


　皆様には、東京善意銀行の事業にご協力ご支援をいただき厚く感謝申し上げ

ます。

　おかげをもちまして平成28年度は、合計1,444件にのぼる現金、物品、招

待の寄附をお預かりし、福祉施設等へ皆様の善意をお贈りいたしました(配分

施設:延べ6,264カ所)。

　また、財政面から東京善意銀行を支えていただいている運営協力費は1,105

件、13,634,631円のご協力をいただきました。皆様のご協力に感謝申し上げ

ます。

　今後も、皆様の善意を福祉施設等へお届けする橋渡しの役割を務めてまいり

ますので、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

　東京善意銀行は都民・企業・団体の皆様の「社会の役に立ちたい、困ってい

る人の支援をしたい」という善意を生かすために、昭和39年10月に財団法人

東京善意協会として活動を始めました。昭和45年に東京善意銀行と改称し、

平成17年度から東京都社会福祉協議会に移管し事業を継続しています。

　皆様からお預かりした現金寄附は、福祉施設が必要とする物品の購入費用な

どとして、東京善意銀行運営委員会に諮り都内各福祉施設に配分します。また、

物品の預託や催物等の招待も、施設の希望内容と合うようにお贈りします。

　現金を寄附された方には「善意預託証」（領収書）を発行するとともに、贈り

先をご報告します。

※寄附金は所得税・都民税の寄附控除や法人税の損金算入対象になります。
※個人の方の寄附については、所得税の確定申告時に「所得控除」または「税額控除」
のいずれかを選択できます。

ごあいさつ

善意銀行のしくみ

社会福祉法人　東京都社会福祉協議会

会　 長　　青山　佾
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　平成28年度には、現金、物品、招待券等の寄附が、合計1,444件寄せられ

ました。そして、これらの善意の寄附を東京の福祉施設等に配分しました。

　それぞれの配分に際しては、寄附された方の意向を尊重しながら、施設の希

望や公平性も考慮しました。

　これらの活動に加え、寄附等についての各種相談・助言、募金箱募金、顕彰

等により「共助」による都民福祉の推進に努めました。改めて皆様のご協力に感

謝を申し上げるとともに、今後とも、引続きご支援くださいますようお願い申

し上げます。

（１）寄附総額

現金寄附（募金箱含む）  1,096件 36,347,013円

物品預託   178件

招待預託  170件

　合計  1,444件

（２）配分総額

現金寄附の配分 延 　249施設  34,199,915円

物品預託の配分 延 1,823施設（延193,981点）

招待預託の配分 延 4,192施設（延 15,469人）

　合計 延 6,264施設

（３）運営協力費  1,105件 13,634,631円
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   寄 附金

　個人や企業・団体から寄せられた寄附金は寄附者のご意向を聴きながら、福

祉施設等が必要とする物品の購入費用などとして、各施設に配分しています。

　寄附金は「誕生日の記念として」、「社会貢献活動の一環として」、「例年継続

している」など様々な想いにより、寄せられています。

◎現金寄附者一覧

≪寄附≫

※寄附金合計（募金箱含む）　　1,096件　　36,347,013円

　現金の寄附は、個人や企業・団体から東京善意銀行に直接寄せられる場合と、

都内の金融機関や区役所等に設置されている「ともしび募金箱」によるものがあ

ります。

◎寄附金・募金箱募金の推移

2 現金の寄附と配分

株式会社ＩＣＤ

石崎博樹

梅村勇迅、梅村晃健

ECO・Board 合同会社　代表　佐藤芳次

大久保眞人

革新和菓子　船橋家

クレハ労働組合

糀谷クリニック　鎌田昭次

斉藤惠治

坂邦雄

佐藤くみ子

GA50TH 有志

新宿駅西口広場イベントコーナー出店者一同

親切会関東支部

スガモクラブ

巣鴨ジュニアクラブ

鈴木貴子

一般社団法人生命保険協会　東京都協会

せしもクリニック　瀬下由美子

TIS 株式会社　社員親睦会

一般社団法人東京馬主協会

東京新聞社会事業団

東京善意銀行友の会

一般財団法人東京都人材支援事業団

公益財団法人特別区協議会

ニチレイふれあい基金

株式会社日刊スポーツ新聞社

一般社団法人日本倶楽部

公益社団法人日本紅卍字会

日本ドールハウス協会

東日本旅客鉄道株式会社有楽町駅長

藤ヶ谷健一

富士通エフ・アイ・ピー労働組合

株式会社プロスティ

株式会社マルエツ

有限会社丸八熊野コーポレーション

山内悦

山田誠一郎

山中誠人

株式会社 y village

子どもボランティア積金みらい契約者、
東京都職員信用組合

（敬称略・五十音順・寄附者名掲載可の場合のみ・寄附者名は寄附当時の名称）

募金箱（円）

現金寄附（円）
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1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

（万円）

寄附金合計額
（円）

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

1,972,341

28,287,178

1,695,617

32,870,009

1,669,421

34,602,026

1,720,191

39,687,287

1,445,257

34,901,756

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

30,259,519 34,565,626 36,271,447 41,407,478 36,347,013
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≪配分≫

※配分先合計　　延249施設　　34,199,915円

　東京善意銀行に寄附いただいた現金は、寄附者の意向を尊重しながら福祉施

設等が必要とする物品の購入費用などとして、東京善意銀行運営委員会に諮り

都内各福祉施設に助成金として配分決定しています。

　各施設に配分された助成金の主な使途は、高齢者施設では車椅子、ベッド、

介護用品やテレビ・加湿器等の電気製品などの購入、児童福祉施設では、スポー

ツ用品・玩具・自転車などの購入や児童養護施設から自立する卒園児を支援す

るための支度金、また障害者施設では生産活動で用いる各種機器やパソコン、

プロジェクターなどの電気製品などの購入となっています。また、種別を問わ

ず、掃除機や洗濯機など日常使用する家電、防災用品などの購入がありました。

　このほか、自動車購入費として寄附をいただき、計8施設に、それぞれの福

祉活動に必要な自動車の購入費用として配分しました。

◎寄附金で購入された物品

   と もしび募金箱

　ともしび募金箱は、身近な場所で善意を伝えることができるよう、都庁・区

役所をはじめ銀行・信用金庫・信用組合等のご協力を得て、737箱設置してい

ます。これらの窓口等を訪れる都民の方から広く寄附をいただいております。

また募金の回収には各設置団体のご協力をいただいております。

◎募金箱設置団体機関

金融機関等に置かれている
卓上式小型募金箱

「テレビ」
入所者の団欒スペースに大きな画面のテレビを設置。

きれいで見やすいと好評です。

「芝刈機」
地域にある公園の清掃、
草刈り作業を行っています。

新しい芝刈機で美しい芝にしていきます!

三井住友銀行

八千代銀行

朝日信用金庫

興産信用金庫

小松川信用金庫

東京シティ信用金庫

足立成和信用金庫

東京三協信用金庫

西京信用金庫

西武信用金庫

昭和信用金庫

目黒信用金庫

東京信用金庫

城北信用金庫

瀧野川信用金庫

巣鴨信用金庫

青梅信用金庫

多摩信用金庫

東京東信用金庫

東信用組合

共立信用組合

江東信用組合

青和信用組合

東京都職員信用組合

中ノ郷信用組合

東京文化会館

大久保病院

東京区政会館

〈金融機関〉 〈その他募金箱設置箇所〉

東京都庁・23区内の区役所

（一部金融機関の支店・区役所では
設置しておりません）

〈募金箱設置行政〉
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　物品預託は、延べ178の企業・団体から、約19万点の品物が預託されました。
　車椅子、図書、玩具、文房具、衛生用品など、内容は様々です。

　これらは随時、施設からの希望を調整して、延1,823施設に配分しました。

◎物品寄附者一覧

3 物品の預託と配分

　催し物の招待券等は延べ170の個人、企業・団体から15,469人分が預託さ
れました。

　コンサート・演劇・サーカス・野球・サッカー・格闘技・遊園地・ 古典芸能・

展覧会、その他多彩な内容のご招待をいただきました。東京善意銀行では、各

施設からの人数、日程、招待内容等の希望を調整して、延4,192施設の利用者

の方々に楽しんでいただきました。

　日頃、外出機会の少ない施設利用者にとって、素敵な贈りものとなっています。

◎招待券等寄附者一覧

4 招待券等の預託と配分

株式会社アイエンター

石黒修悟

ＳＧ企画

ＮＴＴ都市開発株式会社

オリンパス労働組合東京支部

株式会社ガイア

川口貿易株式会社

関東アイスクリーム協会

キクヤ昭島店

キクヤ千葉店

キクヤ戸田店

キクヤ船橋店

キリングループ労働組合協議会　地域ぐるネット東関東

クラブ・デ・トラント

久保村カツ子

久保村方光

株式会社ザ・ウォール

サンパレス環七大杉店

サンパレス本八幡店

三信通商株式会社

JXTG ホールディングス、JXTG グループ各社

資産管理サービス信託銀行株式会社

ジャックス・トータル・サービス株式会社

株式会社ジャパンゲートウェイ

株式会社 JIMOS

一般社団法人尚友倶楽部

一般社団法人食品ロス・リボーンセンター

ズーラ・ジャパン株式会社

一般社団法人全国ビスケット協会

一般社団法人東京文具工業連盟

協同組合東京畳工事同志会

東京都蒟蒻協同組合

東京都食肉生活衛生同業組合

一般社団法人東京都人材支援事業団指定業者連絡会

東興工業株式会社

豊田通商株式会社・森のライフスタイル研究所

日産化学工業株式会社

日信電子サービス株式会社

一般財団法人日本出版クラブ

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

公益財団法人日本農林漁業振興会

一般社団法人日本フードサービス協会

日本 Rimini Street 株式会社

株式会社パスポート

日立プロキュアメントサービス株式会社

プライム尾久店

プライム平井店

公益財団法人報知社会福祉事業団

株式会社ホンダトレーディング

ホンダ販売労働組合ホンダカーズ東京中央支部

牧嶋和夫

マルキ松戸店

三井住友海上火災保険株式会社

三菱商事株式会社

メビレーション株式会社

株式会社メリーチョコレートカムパニー

モンテ物産株式会社

株式会社ユー・エス・ジェイ

株式会社龍角散

株式会社レイアップ

株式会社ローソン、株式会社ローソンストア１００

特定非営利活動法人ＡＣＴ．ＪＴ

ＮＰＯ　ＡＶＡ

NPO法人イエロー・エンジェル、東京ニューシティ管弦楽団

公益財団法人井上バレエ団

公益財団法人江戸糸あやつり人形結城座

株式会社OFFICE 究斗

我闘雲舞

KCJ　GROUP 株式会社

Ｋトレーディング株式会社

株式会社劇団飛行船

劇団民藝

サルバベルカント

ＪＷＰ女子プロレス

施設のこどもたちを励ます会

シュートボクシング協会

公益財団法人昭和池田記念財団

一般社団法人スポーツ・トゥ－・ハート・プロジェクト

一般社団法人全日本アミューズメント施設営業者協会連合会

公益財団法人ダスキン愛の輪基金

社会福祉法人テレビ朝日福祉文化事業団

株式会社電通関西支社

東急グループ

東京尾張町ライオンズクラブ

東京海上日動サッカー部

東京海上日動卓球部

一般財団法人東京都人材支援事業団

東京原宿ライオンズクラブ

東京ヨットクラブ

東京リサーチ合奏団

株式会社日刊スポーツ新聞社

日本音楽文化交流協会

日本伝統芸能振興会

日本フルート協会　東京部会

日本舞の会

株式会社バロックジャパンリミテッド

ヒルトン東京

プーク人形劇場

藤川流宗家藤川爵応

二葉チャリティ実行委員会

公益財団法人報知社会福祉事業団

株式会社ボリショイサーカス、千代田ビル管財株式会社、
ロシア文化フェスティバル

三井住友海上管弦楽団

三井物産株式会社

三菱広報委員会

三菱商事株式会社

株式会社ミロク情報サービス、
東京ヴェルディ 1969 フットボールクラブ株式会社

ＲＩＳＥクリエーション株式会社

早稲田の杜金管合奏団

（敬称略・五十音順・寄附者名掲載可の場合のみ・寄附者名は寄附当時の名称）

（敬称略・五十音順・寄附者名掲載可の場合のみ・寄附者名は寄附当時の名称）
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　東京善意銀行にいただいた寄附（現金、物品、招待）を、適正・公平に、また

各福祉施設の希望にできるだけ沿えるよう、毎年、福祉施設の現況把握と、必

要な物品等の把握のためのアンケートを行っています。また、寄附配分につい

て、より効果的できめ細かい対応ができるよう平成28年度も福祉施設へのヒ

アリング調査も行いました。

◎28年度のアンケート集約状況

・配分対象の福祉施設は約2,300施

設です。その種別内訳は、障害

者施設6割、高齢者施設2割、児

童施設1割となっています。

≪現金寄附の希望状況≫

・現金寄附による物品購入費用（助

成金／ 1施設15万円）を希望す

る福祉施設は約7割です。

施設の希望品は施設種別に関わ

らず、パソコンやテレビ等家電

製品の希望が多くありました。

施設種別ごとの大まかな希望品

は下表の通りでした。

5 福祉施設の希望する物品等の把握
≪物品寄附の希望状況≫

・寄附配分を希望する福祉施設（回答施設）の約6割が自動車を希望しています。

福祉施設の規模や事業内容によりますが、高齢者施設では8割以上の施設で

希望があります。

・物品寄附は、いずれの施設種別でも約8割を超える希望があります。物品の品

目別では、全体で家電製品、情報機器（パソコン等）、衛生用品、文具、食料品

の順で希望が多くなっています。また、種別を問わず、施設が地域で行うお祭

り等のイベントやバザーなどで活用できるお菓子、雑貨等の希望があります。

≪招待寄附の希望状況≫

・招待寄附を希望する施設は、障害者施設、児童施設の順で希望が多くなって

います。利用者の状況や、付添等の職員体制等によって、また施設種別によっ

て希望の多寡があります。

・希望分野ごとでは、全体で、野球・サッカー等のスポーツ観戦、サーカスが多く、

演劇鑑賞や音楽鑑賞の希望が続きます。

・その他、参加にあたって、車いす等の対応を希望する施設、曜日や時間帯の

希望も寄せられています。比較的都心会場での催事招待が多いことから、市

部の施設からは、訪問型のコンサートやイベントの要望もあります。

≪東京善意銀行が行う事業や寄附の橋渡しへの意見・要望≫

・助成金で購入した家電が毎日の調理や自主製品を作ることに大いに役立って

いる。

・車の寄贈がもう少しあるとありがたい。

・日用品の寄附が定期的にほしい。

・家にこもりがちになっている方々にとっては、スポーツ観戦や音楽鑑賞など

外に出るきっかけになり、貴重な支援の機会になっている。

＊福祉施設の希望する寄附の状況についての詳細は、東京善意銀行ホームペー

ジをご参照ください。

　（https://www.tcsw.tvac.or.jp/zengin/）

高齢者施設

障害者施設

児童施設

その他施設

車いす（チルト・リクライニング式）、介護ベッド、エアーマット
等の介護用具、洗濯機やテレビ等の家電製品の希望が多い。

パソコン、タブレット端末等の希望が多い。その他、洗濯機や冷
蔵庫等の家電製品、授産活動の品、音響機器、デジカメなどを希望。

パソコン、遊具、白物家電の希望が多い。通所施設では知育玩具
や絵本。乳児施設はベビー用品、テレビ、ソファ等の家具を希望。

家電製品等の希望が多い。

配分（助成）対象施設の内訳（平成28年度）

その他施設
6.8％

児童関連施設
13.3％

助成金配分の希望（平成28年度）

高齢関連施設
23.4％

障害関連施設
56.4％

善銀からの
助成希望有
75.9％

善銀からの
助成希望無
24.1％
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◎28年度に行った社会福祉施設へのヒアリング調査の概要

　効果的な配分を行うため、平成28年度も訪問調査を実施し、福祉施設等で

の課題把握に努めました。

●社会福祉施設の活動に協力してもらいたいこと・・・・・

　老人ホーム・児童施設・障害者施設等からいただいた意見です。

・子どもたちの将来の進路（進学・就職）に活かせる内容の社会貢献

活動にも期待する。

・物品の寄附もありがたいが、園芸のお手伝いや利用者とのふれあ

い活動などのボランティアをしてほしい。企業の方には、企業独

特の専門性を活かした支援をいただけるとありがたい。

・単発ではなく、継続した活動を行ってもらいたい。例えば定期的

に（月に1度など）お花を届けてもらうなど、目に見える寄附があ

ると、施設だけでなく、企業にとっても良い活動になるのではな

いか。

・施設が地域で行うお祭りやバザーの意義を理解し、物品寄附や人

的支援などで運営を支援してほしい。

・定期的に施設に来てもらい、利用者の状況を理解し、何かやって

くれるとありがたい。

●社会福祉施設の活動で必要になっているモノ・・・・・

　老人ホーム・児童施設・障害者施設等からの要望です。

・入居者の介護度が高くなっているため、利用者の状況によって必

要な介護用品が異なる。車いすや介護用品が不足している。

・バザーで資金を稼ぐのは施設にとっても重要な活動なので、バザー

販売可能な物品の寄贈が欲しい。

・新品の消耗品などの需要が高い。

・近年「介護ロボット」が注目されているが、非常に高価で実際の活

用度合いも未知数なので、そのような寄附があるとありがたい。

6 顕彰と寄附者の新聞発表、広報活動

　現金、物品、招待などの寄附やボランティア活動などで顕著な功績のあった

107名の方 （々個人、団体）に対し、東京善意銀行から感謝状をお贈りし、日頃の

ご協力に感謝の意を表しました。また、東京都社会福祉大会への推薦なども行い

ました。

　平成27年度より東京善意銀行のFacebookを開設し、随時、寄附贈呈式や招待

見学等の状況を報告しました。（https://www.facebook.com/tokyozeniginkou/）

　また、寄付者様向け「善銀ニュース」を発行し、様々なご協力をいただいている

寄附者の方々に郵送いたしました。

　東京新聞の協力により、様々な寄

附をされた方々のご芳名と寄附内容

を、毎週火曜日朝刊の東京版に掲載

していただいています。

「東京善意銀行の預託者」欄

贈呈式で本会から感謝状を贈呈
（左：施設希望品の贈呈式　右：蒟蒻の贈呈式）
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7 各種相談・助言

　企業・団体、都民の皆さまから、「福祉施設利用者のために何かできることはな

いか」「何か品物を送りたいがどうしたらよいか」等の相談が寄せられています。

東京善意銀行では、皆さまからの相談に対し、必要に応じて助言をさせていただ

いています。こうした相談・助言等を通じて、社会における善意の輪の拡大、さ

らには、寄附文化の醸成に寄与する活動を行っています。

　28年度も多くの企業・団体、都民の皆様からの「福祉の役にたちたい」とのお気

持ちを、都内福祉施設とその利用者に届ける橋渡しを行いました。

◎東京善意銀行への預託（寄附）の流れ

　寄附のお申し出が有益な社会貢献活動となるよう、ご要望等にあわせてご提案・

調整しています。

　事業運営に必要な経費として、東京都の補助金のほか、皆様から「運営協力費」
として、平成28年度は1,105件13,634,631円のご協力をいただきました。あ

らためて厚く御礼申し上げます。

◎運営協力費　協力者一覧

8 事業運営（運営協力費）

株式会社アイ・ラーニング
赤坂見附磯谷歯科室　磯谷一宏
遠藤朝彦
青梅信用金庫
一般社団法人葛飾区医師会
金山光一
亀有信用金庫
河奈歯科医院
川西幹啓
計良チヨノ
交通遺児等を支援する会
狛江市民生児童委員協議会
小松川診療所　本谷廣栄
コムシスエンジニアリング株式会社
JXTG ホールディングス株式会社
芝信用金庫
親切会関東支部
株式会社新潮社
一般社団法人生命保険協会　東京都協会
せしもクリニック　瀬下由美子
桑都ビル管理株式会社
立川市民生委員児童委員協議会
田村クリニック　田村清明
調布市民生児童委員協議会
一般社団法人田園調布医師会
有限会社東京エイドセンター
東京消防信用組合
東京信用保証協会
東京善意銀行友の会
東京トヨペット株式会社
一般財団法人東京都営交通協力会
一般社団法人東京都交友会
東京都蒟蒻協同組合

公益社団法人東京都歯科医師会
一般社団法人東京都人材支援事業団指定業者連絡会
一般財団法人東京都ひとり親家庭福祉協議会
東京東信用金庫
トーア再保険株式会社
トモエ商事株式会社
中山信孝
中山弘子
西日本シティ銀行　東京支店
日本板硝子労働組合東京支部
日本ドールハウス協会　　
ニュー新橋クリニック
株式会社ハツコエンドウウエディングス
株式会社はとバス
英辰次郎
日比野武
富士通エフ・アイ・ピー労働組合
舳松医院　舳松洋
公益財団法人報知社会福祉事業団
町田市民生児童委員協議会
松原光之
三鷹市民生児童委員協議会
三井住友海上火災保険株式会社
三菱商事株式会社
山口廣信
山田富美江
山中誠人
山村本龍
株式会社ユー・エス・ジェイ
横溝清俊
吉崎真海
株式会社レイアップ

（敬称略・五十音順・寄附者名掲載可の場合のみ・寄附者名は寄附当時の名称）

●現金寄附

②東京善意銀行より
「善意預託証（寄附領収書）」の発行

③東京善意銀行が施設を選定

④東京善意銀行運営委員会による審査

⑤福祉施設が希望する物品を購入

⑥東京善意銀行

⑦寄 附 者 様

※寄附先などのご相談

対象施設へ希望品調査・申請

配分内定・送金

報告

報告・基準により感謝状贈呈

寄附者様

●物品・招待寄附

②東京善意銀行が施設を選定し、
寄附内容の詳細を案内通知（募集）

③希望する施設は、東京善意銀行へ申込み

④東京善意銀行が希望施設を取りまとめ、
寄附者様へご報告

配分の実施

⑤福祉施設 寄附の受領

⑥寄 附 者 様

※寄附先などのご相談

必要に応じ、受領書の提出基準により感謝状贈呈

寄附者様

寄附のお申し出
①「物品・招待預託確認票」のご提出

寄附のお申し出
①「寄附確認票」のご提出・入金
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　事業の公正な運営を確保するため、運営委員会を設置し、事業の円滑な運営方

法や、配分等について審議しています。

【運営委員会】

東京善意銀行運営委員会委員名簿

◎間部　彰成

　大塚　　啓

　佐藤　佳則

　木宮　　進

　志賀　德壽

　加納　高仁

　北沢　　巌

　高橋　陽子

　松田　雄年

　内藤　榮一

　齋藤　裕文

〇西郷　泰之

　坂本　尚史

　小林　秀樹

東京商工会議所　理事・事務局長

東京新聞　事業管理部長

テレビ朝日福祉文化事業団　事務局長

東京都交友会　理事長

特別区協議会　常務理事

東京都共同募金会　常務理事

読売光と愛の事業団　福祉助成部長

日本フィランソロピー協会　理事長

東京家庭学校　校長

東京都民生児童委員連合会常任協議員

中央区社会福祉協議会　事務局長

大正大学　主任教授

東京都福祉保健局　生活福祉部長

東京都社会福祉協議会　事務局長

氏　名 所　　　属

（平成29年3月時点）

◎印－委員長　　○印－副委員長　　（敬称略）

　東社協は、社会福祉に関わる様々な課題の解決や、福祉サービスの向上な

どを目的として、広報・啓発や調査研究、講座・研修、ボランティア・市民

活動の推進、権利擁護、福祉人材の確保、政策提言など、幅広い活動を行っ

ている公共性の高い非営利の民間団体です。

　福祉サービス提供事業者、福祉団体、行政組織、ボランティアグループ、

NPOや市民活動団体、企業など、都内の福祉に関わる関係者の幅広いネット

ワークづくりを通して、だれもが暮らしやすい地域社会の実現を目指して活

動しています。

とうしゃきょう

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会（東社協）とは

　社会福祉協議会は、社会福祉法にもとづき、全国・都道府県・区市町村の

それぞれに組織されています。

　東社協は社会福祉法第110条にもとづいて、1951年1月8日に設立されま

した。

社会福祉協議会(社協)とは
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　事業の公正な運営を確保するため、運営委員会を設置し、事業の円滑な運営方
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