区 かがやけ福祉会 13,831

江⼾川区 江東園 103,993

江⼾川区 東京栄和会なぎさ和楽苑 87,780

江⼾川区 東京清音会暖心苑 51,558

江⼾川区 白秋会 30,000

江⼾川区 つぼみ会つぼみ保育園 18,808

江⼾川区 健修会 清心苑 18,128

江⼾川区 小岩みどり保育園 17,571

江⼾川区 光照園 江⼾川光照苑 13,375

江⼾川区 生光会 ⻑安寮 13,007

江⼾川区 白百合保育園 12,740

八王⼦市 武蔵野会 345,000

八王⼦市 アゼリヤ会美山苑 79,068

八王⼦市 同胞援護婦⼈連盟こどものうち八栄寮 児童自治会 63,001

八王⼦市 エスオーエスこどもの村 55,000

八王⼦市 八王⼦いちょうの会 45,000
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八王⼦市 エスオーエスこどもの村 55,000

八王⼦市 八王⼦いちょうの会 45,000

八王⼦市 清明会 42,524

八王⼦市 にんじんの家 34,025

八王⼦市 ひのき⼯房 31,271

八王⼦市 同志舎 八王⼦共励保育園 26,988

八王⼦市 高尾⻘年の家 23,731

八王⼦市 多摩養育園軽費⽼⼈ホーム 22,812

八王⼦市 みずき福祉会八王⼦平和の家 21,439

八王⼦市 ぷらさ．ｄe．かたくり 20,748

八王⼦市 多摩養育園光明第四保育園 19,045

八王⼦市 公徳福祉会 めぐみ第一保育園 16,585

八王⼦市 第一若駒の家 15,705

八王⼦市 多摩養育園養護⽼⼈ホーム竹の⾥ 14,673

八王⼦市 第二高尾⻘年の家 14,141

八王⼦市 多摩養育園光明第一保育園 13,807

八王⼦市 多摩養育園養護⽼⼈ホーム楢の⾥ 13,748

八王⼦市 親和福祉会小松原園 12,808

八王⼦市 いなりもり保育園 12,600

八王⼦市 東京玉葉会 12,314

八王⼦市 多摩養育園光明第三保育園 12,179

八王⼦市 共励第二保育園 11,369

八王⼦市 多摩養育園光明第五保育園 10,504

八王⼦市 由木かたくりの会 10,096

八王⼦市 花窓堂由木保育園 10,000

八王⼦市 牧羊会ベテル保育園 10,000

八王⼦市 社会保険労務士法⼈山本労務 10,000
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⽴川市 東京リハビリ協会 104,980

⽴川市 ⾄誠学舎⽴川 ⾄誠ホーム 41,955

⽴川市 聖愛学舎 玉川保育園 38,656

⽴川市 チャレンジこぶし 21,473

⽴川市 しらゆり 15,000

⽴川市 ⻄国⽴保育園 12,880

武蔵野市 のぞみの家 16,999

武蔵野市 ⾵の⼦保育室 15,693

武蔵野市 さくらえん 13,822

⻘梅市 東京恵明学園 168,591

⻘梅市 天使園 今井城学園 100,781

⻘梅市 新町保育会 54,808

⻘梅市 徳心会 あゆみえん 49,447

⻘梅市 聖明福祉協会 48,670

⻘梅市 梨の木福祉会⻘梅梨の木保育園 41,882

⻘梅市 砂町友愛園 40,060

⻘梅市 友愛学園 33,223

⻘梅市 千ヶ瀬第１保育園 30,636

⻘梅市 愛弘会⻘梅愛弘園 30,191

⻘梅市 南⾵会 ⻘梅学園 29,624

⻘梅市 駒木野保育園 29,267

⻘梅市 積善会⻑渕園 25,740

⻘梅市 ⻑渕保育園 22,500

⻘梅市 千ヶ瀬第２保育園 22,038

⻘梅市 日向和⽥保育園 20,478

⻘梅市 修敬会三⽥保育園 19,200

⻘梅市 かすみ台福祉会かすみ台第一保育園 18,425

⻘梅市 今寺保育園 15,356

⻘梅市 博仁会 15,208

12 / 16 ページ

⻘梅市 今寺保育園 15,356

⻘梅市 博仁会 15,208

⻘梅市 河辺保育園 14,512

⻘梅市 二俣尾保育園 14,169

⻘梅市 東京武尊会 御岳園 12,629

⻘梅市 畑中保育園 12,608

⻘梅市 友⽥保育園 11,300

⻘梅市 ⻘梅白寿会 10,557

⻘梅市 かすみ台第二保育園 10,336

⻘梅市 ⻘梅なかまの会 なかま亭 10,155

⻘梅市 かすみ台福祉会かすみ台第三保育園 10,000

⻘梅市 よしの保育園 10,000

府中市 多摩同胞会 43,146

府中市 安⽴園 14,059

府中市 若水会 南⼤泉にじのいろ保育園 11,336

昭島市 多摩育児会多摩保育園 30,099

昭島市 きょうされんリサイクル洗びんセンター 26,695

昭島市 慈芳会松原保育園 24,541

昭島市 昭島ひまわりの家 20,642

昭島市 愛信福祉会上ノ原保育園 10,500

昭島市 昭島愛育会昭栄保育園 10,331

昭島市 東京冷機⼯業株式会社 10,000

調布市 爽々苑 27,362

調布市 淙広会爽爽荘 10,000

町⽥市 合掌苑 163,599

町⽥市 共働学舎 123,232

町⽥市 竹清会美郷 56,646
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町⽥市 つるかわ学園 34,280

町⽥市 日本聾話学校 ライシャワ・クレーマ学園 33,550

町⽥市 蓮倫会小山保育園 15,385

町⽥市 ボワ・すみれ福祉会 ボワ・アルモニー 12,420

町⽥市 揺籃会町⽥わかくさ保育園 10,000

小⾦井市 聖ヨハネ会 100,000

小⾦井市 雲柱社 賀川学園 26,940

小⾦井市 信愛会しんあい保育園 23,762

小⾦井市 さくら会 ゆめ⼯房さくら  14,091

小⾦井市 恵日会ひなぎく保育園 12,671

小平市 自⽴生活センター 小平 200,662

小平市 黎明会  87,854

小平市 多摩済生医療団多摩済生園 37,220

小平市 クラブハウスはばたき 32,840

小平市 多摩済生医療団多摩済生病院 30,866

小平市 まりも会 30,171

小平市 食事サービスセンターなごみ 12,300

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 675,945

日野市 日野わかば保育園 50,638

日野市 つくしんぼ保育園 17,000

日野市  東京緑新会多摩療護園 15,475

日野市 ⾦⼦ベビーホーム 10,600

日野市 日野⻘い⿃福祉会あおいとり日野 10,000

東村山市 天童会秋津療育園 38,735

東村山市 村山苑 38,701

東村山市 東京蒼生会 万寿園 11,083

国分寺市 コロロ学舎 ＥＴ教室 20,004

国分寺市 浴光会 国分寺病院 10,000
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国分寺市 コロロ学舎 ＥＴ教室 20,004

国分寺市 浴光会 国分寺病院 10,000

国⽴市 生⻑の家社会事業団生⻑の家神の国寮 20,133

国⽴市 国⽴ルピナス ハイビスカス 10,000

東⼤和市 蓮花苑 69,051

東⼤和市 向会 向台⽼⼈ホーム 36,285

東⼤和市 多摩⼤和園やまと苑 35,000

東⼤和市 生活⽀援センター207 第２あとりえトントン 22,673

東⼤和市 多摩⼤和園さくら苑 20,883

清瀬市 椎の木会 清瀬どんぐりの家 62,000

清瀬市 東京聖労院 34,047

清瀬市 東京アフターケア協会 28,422

清瀬市 信愛報恩会信愛病院 16,596

東久留⽶市 コイノニア 11,276

武蔵村山市 村山福祉会伊奈平苑 33,500

武蔵村山市 あかつきコロニー 28,070

武蔵村山市 ひまわりハウス 25,176

武蔵村山市 高原福祉会 村山中藤保育園「櫻」 20,200

武蔵村山市 村山中藤保育園「白樺」 13,720

多摩市 啓光福祉会 啓光学園 117,525

多摩市 啓光福祉会 啓光えがお 77,777

多摩市 純心会こころ保育園 30,008

多摩市 緑野会みどりの保育園 21,860

多摩市 時の会ぐりーんぴーす⼯房 21,835

多摩市 東京児童福祉協会みさと保育所 18,037

多摩市 くぬぎ（どんぐり） 13,341

稲城市 聖愛学舎 もみの木保育園若葉台 15,540
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稲城市 もみの木保育園⻑峰 13,955

稲城市 株式会社ペエックス 10,000

あきる野市 白百合会増⼾ホーム 22,875

あきる野市 誠和会誠和保育園 21,750

あきる野市 福信会⻨久保園 18,869

あきる野市 多摩養育園光明第六保育園 17,117

あきる野市 株式会社ふなと建装 10,000

⻄東京市 クリスト・ロア会聖ヨゼフホーム 174,680

⻄東京市 東京⽼⼈ホーム 25,482

⻄東京市 鶴寿会クレイン 15,099

⻄東京市 ⻩河会サムエル保育園 15,000

日の出町 ほうえい会栄光の杜 17,833

檜原村 やまぶき会ひのはら保育園 10,885

奥多摩町 双葉会琴清苑 30,081

奥多摩町 ふるさと福祉会東京多摩学園 21,035

奥多摩町 ⻘梅白寿会 シルバーコート丹三郎 10,334

⼤島町 藤倉学園⼤島藤倉学園 30,111

八丈町 養和会 55,070

八丈町 ちょんこめ作業所 23,878

神津島村 神津島やすらぎの⾥ 23,878

⻘森県 浪岡あすなろ会りんどう苑 71,091

秋⽥県 交楽会 森幸園 32,146

茨城県 筑波会 筑波愛児園 10,000

栃木県 すかい 22,000

千葉県 ⼤泉旭出学園⼤利根旭出福祉園 87,737

千葉県 槇の⾥ いすみ学園 56,220

埼玉県 株式会社ベネック 10,000

神奈川県 有限会社プレスクリーンサービス 10,000

神奈川県 住商アイナックス株式会社 10,000
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神奈川県 有限会社プレスクリーンサービス 10,000

神奈川県 住商アイナックス株式会社 10,000

山梨県 信和会 ⽳山の⾥ 72,221

山梨県 友好福祉会⻨の家 20,942

山梨県 しあわせ会白州いずみの家 16,700

⼤阪府 リポス株式会社 10,000

５）⽼⼈クラブ           1件  4,771,000円

東京都⽼⼈クラブ連合会 4,771,000

６）東京都⺠生委員連合会 21件 3,761,166円

⾜⽴区⺠生・児童委員協議会 1,276,154

町⽥市⺠生委員児童委員協議会 499,113

葛飾区⺠生委員児童委員協議会 388,000

八王⼦市⺠生委員児童委員協議会 235,000

荒川区⺠生委員・児童委員協議会 215,000

杉並区⺠生委員児童委員協議会 207,000

中野区⺠生児童委員協議会 148,000

⻘梅市⺠生児童委員合同協議会 127,495

昭島市⺠生委員・児童委員協議会 120,794

港区⺠生委員・児童委員協議会 112,405

江東区⺠生・児童委員協議会 105,373

小⾦井市⺠生委員・児童委員協議会 65,552

中央区⺠生･児童委員協議会 56,900

⽬⿊区⺠生児童委員協議会 40,000

⽂京区⺠生委員・児童委員協議会 38,821

武蔵村山市⺠生児童委員協議会  31,000
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日野市⺠生委員児童委員協議会 30,000

東⼤和市⺠生委員・児童委員協議会 23,559

墨⽥区⺠生委員･児童委員協議会 21,000

福生市⺠生委員・児童委員協議会 10,000

江東区⺠生・児童委員協議会OB会 10,000

７）その他の団体  42件   1,563,789円

JR東日本リテールネット 455,525

三鷹市赤十字奉仕団 208,393

東京都共同募⾦武蔵野地区協⼒会 165,745

昭島市赤十字奉仕団 138,479

全日本空輸㈱客室ｾﾝﾀｰ ANA客室本部 業務推進部 総務チーム 94,884

練⾺区⻘少年育成光が丘地区委員会リライアンス 77,777

10/1進発⾏事 59,916

ジブラルタ生命保険株式会社町⽥⽀部 38,889

公益財団法⼈ 東京都歴史⽂化財団 28,121

ジブラルタ生命保険株式会東京第3エリア⽴川第一⽀部 23,636

⻘梅市⺟⼦寡婦福祉会 23,145

福生中央ロータリークラブ 21,862

日本商⼯会議所 19,396

株式会社セントラルプラザ 17,194

イワキ株式会社 16,795

高島屋 日本橋店 16,655

㈱リヴ トラスト2013内定者一同 15,237

アステラス製薬蓮根事業場 13,907

三浦屋飯⽥橋ラムラ店 13,349

財団法⼈東京都環境公社 10,000

上記以外の⺠生委員・児童委員協議会は地区募⾦の実績に含まれます。
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三浦屋飯⽥橋ラムラ店 13,349

財団法⼈東京都環境公社 10,000

  イオンリテール株式会社   6件   63,217円

イオン品川シーサイド店 41,531

イオン日の出店 14,426

８）募⾦箱設置     24件   196,463円

全国社会福祉協議会 48,591

財務省 18,797

東京都共同募⾦会事務局 17,411

新霞ヶ関ビル 15,811

霞ヶ関ビル 11,090

株式会社福祉施設共済会 11,000

社会福祉振興・試験センター 10,710

厚生労働省 10,350

（４）職域募⾦  95件   5,397,335円

防衛省 技術研究本部 213,368

東京消防庁 203,140

農林水産省 192,677

警察庁 かすみ会 128,500

内閣府 111,268

陸上自衛隊 十条駐屯地 79,000

法務省 77,159
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厚生労働省職員一同 76,247

総務省 36,142

外務省 16,476

陸上自衛隊 用賀駐屯地 10,500

警視庁 1,090,755

東京都福祉保健局 312,987

東京都水道局 170,377

東京都病院経営本部 144,840

東京都主税局 124,375

東京都下水道局 96,710

東京都産業労働局 96,593

東京都建設局 92,464

東京都交通局 61,111

東京都都市整備局 59,326

東京都教育庁 56,685

東京都総務局 46,475

東京都議会局 25,527

東京都環境局 21,086

東京都中央卸市場 18,627

東京都港湾局 18,394

東京都生活⽂化局 18,246

東京都知事本局 11,153

品川区役所職員一同 320,068

荒川区役所職員一同 302,955

⽬⿊区役所職員一同 236,408

⾜⽴区役所職員一同 200,253

台東区役所職員一同 147,715
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⾜⽴区役所職員一同 200,253

台東区役所職員一同 147,715

⽂京区役所職員一同 88,644

中央区役所等職員一同 78,110

福生市役所職員・福生市社会福祉協議会職員一同 48,624

⻘梅市役所職員一同 48,062

神⽥郵便局 14,782

全日空 汐留エアラインカウンター 18,971

東京商⼯会議所職員一同 78,166

東京厚生信用組合浅草⽀店 25,576
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