
～私たちも”赤い羽根共同募金運動”に参加しています～

千代田区 麹町学園女子中学校・高等学校 302,435 世田谷区 日本女子体育大学附属二階堂高等学校 5,001

千代田区 東京家政学院中学校・高等学校 14,480 渋谷区 文化服装学院　学友会　 171,580

千代田区 大妻高等学校 10,870 渋谷区 東京女学館小学校　 77,804

千代田区 和洋九段女子中学校・高等学校 4,602 渋谷区 青山学院初等部 49,560

港区 普連土学園中学校・高等学校 75,217 渋谷区 福田幼稚園 22,037

港区 慶應義塾中等部 69,717 渋谷区 渋谷区立神宮前小学校 13,991

港区 安藤記念教会附属幼稚園　教会学校 17,850 渋谷区 日本赤十字看護大学 4,501

新宿区 学習院初等科 351,483 中野区 大妻中野中学校・高等学校 56,947

新宿区 新宿区立四谷中学校 124,965 中野区 実践学園 42,966

新宿区 新宿区立愛日小学校 17,618 中野区 やはた幼稚園 35,432

新宿区 日本福祉教育専門学校 2,643 中野区 日本ﾅｻﾞﾚﾝ教団中野教会附属幼稚園 25,990

新宿区 日本児童教育専門学校 2,416 中野区 宝仙学園中学校・高等学校 24,874

文京区 貞静学園中学校・高等学校 2,670,387 中野区 やはたみずのとう幼稚園分園 5,457

文京区 日本女子大学附属豊明小学校 62,096 杉並区 日本大学鶴ヶ丘高等学校 50,000

文京区 跡見学園中学校・高等学校 47,483 杉並区 女子美術大学付属中学校・高等学校 29,504

文京区 日本女子大学附属豊明幼稚園 30,498 杉並区 西荻まこと幼稚園 17,810

文京区 文京学院大学女子中学校　生徒会 25,680 杉並区 西荻学園幼稚園 8,844

文京区 文京区立第八中学校 20,533 豊島区 豊島岡女子学園 73,030

文京区 日本指圧専門学校 19,387 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 53,965

文京区 京華商業高等学校 18,553 豊島区 豊島区立南池袋小学校 15,361

文京区 桜蔭中学校・高等学校 17,646 豊島区 もみじ幼稚園 12,807

文京区 大和郷幼稚園 17,510 豊島区 豊島区立池袋第一小学校 10,544

文京区 貞静学園短期大学 16,133 豊島区 豊島区立西巣鴨中学校 9,729

文京区 文京区立第六中学校 5,043 豊島区 淑徳巣鴨中学・高等学校　美子文会 8,744

文京区 彰栄幼稚園 4,400 豊島区 長崎幼稚園 3,863

文京区 2,000 豊島区 日本リハビリテーション専門学校 1,643

台東区 台東区立御徒町台東中学校 33,555 豊島区 東京都立大塚ろう学校 299

台東区 台東区立大正小学校 23,931 北区 武蔵野中学高等学校 118,046

台東区 岩倉高等学校 14,520 北区 順天中学校・高等学校 112,866

墨田区 江東学園幼稚園 36,897 北区 駿台学園中学校・高等学校 54,728

墨田区 東京都立本所高等学校 24,388 北区 東京都立赤羽商業高等学校 15,411

墨田区 墨田区立吾嬬第二中学校 10,025 北区 東京成徳大学中学校・高等学校 10,492

江東区 江東区立第二南砂中学校 57,400 北区 桜輪幼稚園　父母の会 7,527

江東区 江東区立大島西中学校 19,066 荒川区 荒川区立汐入東小学校　にこにこぷりすくーる 27,269

江東区 東京都立大江戸高等学校 14,998 荒川区 国際共立学園 国際理容美容専門学校 20,000

品川区 専修幼稚園 55,573 荒川区 荒川区立尾久八幡中学校 14,488

品川区 東京都立八潮高等学校 50,523 荒川区 荒川区立第五中学校 12,603

品川区 立正中学校・高等学校 31,206 板橋区 帝京中学・高等学校 100,000

品川区 青稜中学校・高等学校 23,392 板橋区 まきば幼稚園 22,000

品川区 品川区立浜川中学校 12,497 板橋区 板橋区立高島第二小学校 21,502

品川区 品川エトワール女子高等学校 11,986 板橋区 筑波大学附属桐が丘特別支援学校 21,138

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 11,721 板橋区 松月院幼稚園 14,267

目黒区 日出学園 25,326 板橋区 落合幼稚園 13,000

目黒区 日本基督教団碑文谷教会碑文谷教会付属幼稚園 6,845 板橋区 こうま幼稚園 11,836

大田区 東京実業高等学校 67,071 板橋区 板橋区立板橋第三中学校 4,057

大田区 大田区立大森第三中学校 35,336 練馬区 旭出学園 17,739

大田区 文教大学付属小学校　 12,264 練馬区 石神井幼稚園 13,438

大田区 大田区立大森第一中学校 7,472 練馬区 高松幼稚園 10,000

世田谷区 鈴蘭幼稚園 100,000 練馬区 練馬白菊幼稚園 10,000

世田谷区 昭和女子大学附属昭和小学校 87,674 練馬区 みのり幼稚園 10,000

世田谷区 国本女子中学校・高等学校 77,580 練馬区 大泉文華幼稚園 6,000

街頭募金協力団体一覧　　　1,070件　　　72,363,971円

　　学校　　　157件　　　8,886,723円

淑徳SC中等部・高等部



世田谷区 鴎友学園女子中学校・高等学校　奉仕委員会 50,939 練馬区 武蔵大学 4,170

世田谷区 昭和女子大学附属昭和中学校・高等学校 50,000 足立区 足立区立入谷南中学校 24,375

世田谷区 銀の鈴幼稚園 30,000 足立区 東京都立足立東高等学校 12,842

世田谷区 慶元寺幼稚園　 20,200 葛飾区 葛飾区立青戸中学校 69,595

世田谷区 佼成学園女子中学校・高等学校 12,495 葛飾区 共栄学園 27,177

世田谷区 成城幼稚園 12,000 葛飾区 葛飾区立木根川小学校 9,777

世田谷区 愛隣幼稚園 10,037 葛飾区 国際鍼灸専門学校 8,174

世田谷区 世田谷平安教会・平安幼稚園 10,000 葛飾区 東京都立葛飾総合高等学校 7,777

江戸川区 愛国中学校・高等学校　学友会 118,042 品川区 42,041

江戸川区 江戸川区立清新第二中学校 63,569 目黒区 82,098

江戸川区 宇喜田幼稚園 32,282 目黒区 73,645

江戸川区 かんしち幼稚園 19,608 目黒区 58,759

江戸川区 江戸川区立西葛西小学校 10,465 目黒区 49,835

八王子市 八王子市立横山中学校 161,307 目黒区 38,797

八王子市 大竹高等専修学校 95,847 大田区 68,471

八王子市 八王子高等学校　ボランティア部 26,524 大田区 66,000

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 14,430 大田区 40,000

八王子市 東京都立八王子拓真高等学校 8,703 大田区 37,177

立川市 石川学園　こばと幼稚園 26,463 大田区 35,692

武蔵野市 すみれ幼稚園 2,900 大田区 33,056

青梅市 青梅市立第二小学校ボランティア委員会 27,327 大田区 28,329

調布市 東京緑ヶ丘幼稚園 58,921 大田区 25,692

調布市 調布市立第八中学校 18,337 大田区 24,118

調布市 調布若竹幼稚園母の会 16,072 大田区 18,482

町田市 東京都立野津田高等学校　生徒会 154,437 世田谷区 194,817

町田市 町田文化幼稚園 58,318 世田谷区 172,536

小金井市 こどものくに幼稚園 22,946 世田谷区 90,421

小平市 小平市立小平第三中学校 547,551 世田谷区 89,394

小平市 小平市立小平第六中学校 252,776 世田谷区 65,894

小平市 丸山幼稚園 53,033 世田谷区 61,495

日野市 東京都立日野高等学校 43,358 世田谷区 51,206

日野市 東京都立南平高等学校 17,676 世田谷区 31,775

国分寺市 東京都立国分寺高等学校 16,553 世田谷区 30,450

国立市 国立学園小学校 18,505 世田谷区 27,572

国立市 国立市立国立第二中学校 12,602 世田谷区 27,213

狛江市 狛江市立狛江第六小学校 7,288 世田谷区 21,447

清瀬市 日本社会事業大学 73,579 世田谷区 20,236

多摩市 多摩大学附属聖ヶ丘中学校・高等学校 100,730 世田谷区 17,817

多摩市 多摩市立瓜生小学校 14,754 渋谷区 115,170

多摩市 東京多摩調理製菓専門学校 5,793 渋谷区 110,500

多摩市 桜ヶ丘青溪看護専門学校 404 渋谷区 72,935

あきる野市 あきる野市立西中学校 49,002 渋谷区 41,356

あきる野市 東京都立あきる野学園 13,582 渋谷区 29,148

瑞穂町 如意輪幼稚園 30,000 渋谷区 14,801

瑞穂町 瑞穂町立瑞穂第二中学校 15,007 中野区 55,623

神津島村 東京都立神津高等学校　生徒会 12,009 中野区 39,555

新潟県 佐渡市立金泉小学校 2,884 中野区 31,287

杉並区 154,577

中央区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ中央第６団 133,010 杉並区 100,912

中央区 68,439 杉並区 91,162

中央区 12,669 杉並区 88,194

港区 192,526 杉並区 80,383

港区 142,420 杉並区 70,000

港区 75,916 杉並区 51,638

港区 31,816 杉並区 37,290

新宿区 34,991 杉並区 29,099

新宿区 32,376 杉並区 20,893

新宿区 31,664 豊島区 99,706

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ品川第2団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ目黒第8団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ目黒第1団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ目黒第7団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ目黒第6団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ目黒第3団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ大田第7･8団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ大田第4団

ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第209団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ大田第2団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ大田第6団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ大田第11団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ大田第19団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ大田第15団

ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都都第200団

ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第23団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ世田谷第24団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ世田谷第7団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ世田谷第10団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ世田谷第5団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ世田谷第16団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ世田谷第11団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ世田谷第4団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ世田谷第19団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ世田谷第20団

ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第58団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ世田谷第8団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ世田谷第3団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ世田谷第22団

ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第72団

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　

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ渋谷第14団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ渋谷第9団　

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ渋谷第3団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ渋谷第6団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ渋谷第10団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ中野第11団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ中野第8団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ中野第7団

　ボーイ・ガールスカウト　　　　188件　　10,325,512円 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ杉並第4団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ杉並第11団

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 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ杉並第12団

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 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ杉並第5団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ港第5団 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第57団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ港第1団 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ杉並第6団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ港第18団 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ杉並第9団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ港第12団 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ杉並第2団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ新宿第17団 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第139団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ新宿第4団 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ杉並第13団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ新宿第8団 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ豊島第17団



新宿区 14,343 豊島区 82,650

台東区 128,955 豊島区 44,319

台東区 48,643 豊島区 27,151

台東区 38,211 豊島区 22,518

墨田区 80,569 豊島区 21,479

墨田区 42,945 北区 54,751

墨田区 25,010 北区 42,753

江東区 54,500 北区 39,204

江東区 52,967 北区 13,203

江東区 6,547 荒川区 116,853

品川区 166,382 荒川区 77,454

品川区 105,761 荒川区 15,547

荒川区 11,777 町田市 51,728

荒川区 8,500 町田市 43,660

板橋区 83,111 町田市 38,306

板橋区 81,105 町田市 25,834

板橋区 69,226 町田市 25,276

板橋区 39,445 町田市 25,099

板橋区 33,798 町田市 16,292

板橋区 26,000 小金井市 56,658

板橋区 13,419 小金井市 52,749

練馬区 211,326 小金井市 22,691

練馬区 178,426 小平市 60,405

練馬区 168,797 小平市 39,369

練馬区 143,308 小平市 30,249

練馬区 107,698 小平市 21,304

練馬区 85,647 小平市 16,971

練馬区 84,415 日野市 29,562

練馬区 68,322 日野市 18,730

練馬区 49,891 日野市 13,943

練馬区 43,164 日野市 13,656

練馬区 41,420 東村山市 86,581

練馬区 31,878 東村山市 7,144

練馬区 28,275 国分寺市 177,005

練馬区 3,000 国分寺市 57,161

足立区 100,000 国分寺市 42,341

足立区 56,511 国立市 27,199

足立区 50,866 福生市 17,658

足立区 42,621 福生市 16,008

足立区 36,044 福生市 10,533

足立区 31,150 狛江市 14,455

足立区 24,147 東大和市 20,000

葛飾区 82,149 清瀬市 77,298

葛飾区 76,256 清瀬市 34,196

葛飾区 44,334 清瀬市 30,506

葛飾区 41,528 東久留米市 22,017

葛飾区 36,266 東久留米市 14,500

葛飾区 36,144 多摩市 46,693

江戸川区 50,824 稲城市 59,007

江戸川区 47,967 羽村市 40,566

江戸川区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ江戸川第７団 47,167 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 36,761

江戸川区 22,908 西東京市 163,302

八王子市 87,315 西東京市 52,193

八王子市 68,795 西東京市 25,302

八王子市 47,306

八王子市 43,000

立川市 57,965

武蔵野市 90,762

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ新宿第1団 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ豊島第1団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ台東第4団 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ豊島第4団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ台東第1団 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ豊島第7団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ台東第3団 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ豊島第6団　

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ墨田第3団 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ豊島第9団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ墨田第10団 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ北第8団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ墨田第4団 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ北第3団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ江東第5団 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ北第1団・北第2団

ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第98団 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第21団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ江東第2団 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ荒川第2団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ品川第6団 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ荒川第1団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ品川第8団 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第108団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ荒川第3団 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ町田第16団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ荒川第6団 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ町田第6団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ板橋第11団 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ町田第7団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ板橋第15団 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ町田第20団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ板橋第3団 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ町田第3団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ板橋第5団 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ町田第14団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ板橋第10団 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ町田第9団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ板橋第4団 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ小金井第4団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ板橋第2団 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ小金井第1団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ練馬第5団 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ小金井第2団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ練馬第1団 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ小平第2団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ練馬第15団 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ小平第1団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ練馬第10団 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ小平第4団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ練馬第9団 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ小平第3団

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 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第176団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ練馬第7団 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ日野第4団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ練馬第17団 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ日野第1団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ練馬第8団 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第51団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ練馬第12団 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ日野第2団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ練馬第13団 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ東村山第6団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ練馬第6団 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ東村山第2団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ練馬第3団 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ国分寺第1団

ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第50団 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第97団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ足立第5団 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ国分寺第2団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ足立第6団 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ国立第1団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ足立第3団 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第191団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ足立第8団 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ福生第1団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ足立第14団 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ福生第2団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ足立第4団 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ狛江第3団

ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第104団 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ東大和第2団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ葛飾第4団 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ清瀬第3団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ葛飾第3団 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ清瀬第2団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ葛飾第1団 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第70団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ葛飾第2団 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ東久留米第1団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ葛飾第7団 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ東久留米第2団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ葛飾第5団 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ多摩第2団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ江戸川第1団 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ稲城第1団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ江戸川第5団 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ羽村第1団

ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第75団 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ西東京第2団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ八王子第6団 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ西東京第1団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ八王子第1団 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第129団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ八王子第7団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ八王子第11団 宗教団体　　　　130件　　　26,697,444円
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

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ武蔵野第1団 　　真如苑　　　　　　1件　　9,718,276円



武蔵野市 90,762

武蔵野市 24,303 　　カトリック東京大司教区　教会、学校、施設等

三鷹市 67,200

三鷹市 52,879 雙葉学園 3,162,611

三鷹市 30,342 田園調布雙葉高等学校･中学校 815,796

青梅市 29,906 聖心学園　東京保育専門学校　 654,106

青梅市 29,215 光塩女子学院高等科･中等科･初等科 418,513

青梅市 26,186 慈生会 370,481

府中市 府中スカウト育成協議会 53,778 クリストロア会聖ヨゼフホーム 233,233

府中市 35,500 上智社会事業団 204,379

府中市 35,488 白百合女子大学 199,800

調布市 96,535 カトリック本所教会 198,392

調布市 19,410 カリタスの園　小百合の寮 168,864

調布市 13,042 カトリック三軒茶屋教会 152,920

町田市 104,893 聖母のさゆり保育園 129,256

町田市 63,956 東星学園 119,777

聖心女子学院初等科　 105,112 四谷仏教会　 142,178

聖ヨハネ会 100,000 麻布仏教会 136,000

ｶﾄﾘｯｸお告げのﾌﾗﾝｼｽｺ姉妹会 100,000 本郷仏教会 110,000

井荻聖母幼稚園 97,032 芝仏教会 100,000

枝光会　 92,390 荏原仏教会 99,000

カトリック上野教会 92,111 小石川仏教会 70,000

85,762 練馬区仏教会 53,000

聖心女子学院　もゆる会 84,657 秋川仏教会 50,000

ドン・ボスコ保育園 74,625 板橋区仏教会 30,000

聖マリア保育園 70,575 大森仏教会 30,000

カトリック小平教会　 58,153 府中仏教会 30,000

カトリック築地教会 48,878 日本橋仏教会 18,000

サンタ　マリア  スクール 46,483 大井仏教会 10,000

カトリック赤羽教会 45,000

カトリック瀬田教会 44,618

カトリック板橋教会 43,581 1,234,479

カトリック立川教会 37,946

星美学園高等学校･中学校 33,303 447,567

星美学園幼稚園 32,557

青少年福祉センター清周寮 32,407 194,750

聖ドミニコ学園中学高等学校 31,000

カトリック高輪教会 30,760 84,407

ぶどうの木　ロゴス点字図書館 30,000

関町白百合幼稚園 29,279 61,050

大森聖マリア幼稚園 28,583

カトリック八王子教会 27,831 52,307

サレジオ工業高等専門学校 24,422

本所白百合幼稚園 24,381 19,176

世田谷聖母幼稚園 21,352

レストナック幼稚園　母の会 21,334 15,469

カトリック神田教会 20,916

聖母の騎士幼稚園 16,600 10,000

白百合幼稚園 13,331

天使幼稚園 8,138 10,000

聖母会 6,722

聖心学園幼稚園 6,072

立正佼成会江戸川教会 465,513

立正佼成会杉並教会 320,382

立正佼成会江東教会 240,840

立正佼成会大田教会 184,154

立正佼成会葛飾教会 174,147 千代田区 鉄道弘済会社会福祉部 580,364

ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第18団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ武蔵野第3団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ三鷹第1団 　　　　49件　　　8,494,039円

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ三鷹第5団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ三鷹第3団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ青梅第2団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ青梅第3団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ青梅第4団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ府中第6団

ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第116団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ調布第2団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ調布第10団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ調布第9団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ町田第13団

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ町田第1団

カトリック大森教会・BS大田第14団・GS東京都第421団

　　　　　　妙智会教団　　　　　　　　　  　　1件

　　　　　　救世軍本営　　　　　　  　　 　　 1件

　　　　　　佛立本旨講　妙應寺　　  　 　　1件

　　　　　　清隆寺　　　　　　　　　  　　 　　　1件

　　　　　　在家日蓮宗浄風会　　　 　 　 　1件

　　　　　　大星教会極星会　　　 　　 　 　　1件

　　　　　　日本聖公会　東京教区　　 　　　1件

　　　　　　金光教いわおフォーゲル隊　  　1件

　　　　　　神道大成教　　　　　　　　　 　　　1件

　　　　　　心睦教団　　　　　　　　　　　　　　1件

　　　　　立正佼成会　　　　　17件　　　　2,729,370円

　　　社会福祉施設・団体　　493件　　　　16,523,007円



立正佼成会渋谷教会 159,116 千代田区 東京少年友の会 5,000

立正佼成会練馬教会 157,454 千代田区 青鳥会 2,154

立正佼成会品川教会 128,354 千代田区 東京逓信病院ひまわり育児室 1,826

立正佼成会文京教会 128,028 中央区 シルヴァーウィング新とみ 300,000

立正佼成会三鷹教会 114,805 港区 銀鈴会 25,544

立正佼成会八王子教会 114,227 港区 港福会　みなと工房 19,140

立正佼成会豊島教会 108,830 港区 恩賜財団母子愛育会 9,627

立正佼成会墨田教会 103,043 港区 慶福育児会 8,000

立正佼成会新宿教会 102,854 港区 家庭授産奨励会　西麻布作業所 8,000

立正佼成会台東教会 91,200 新宿区 東京都知的障害者育成会 1,449,917

立正佼成会板橋教会 81,423 新宿区 東京都同胞援護会 528,212

立正佼成会南多摩教会 55,000 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 85,748

1,956,292 新宿区 新宿区障害者福祉協会 25,640

新宿区 東京ヘレン・ケラー協会 21,618

新宿区 二葉保育園 19,456

深川仏教会 227,300 新宿区 日本盲人職能開発センター 11,885

杉並仏教会 216,000 新宿区 日本点字図書館 10,838

葛飾仏教会 180,784 新宿区 斉修会 10,000

豊島区仏教会 168,000 新宿区 日本盲人会連合 5,436

新宿区 東京都盲人福祉協会 3,000 世田谷区 下北沢ひよこ園 27,620

文京区 東京都遺族連合会 154,546 世田谷区 東京有隣会 14,808

文京区 東京福祉会 54,077 世田谷区 うるおいの里　ちぐさ企画 13,244

文京区 東京実華道場 22,000 世田谷区 嬉泉 13,140

文京区 ひよこ教室 14,615 世田谷区 日本フレンズ奉仕団フレンズホーム 10,097

文京区 東京都助産師会館八千代保育園 8,004 世田谷区 肢体不自由者パソコン指導協会 10,000

文京区 東友会 7,193 世田谷区 砧福祉園千歳保育園 9,949

文京区 東六会ゆしまの郷 5,125 世田谷区 老後を幸せにする会　さつき荘 8,568

文京区 文京大塚みどりの郷 546 世田谷区 玉川保育の会 8,290

台東区 浅草寺病院 12,197 世田谷区 うるおいの里　千草工芸 7,919

台東区 城北労働・福祉センター 2,707 世田谷区 河田母子厚生会 6,357

台東区 耕房　“輝” 36 世田谷区 敬寿会東京敬寿園 4,932

墨田区 興望館 252,959 世田谷区 東京難病団体連絡協議会 4,270

墨田区 ベタニヤホーム 160,210 世田谷区 3,800

墨田区 本所賀川記念館 45,689 世田谷区 はる社会就労センターパイ焼き窯 3,500

墨田区 ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾌﾟﾗｻﾞ外手児童館 25,646 世田谷区 まちもりほっとステイＳＵＫＵＳＵＫＵ 3,379

墨田区 希望福祉会杉の子学園保育所 25,279 世田谷区 さくら喫茶室パイン 3,056

墨田区 厚生館 24,508 世田谷区 七日会　せたがや給田乃杜 3,000

墨田区 ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾌﾟﾗｻﾞ墨田児童会館 24,411 世田谷区 わんぱくクラブ育成会 2,850

墨田区 賛育会　賛育会病院 23,442 世田谷区 メネス保育園 2,109

墨田区 ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾌﾟﾗｻﾞ文花児童館 21,123 世田谷区 古木会成城アルテンハイム 294

墨田区 ほがらか保育園 9,600 渋谷区 ワークささはた 11,621

墨田区 とらいあんぐる　隅田作業所 7,393 渋谷区 パール 10,000

墨田区 八広会　和翔苑 2,312 渋谷区 ワークセンター　ひかわ 7,745

江東区 あそか会 100,062 渋谷区 福田会 6,594

江東区 日本聖公会東京教区まこと地域センター 57,343 渋谷区 ヒューマンケアクラブストライドストライドクラブ 2,501

江東区 ゆめグループ福祉会 42,497 中野区 東京コロニー 33,259

江東区 聖救主福祉会　まこと保育園 39,202 中野区 愛児の家 23,000

江東区 ソフトパワー 13,866 中野区 浄風園 6,437

江東区 たんぽぽクラブ 12,000 中野区 野方さくら保育園 5,000

江東区 サンフラワーワーキング 11,364 中野区 育和会とちの木保育園 3,000

江東区 江東ボランティア・センター 11,170 杉並区 浴風会 106,731

江東区 新生したまち作業所 5,255 杉並区 聖友ホーム 59,350

江東区 東京児童協会江東区白河かもめ保育園 3,799 杉並区 済美会　済美職業実習所　保護者会 29,500

品川区 三徳会成幸ホーム 122,721 杉並区 かいとー 17,091

品川区 福栄会 103,193 杉並区 光明会杉並学園 17,000

品川区 品川総合福祉センター 76,086 杉並区 虹旗社　杉並ゆりかご保育園 15,557

品川区 戸越会東戸越保育園 13,800 杉並区 和光会　阿佐谷保育園 12,525

　　　　　　天理教東京教区　　　36支部

　　　東京都仏教連合会　　　17件　　　　1,670,262円

世田谷さくら会第1さくらハウス



品川区 めだか保育園 5,110 杉並区 ぎんなん会 10,000

品川区 ぷりすくーる西五反田 2,114 杉並区 スラッシュ 5,000

品川区 大宝会宝保育園 1,676 杉並区 東京家庭学校上水保育園 4,650

目黒区 愛隣会 58,624 杉並区 すぎなみ正吉苑 3,018

目黒区 ＳＵＮ共同作業所 14,076 杉並区 コロロ杉並少年隊 2,500

目黒区 民友会緑丘保育園 10,000 豊島区 フロンティア 200,805

目黒区 もえぎの会しいの実社 6,503 豊島区 東京都肢体不自由児者父母の会連合会 23,000

目黒区 双葉の園双葉の園保育園 3,000 豊島区 若草保育園 20,000

大田区 大田区視力障害者福祉協会 136,496 豊島区 東京都ローリングバレーボール連盟 12,365

大田区 いずみえん 32,708 豊島区 育和会椎名町ひまわり保育園 10,000

大田区 恒明会桐里保育園 15,000 豊島区 育和会しいの実保育園 10,000

大田区 蒲田保育園　第一蒲田保育園 10,773 豊島区 愛の家　ファミリーホーム 6,000

大田区 第二蒲田保育園 10,505 豊島区 新興会 5,000

大田区 妙福寺洗心保育園 8,230 豊島区 みのり保育園 1,865

大田区 第三蒲田保育園 5,190 北区 東京都福祉事業協会 176,774

大田区 島田福祉会島田保育園 4,500 北区 育成会テーオーシー保育園 25,763

大田区 1,764 北区 光照園王子光照苑 25,307

大田区 大森駅前保育園 1,309 北区 聖母の騎士保育園 20,000

世田谷区 ベビールーム下北沢 96,500 北区 わくわくかん 13,110

世田谷区 友愛十字会 72,337 北区 豊川保育園 11,750

世田谷区 ドレミファ保育室 50,200 北区 10,925

世田谷区 40,000 北区 労働者クラブ保育園 10,000

世田谷区 東京育成園 33,443 北区 東京都障害者総合スポーツセンター 8,881

世田谷区 福音寮 29,090 北区 あゆみ会 6,668

北区 神谷保育園 6,000 江戸川区 東京栄和会なぎさ和楽苑 85,422

北区 精神発達障害指導教育協会 5,500 江戸川区 東京清音会暖心苑 54,949

北区 武尊会　西が丘園 5,462 江戸川区 つぼみ会つぼみ保育園 28,747

北区 讃仰会 法善寺保育園 3,026 江戸川区 白秋会　泰山 25,000

荒川区 上宮会 268,089 江戸川区 瑞光会瑞江特別養護老人ホーム 23,505

荒川区 荒川区私立保育園園長会 51,918 江戸川区 十念寺小岩みどり保育園 20,010

荒川区 信愛報恩会信愛のぞみの郷 15,885 江戸川区 白百合保育園 18,750

荒川区 かがや保育園 7,200 江戸川区 健修会　清心苑 13,721

板橋区 板橋区私立保育園園長会 477,372 江戸川区 江戸川光照園 12,217

板橋区 松葉の園 30,000 江戸川区 ワークあけぼの会 10,713

板橋区 こもね作業所 15,860 江戸川区 子ばと保育園 10,145

板橋区 北野会マイライフ徳丸 15,576 江戸川区 生光会　長安寮 9,829

板橋区 にりん草　おおやま福祉作業所 14,302 江戸川区 わかみや福祉会　マリヤ保育園 2,164

板橋区 11,714 八王子市 武蔵野会 465,000

板橋区 小茂根の郷 11,421 八王子市 アゼリヤ会 81,176

板橋区 7,000 八王子市 清明会 58,255

板橋区 とくまる福祉作業所 5,600 八王子市 同胞援護婦人連盟こどものうち八栄寮 56,525

板橋区 4,778 八王子市 にんじんの家 43,401

板橋区 ひまわり保育所 4,600 八王子市 第一若駒の家 35,177

練馬区 みさよはうす土支田 203,000 八王子市 八王子いちょうの会 33,000

練馬区 章佑会　やすらぎの里大泉 139,350 八王子市 明徳会藤寿苑 30,094

練馬区 第二大泉学園実習ホーム 57,185 八王子市 多摩養育園光明第一保育園 24,718

練馬区 錦華学院 31,200 八王子市 永寿会山水園 24,332

練馬区 育陽会エンゼル保育園 19,519 八王子市 同志舎　八王子共励保育園 22,773

練馬区 泉陽会第二光陽苑 18,190 八王子市 高尾青年の家 21,566

練馬区 妙福寺保育園 17,000 八王子市 エスオーエスこどもの村 20,385

練馬区 和敬会練馬二葉保育園 16,000 八王子市 東京玉葉会 20,030

練馬区 大泉旭出学園　旭出生産福祉園 10,245 八王子市 蕗の会ふきのとう 18,458

練馬区 大泉松和会大泉保育園 10,162 八王子市 公徳福祉会　 18,362

練馬区 若水会　大泉にじのいろ保育園 10,013 八王子市 17,294

練馬区 泉陽会　光陽苑 6,550 八王子市 多摩養育園光明第四保育園 16,158

練馬区 ベテスダ奉仕女母の家いずみ寮 4,700 八王子市 多摩養育園光明第三保育園 14,847

練馬区 松の実訓練作業所 4,368 八王子市 紫翠苑 14,500

練馬区 龍鳳　たんぽぽ 4,220 八王子市 多摩養育園光華寮 13,500

Ｐ.プロゼクト

東京都立王子特別支援学校　PTA

東京都重症心身障害児(者)を守る会

JHC板橋会JHC秋桜

JHC板橋会　JHC大山

JHC板橋会　JHCいずみ

ぷらさ．De．かたくり



足立区 からしだねうめだ・あけぼの学園 124,991 八王子市 ひのき工房 13,433

足立区 からしだねうめだ「子供の家」 37,313 八王子市 多摩養育園養護老人ホーム竹の里 12,873

足立区 愛寿会紫磨園 17,900 八王子市 多摩養育園養護老人ホーム楢の里 12,394

足立区 聖風会　足立新生苑 17,530 八王子市 クレヨンハウス 11,270

足立区 武尊会　伊興園 17,286 八王子市 浄栄会徳寿園 11,056

足立区 子ひばり保育園 15,772 八王子市 多摩養育園光明第五保育園 10,721

足立区 聖風会　ゆううあいの郷六月 15,462 八王子市 白百合会　恩方ホーム 10,000

足立区 三星保育園 15,000 八王子市 牧羊会ベテル保育園 9,600

足立区 江北ひまわり作業所 11,500 八王子市 共励第二保育園 8,717

足立区 千住ひまわり作業所 10,000 八王子市 相友会諏訪保育園 8,533

足立区 勝楽堂病院 10,000 八王子市 第二高尾青年の家 8,348

足立区 太陽会太陽保育園 4,005 八王子市 のぞみの会大塚保育園 7,568

足立区 はなさく福祉会花畑共同作業所 2,618 八王子市 一誠会偕楽園ホーム 5,786

葛飾区 仁生社 234,770 八王子市 あけぼの会　 5,000

葛飾区 葛飾学園 202,763 八王子市 長慶福祉会なみのり第二保育園 5,000

葛飾区 アムネかつしかあすなろの家 28,436 八王子市 長慶福祉会なみのり保育園 4,935

葛飾区 ひまわり保育園 25,117 八王子市 ハンドクラフト杢 4,880

葛飾区 手をつなぐ福祉会 20,585 八王子市 ファミリーマイホーム 4,813

葛飾区 のゆり会たかさご保育園 14,448 八王子市 多摩養育園光明第八保育園 3,845

葛飾区 原町成年寮 13,000 八王子市 喫茶コーナー”ほほえみ” 3,616

葛飾区 厚生福祉会青戸福祉保育園 9,200 八王子市 浄栄会　第二徳寿園 3,004

葛飾区 清遊の家 7,350 八王子市 多摩養育園多摩特養老人ホーム 2,005

葛飾区 第２あすなろの家 7,143 八王子市 リサイクルわかくさ 1,148

葛飾区 葛飾幼児グループ 4,106 八王子市 クリエイト 668

葛飾区 三幸福祉会 2,537 立川市 東京リハビリ協会 269,691

葛飾区 柴又育心会柴又学園 2,031 立川市 至誠学舎立川 41,012

葛飾区 風の子会かつしか風の子クラブ 1,060 立川市 聖愛学舎　玉川保育園 35,110

江戸川区 江東園 99,911 立川市 すみれ会武蔵立川学園 13,619

立川市 昭島愛育会　松中保育園 10,869 昭島市 慈芳会松原保育園 24,251

立川市 西国立保育園 10,404 昭島市 多摩育児会多摩保育園 20,515

立川市 桜栄会　砂川園 1,796 昭島市 愛信福祉会上ノ原保育園 20,110

武蔵野市 のぞみの家 16,051 昭島市 昭島愛育会昭栄保育園 11,770

武蔵野市 むさし福祉会ふじの実保育園 12,087 昭島市 きょうされん 10,600

武蔵野市 さくらえん 8,085 昭島市 みきの家　わかくさ保育園 10,200

武蔵野市 いずみ作業所 5,721 昭島市 つみき保育園 7,135

武蔵野市 武蔵野市くぬぎ園 4,020 昭島市 ゆりかご会もくせいの苑 5,000

三鷹市 東京弘済園 42,973 調布市 爽々苑・やわらぎの家 32,170

三鷹市 三鷹木の実保育園 20,000 調布市 ポコポコ・ホッピング 10,000

三鷹市 あかね保育の会あかね保育園 5,000 調布市 八雲会八雲台保育園 8,179

三鷹市 三鷹はなの会いくせい工房 5,000 調布市 第一クッキングハウス 5,000

三鷹市 楽山会椎の実子供の家 4,103 調布市 東京かたばみ会調布八雲苑 4,650

三鷹市 巣立ち会巣立ち工房 2,592 調布市 めじろ作業所 1,177

三鷹市 井の頭保育園 2,481 調布市 巣立ち会こひつじ舎 392

三鷹市 三鷹ひまわり会三鷹ひまわり第一共同作業所 2,425 町田市 合掌苑 276,047

三鷹市 三鷹はなの会 1,952 町田市 共働学舎 271,701

三鷹市 三鷹はなの会　タートル・ステップ 1,381 町田市 日本聾話学校　ライシャワ・クレーマ学園 38,059

青梅市 聖明福祉協会 150,000 町田市 福音会 34,609

青梅市 東京恵明学園 121,090 町田市 つるかわ学園 33,812

青梅市 徳心会　あゆみえん 55,107 町田市 東京援護協会 15,206

青梅市 友愛学園 46,000 町田市 やすらぎ会　桜台保育園 6,000

青梅市 新町保育会 45,393 町田市 賛育会清風園 4,705

青梅市 砂町友愛園養護部 39,117 町田市 富士福祉会 3,952

青梅市 南風会　青梅学園 34,431 町田市 南町田ちいろば会みぎわホーム 1,500

青梅市 青梅青少年クラブなかま 30,000 小金井市 信愛会しんあい保育園 59,747

青梅市 千ヶ瀬第２保育園 25,446 小金井市 雲柱社　賀川学園 20,643

青梅市 駒木野保育園 23,607 小金井市 妙泉会貫井保育園 18,216

青梅市 梨の木福祉会青梅梨の木保育園 23,411 小金井市 恵日会ひなぎく保育園 11,949

青梅市 博仁会 22,809 小金井市 多摩養育園光明第二保育園 10,700



青梅市 河辺保育園 22,100 小金井市 通所訓練所　あい　 10,000

青梅市 千ヶ瀬第１保育園 21,640 小金井市 友好福祉会こむぎ保育園 4,197

青梅市 修敬会三田保育園 19,613 小平市 自立生活センター　小平 139,698

青梅市 かすみ台福祉会 17,759 小平市 黎明会　 89,292

青梅市 愛弘会青梅愛弘園 16,874 小平市 まりも会 49,467

青梅市 日向和田保育園 15,884 小平市 多摩済生医療団多摩済生病院 28,287

青梅市 長渕保育園 15,145 小平市 全国スモンの会曙光園 27,513

青梅市 二俣尾保育園 13,818 小平市 クラブハウスはばたき 24,865

青梅市 天使園青梅天使園 13,483 小平市 多摩済生医療団多摩済生園 20,470

青梅市 青梅福祉協会青梅園 12,195 小平市 タンポポ保育園 10,076

青梅市 畑中保育園 10,095 小平市 食事サービスセンターなごみ 10,000

青梅市 よしの保育園 10,000 小平市 あかね会　ゆうやけ子どもクラブ 10,000

青梅市 武尊会　御岳園 9,720 小平市 春望 2,222

青梅市 青梅福祉協会第二青梅園 8,337 小平市 むさし保育園 2,148

青梅市 一石会　大洋園 6,460 小平市 つむぎ　おだまき 1,259

青梅市 積善会長渕園 6,175 日野市 東京光の家 656,088

青梅市 成木保育園 5,545 日野市 わかば福祉会 43,255

青梅市 友田保育園 5,260 日野市 さわらび保育園 37,132

青梅市 青梅白寿会 2,368 日野市 つくしんぼ保育園 12,734

青梅市 七日会 杜の園 2,186 日野市 やまぼうし　れんげ 11,054

青梅市 鈴風会鈴の音保育園 2,101 日野市 8,901

青梅市 仁育会青梅療育院 2,000 日野市 金子ベビーホーム 7,518

府中市 多摩同胞会 65,947 日野市 日野青い鳥福祉会あおいとり日野 4,150

府中市 若水会にじのいろ保育園 20,000 東村山市 村山苑 47,707

府中市 仁和会府中はるみ福祉園 9,385 東村山市 天童会秋津療育園 24,338

府中市 安立園 9,217 東村山市 東京蒼生会 14,351

府中市 桜友会押立保育園 7,000 東村山市 七日会　青葉の杜 9,373

府中市 5,611 東村山市 ネット　十二月 8,007

府中市 白梅会梅の木の家共同作業所 4,460 東村山市 ネット　かりん 5,000

府中市 茶屋の園　たちばなの園白糸台 4,400 東村山市 はるび　はるびの郷 3,333

府中市 田中保育所 3,000 東村山市 3,000

昭島市 昭島ひまわりの家 31,372 国分寺市 コロロ学舎　ＥＴ教室 21,448

国分寺市 浴光会　国分寺病院 10,000 西東京市 至誠学舎東京 83,732

国分寺市 けやきの杜 4,436 西東京市 田無の会　たんぽぽ 30,000

国分寺市 千春会千春第二保育園 2,642 西東京市 東京老人ホーム 14,459

国立市 国立子育ちティエラこぐまこどものいえ 5,236 西東京市 黄河会サムエル保育園 10,000

福生市 高峰福祉会弥生保育園 6,663 西東京市 たなし工房 1,605

狛江市 一の橋こどもの家 7,639 瑞穂町 平成会　不老の郷 5,289

東大和市 蓮花苑 59,315 瑞穂町 コロロ学舎　瑞学園 5,090

東大和市 多摩大和園やまと苑 35,000 瑞穂町 梅の樹会フラワープラム 1,223

東大和市 ナオミの会 30,191 日の出町 芳洋会日の出ホーム 55,813

東大和市 多摩大和園さくら苑 22,661 日の出町 ほうえい会栄光の杜 28,430

東大和市 向会　向台老人ホーム 18,195 日の出町 太陽福祉協会日の出太陽の家 22,500

東大和市 共同作業所ライブリィ工房 7,636 日の出町 清快福祉会清快園 7,187

東大和市 第二みんなの家 3,000 日の出町 泉会日の出舎 5,957

東大和市 えいぶる　かたつむりの会作業所 2,794 檜原村 やまぶき会ひのはら保育園 12,386

東大和市 みんなの会第一みんなの家 2,583 檜原村 仁愛会桧原サナホーム 3,492

清瀬市 東京聖労院 54,077 奥多摩町 双葉会琴清苑 23,289

清瀬市 東京アフターケア協会 23,861 奥多摩町 ふるさと福祉会東京多摩学園 20,838

清瀬市 信愛報恩会信愛病院 13,569 奥多摩町 青梅白寿会　シルバーコート丹三郎 10,870

清瀬市 信愛報恩会信愛の園 2,385 大島町 波浮港福祉作業所 22,114

東久留米市 森の会広域地域ケアセンターバオバブ 10,742 大島町 藤倉学園大島藤倉学園 21,959

東久留米市 竹恵会けんちの里 6,943 大島町 黒潮社北ノ山保育園 5,615

東久留米市 コイノニア 6,735 神津島村 つつじ会 18,839

東久留米市 杉の子学園第二福祉作業所 5,084 八丈町 養和会 30,106

東久留米市 わんぱく広場つくし共同保育園 720 八丈町 ちょんこめ作業所 15,088

武蔵村山市 村山福祉会伊奈平苑 37,000 青森県 健誠会　つがるの里 50,000

武蔵村山市 あかつきコロニー 27,614 青森県 浪岡あすなろ会りんどう苑 3,853

東京緑新会多摩療護園
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武蔵村山市 高原福祉会　村山中藤保育園「櫻」 20,872 秋田県 秋田県民生協会阿仁かざはり苑 50,000

武蔵村山市 村山中藤保育園「白樺」 14,422 秋田県 秋田県民生協会友生園 50,000

武蔵村山市 えのき 10,000 秋田県 秋田県民生協会合川新生園 50,000

武蔵村山市 ひまわりハウス 8,948 秋田県 交楽会　森幸園 7,966

武蔵村山市 鶴風会 8,598 福島県 清峰会さざなみ学園 1,710

武蔵村山市 育成会ひまわり保育園 433 栃木県 すかい 14,057

多摩市 啓光福祉会　啓光学園 120,962 千葉県 槇の里　いすみ学園 81,003

多摩市 啓光福祉会　啓光えがお 47,578 千葉県 大泉旭出学園大利根旭出福祉園 56,318

多摩市 どんぐりパン 36,252 長野県 清明会しらかば園 7,041

多摩市 22,973 山梨県 信和会　穴山の里 75,144

多摩市 純心会こころ保育園 19,849 山梨県 友好福祉会麦の家 18,130

多摩市 東京児童福祉協会みさと保育所 17,639 岐阜県 麻の葉会麻の葉学園 7,023

多摩市 緑野会みどりの保育園 15,188

多摩市 時の会ぐりーんぴーす工房 11,500

多摩市 どんぐり 11,141 東京都老人クラブ連合会　　　　 4,410,000

多摩市 こばと会こばと第一保育園 5,368 世田谷区高齢者クラブ協議会 57,000

多摩市 巨玉会　 5,000

多摩市 日本心身障害児協会島田療育センター 3,000

多摩市 至愛協会　かしのき保育園 2,000 足立区民生・児童委員協議会 1,247,039

稲城市 聖愛学舎　もみの木若葉台保育園 23,032 町田市民生委員児童委員協議会 517,033

稲城市 聖愛学舎　もみの木保育園 17,643 葛飾区民生委員児童委員協議会 385,000

稲城市 正夢の会　パサージュいなぎ 15,225 八王子市民生委員児童委員協議会 213,500

稲城市 正吉福祉会いなぎ正吉苑 4,671 杉並区民生委員児童委員協議会 208,000

羽村市 陽光福祉会太陽の子保育園 12,101 荒川区民生委員・児童委員協議会 207,000

羽村市 玉水学園玉水保育園 4,000 中野区民生児童委員協議会 149,000

羽村市 聖実福祉会富士みのり保育園 3,876 江東区民生・児童委員協議会 143,882

羽村市 武尊会　羽村園 1,530 青梅市民生児童委員合同協議会 140,942

あきる野市 白百合会増戸ホーム 27,643 港区民生委員・児童委員協議会 115,860

あきる野市 秋川あすなろ会秋川あすなろ保育園 21,728 昭島市民生委員・児童委員協議会 115,210

あきる野市 誠和会誠和保育園 20,209 小金井市民生委員・児童委員協議会 86,071

あきる野市 福信会麦久保園 12,250 中央区民生･児童委員協議会 69,350

あきる野市 誠愛会南聖園 7,470 武蔵野市民生児童委員協議会 50,000

あきる野市 和の会あきる野こどもの家 4,175 文京区民生委員・児童委員協議会 41,237

あきる野市 多摩養育園光明第六保育園 3,110 目黒区民生児童委員協議会 40,000

あきる野市 たま紫水会　紫水園 2,847 武蔵村山市民生児童委員協議会 31,000

あきる野市 1,338 日野市民生委員児童委員協議会 30,000

品川区民生委員協議会 30,000 財団法人長寿社会開発センター 1,228

東大和市民生委員・児童委員協議会 24,819 財団法人東京都福祉保健財団 999

墨田区民生委員･児童委員協議会 21,000 こども未来財団 806

10,000 江東区深川老人福祉センター森下分館 657

福生市民生委員・児童委員協議会 10,000 小平市ジュニアリーダー養成講座 111

　　上記の内スタンド設置によるもの

三鷹市赤十字奉仕団 245,297 霞ヶ関ビル・スタンド 86,405

東京都共同募金会武蔵野地区協力会 195,673 新霞ヶ関ビル・スタンド 23,345

昭島市赤十字奉仕団 165,490 財務省・スタンド 11,738

ジブラルタ生命保険株式会社立川支部 60,389 厚生労働省・スタンド 9,309

55,149 4,318

東京厚生信用組合 47,716 特許庁・スタンド 3,801

１０月１日進発行事 45,227 経済産業省・スタンド 3,765

ＨＯＹＡ株式会社アイケア事業部 44,529 東京都庁・スタンド 3,736

東京青年会議所 40,177 東日本旅客鉄道㈱・スタンド 3,015

ジブラルタ生命保険株式会社町田支部 32,786 中央合同庁舎第四号館・スタンド 2,938

青梅市母子寡婦福祉会 30,713 文部科学省・スタンド 2,890

ジブラルタ生命保険株式会社府中支部 25,727 東京商工会議所ビルスタンド 2,292

株式会社リヴ トラスト 25,186 国土交通省・スタンド 2,088

グランドプリンスホテル高輪 23,089 サッポロホールディングス㈱・スタンド 1,677

東京、福生中央ロータリークラブ 22,158 東京都社会福祉大会スタンド 1,410

グループTOMO

　　　老人クラブ　　　　　　　2件　　　　　　　　　　　4,467,000円

　　　東京都民生児童委員連合会　　　23件　　　3,885,943円

NPO　あきる野福祉工房福さん工房

江東区民生・児童委員協議会OB会

　　　その他の団体　　　　77件　　　1,578,342円

学生団体elske 参議院第2別館・スタンド



ジブラルタ生命保険株式会社八王子第一・第二支部 22,146 農林水産省・スタンド 1,033

足立区社会福祉協議会 21,084 人事院・スタンド 741

株式会社セントラルプラザ 20,944

中央共同募金会会長室 19,930

イワキ株式会社 19,653

文京シビックセンター・スタンド 15,053

メリルリンチ日本証券株式会社 14,907

電業社社員会 14,815

城北伸鉄株式会社 14,313

江東区亀戸老人福祉センター 14,149

江東区社会福祉協議会 12,279

全国社会福祉協議会 12,196

株式会社福祉施設共済会 10,682

泰書会 10,000

三浦屋飯田橋ラムラ店 9,972

㈱電通キャスティングアンドエンタティンメント 9,893

独立行政法人福祉医療機構 8,895

東京都共同募金会事務局内募金箱 8,587

全社協副会長室 7,613

社会福祉振興・試験センター 7,569

日本チャリテイ協会 6,819

ワーナーエンターテイメントジャパン㈱ 6,710

江東区深川老人福祉センター 5,838

品川区宅地建物取引業青年会ボランティア 5,700

江東区障害者福祉センター 5,495

久米屋酒店 5,047

株式会社　大丸松坂屋　銀座店 4,504

アステラス製薬蓮根事業場 4,500

東京都社会福祉協議会 3,967

江東区まつのみ作業所 3,756

コモンゲート　募金箱 3,710

全社協常務室 3,025

高島屋　東京店 2,875

社団法人国民健康保険中央会 2,735

社会福祉法人福利厚生センター 2,711

厚生年金事業振興団 2,391

全国経営協 1,911

株式会社リヴ 1,703

江東区城東老人福祉センター 1,406

フェスタ・板橋店 1,251


