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目指して
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夢ちょ物語：
「大切な命を守りたい」

Project 2：障害者を一流のショコラティエに！
夢ちょ物語：
「仕事の喜びを知りました」

Project 3：災害現場へもっと市民の力を！

夢ちょ物語：
「災害なんかに負けない日本へ」

とは

夢の貯金箱とは︑

寄付者の想いをカタチにする寄付のしくみです︒

皆さまからお預かりした寄付金は︑

﹁ゆめちょ総選挙﹂により取り組む社会の

課題を決定しています︒

2014年度は︑

﹁悪質ないじめから子どもを守りたい﹂

﹁障害をもっていても
プロとして働ける機会をつくりたい﹂

﹁災害時には︑支え合いたい﹂

という皆さまの想いが

カタチになりました︒

苦しい気持ちを抱えている人たちに寄り添い︑

そっと支えることができる︑

そんな社会を目指していきましょう︒

﹁みんながみんなを
支える社会を﹂

?

「夢の貯金箱」

photo：
「あなたが創る夢のプロジェクト」よりミャンマーでの授業の様子
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いじめで
自殺する子どもを
なくしたい。
誰もが
幸せに働ける
社会にしたい。
災害時に
支え合える
社会をつくりたい。

「夢の貯金箱」について
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︵神奈川県・高校 年生女子保護者︶

Kさん

少しづつ︑
学校に行ける
ようになった
︵埼玉県・中学 年生女子保護者︶

Sさん

時には︑警察を
巻き込んだ
対応が必要

何から何まで引き受けていただき︑あ

調査をお願いしてから︑約 ヶ月︑つ

ドバイス︑娘のケアについての相談など︑

査による証拠集めや学校との交渉のア

口止めまでしていました︒そんな中︑調

子と一緒に教師が共に攻め立てたことの

まで付き添って帰って来た際︑いじめっ

に危険があると考えた他の教師が︑自宅

娘は泣きました︒朦朧とした娘が帰宅中

娘を攻め立て︑呼吸ができなくなるほど

を呼び出し︑部活の顧問といじめっ子が

た︒いじめをする側との和解を名目に娘

めを受けた娘にも原因があるとしまし

いかわかりませんでした︒学校は︑いじ

しないと宣言をしたときは︑どうしてよ

学校が娘のいじめを知りながら︑何も

娘は受験生になり︑この夏︑受験にむけ

いにヒントになったと仰られていました︒

詳細な調査内容が今後の捜査について大

事情を説明してくれました︒警察の方も︑

が︑その際も阿部さんは同行して警察へ

重大さから警察へ行く事になりました

が粘り強く調査をしてくれました︒事の

た︒その間︑阿部さんとスタッフの方々

娘は不安定な精神状態に陥っていまし

しばらくすると再開するという状況で︑

の対策で︑いじめが一時的に止んでも︑

ての話をするだけでした︒こうした学校

であったので︑生徒全体にいじめについ

したが︑犯人探しはできないという立場

一時は︑いじめ対策を引き受けてくれま

いに犯人を見つけてくれました︒学校も

昼夜を問わず︑相談に乗ってもらいまし
て集中できるようになりました︒

りがとうございます︒

た︒学校が証拠を取られたことで︑圧力

ないか」といった相談から調査した結果、かなり

をかけて来た際も︑間に入って収めても

大人社会に届けていきたいです。

らいました︒感謝してもしきれないほど︑

れているのではないか」
「非行の問題があるのでは

感謝しています︒娘は吹っ切れた様子で︑

をしていく中から、こうした子どもの生の声を広く

犯罪性の高い被害を受けていたケースもありまし

た。深刻なケースは、性的な暴行の上、インターネ

講演会・講習会の開催 9回（対象：PTA、教育委員会、一般市民等）
いじめ電話相談への対応 139件

3

親からです。でも「子どもが何か事件に巻き込ま

受験に向けて勉強を頑張っています︒

その他

学校問題

男女問題

勤務問題

©hi‑bi/a.collectionRF/amanaimages

電子データで見る課題

深刻化する
学校でのいじめ
﹁子どものいじめ﹂という名に隠さ
れた︑悪質な犯罪が増加しています︒
女子生徒が女子生徒に援助交際を
強要し︑得たお金を奪う︒集団でか
つあげを繰り返し︑特定の児童から
多 額 の 金 銭 を 強 盗 す る︒ま た︑
﹁LINE﹂アプリやメールにより
陰湿で執拗ないじめにより︑孤独の
中で苦しみ死を選ぶ子どもがいま

経済・
生活問題
健康問題

家庭問題

19 歳以下の自殺の原因については、
「学校問題」が他の要因の中で、群
を抜いて高い数値を示しています。

成果報告
阿部泰尚氏
NPO団体の皆さんや教育関係者の方々にも伝え

実際のいじめ相談の案件に関わって色々な支援
ようになりました。いじめに関する相談の多くは、

ていきたいと思います。
2003年から、年々いじめに関する相談が目立つ

す︒内閣府の調べによると2014
年中︑学校での問題が特定されてい

43

・いじめ相談窓口と調査活動の実施

る 自 殺 者 数 は 約 1 7 0 名に上り︑

80

・いじめを確実に止める専門集団を現場へ

若者の自殺における要因となって

120

いじめ自殺を
STOP！

います︒

the
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子どもの生の声を、大人社会に届けたい
Pain

夢ちょストーリー

Share

ユース・ガーディアン代表

ウや課題は、いじめ対策に取り組んでいる他の
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若者の自殺原因分析

Project 1

ットを利用してそれらを拡散すると脅されていま

した。こういった実態を受け、自殺の可能性がある

子どもたちについては直接介入を行い、救いたい

と思っています。また調査で培った現場のノウハ

直接支援・調査 15件

21,175

（109.6%）

724 1,554
258 9,492

電子データで見る課題

68,691

（96.1%）

176 7,938

障害者の就労を
変える！

14,190

（104.4%）

全国で障害者就労支援を行う

就労継続支援事業平均

施設数

時間額（円） （箇所）

事 業 所 が増 え︑障 害 者の自 立を

就労継続支援 A 型事業所

（対前年比）

月額（円）

促進する一方で︑工賃が低く障害

就労継続支援 B 型事業所

（対前年比）

平均工賃（賃金）

者の経 済 的 自 立は︑大 変困 難 な

施設種別

状況です︒

平成24年度平均工賃（賃金）

Project 2

障害者を一流の
ショコラティエに！
・商品の開発とブランディング
・センターラボの開設

※「時間額」は平成 24 年度から調査開始

・障害者ショコラティエ養成研修講座の実施
・販売拠点の開設

チョコレート
づくりは︑
とにかく楽しい

﹁チョコレート！今までやったことがな

いから楽しい！﹂

﹁チョコとぽん菓子とクッキーをくっつ

ける︵合わせる︶のが難しいけど︑やって

うるちにどんどん楽しくなって︑難しい

と思わなくなった︒出来上がったものを

食べたら︑すごくおいしかった！日本中

の人に食べてもらいたい﹂

﹁いつもとは違う作業を体験できて嬉

Hope

しい！ショコラティエになりたい！チョ

the

コと友達になりたい！﹂

︵障害をもつスタッフの声︶

Share

夢ちょストーリー

障害者の工賃について
前職で駅のバリアフリー設計に携わっていまし

障害の有無にかかわらず、人は変わっていきます。

たが、障害を持った人の給料が月に1万円程という

障害者の方も、毎日小さな自己実現をすることで、

世界に疑問を感じ、この福祉業界に飛びこみまし

どんどん生活に変化が生まれます。色々な選択肢

た。経験したことがないパン屋で、障害者3人雇用

の中で、障害者が実際に経験をしながら、
「やっぱ

したのが最初になりました。

り私はこの道がいい」と判断できる環境をつくりた

障害者を一流のショコラティエに！ の事業では、

いと考えています。

障害者の仕事に適した特徴をもつチョコレートに
注目し、ショコラティエの野口和男氏と一緒に不純

成果報告

物をいれないピュアチョコレートを障害者と作り、

く おん

「久遠 CHOCOLATE」のブランディング／チョコレート商品の

工賃アップにつなげることが最大のミッションです。
働き、収入を得るというステップにおいて、社会
から必要とされ、自分の存在意義を感じることで、

ラ・バルカグループ

夏目浩次氏

［販売店舗］

企画や製造、販売を行い、地方福祉作業所からの研修生を受

京都ブランチ
「@NEW STANDARD CHOCOLATE kyoto by 久遠」

け入れるセンターラボ 2ヵ所を開設（東京都墨田区両国、愛知

和歌山ブランチ「toco*towa by 久遠」

県豊橋市）
／障害者ショコラティエ養成研修講座 10ヵ所で開
催／「久遠 CHOCOLATE」の販売店舗の設置
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プロジェクトの詳細：http://quon‑choco.com/
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外部支援を
受け入れる力の
必要性
ひろしまNPOセンター
センター長 中村隆行
広島市では︑1 9 9 5 年阪神淡路大
震災でのボランティアの活躍を契機と
し て︑さ ら に 広 島 市 内 に お い て も
1999年︵平成 年︶ 月 日に発生
した広島土砂災害を経験したことから
2000年に︑市や市社会福祉協議会︑

ことから︑地域の様々な団体と連携して

日︑安芸灘地震︵芸予地震︶を体験した
活動へ結び付けられたのではないかと

化といった情報を共有し︑より効果的な

で動くことで︑広島の土地勘や独特の文

になりました︒また地元の私たちと協働

況の全体を把握することができるよう

N P O・ボランティア団体が参画した︑ 支援団 体と協 力しながら︑被 災地域状
﹁広島市災害ボランティア活動連絡調整
会議﹂が設置された︒2001年 月

ボランティア活動を行うことを想定し
感じています︒

日広島土

砂災害が発生した際には︑予想をはるか
切な対応ができる仲間が全国各地に居

この度の経験で︑災害時の際にも︑適

月

に上回るボランティアの参加があったこ
ることを知りました︒ただし︑仲間を受
け入れるためには︑日頃から何かしらの
関係性を作っておくことが大切です︒有

かなければならないと思うのです。

事の際に素早く外からの支援を受け入

ましたが、1日に1,000〜2,500 名のボランティアが

そんな中︑日本財団と連携している災

水害等に備え、非常時に動ける人材を育成してお

れられる力︵受援力︶を向上させる必要

ンティアセンター（以下、地元災害 VC）が設置され

害支援団体の協力をいただくことで︑地

今後、首都都市直下型地震や南海トラフ巨大地震、

性も痛感しました︒

きない状況になりました︒

となども影響し︑想定していた運営はで

かし実際に2 0 1 4年

シュミレーションを重ねてきました︒し

24

域の様々な団体のみならず︑外部からの

対して、地元社会福祉協議会が運営する災害ボラ

電子データで見る課題

年々︑増加する
激甚災害

3

（2014 年 8 月広島県広島市、兵庫県丹波市）
災害支援コーディネータープログラムを開発・試行

29

20
2009 2010 2011 2012 2013 2014 年

激甚災害の現場支援
被災者支援拠点運営管理者育成研修の開催

松山文紀氏
含め、全体の状態把握を誰かができることは、と

場リーダーの存在がとても重要だったと思います。
広島土砂災害では、被害状況と住民のニーズに

ぐコーディネーターやボランティアが活動する現
ります。

これまでの災害現場を振り返ると、外部をつな
との一つに、現地受け入れ先との関係づくりがあ

ても大切で、早期支援につながります。
災害現場での経験を経て、復興支援の大切なこ

2014年度におきた激甚災害

1

成果報告
がだめというのはありません。しかし外部団体を

6

8
0

・激甚災害時の現場支援

は︑広島県等を含む 件︒気象庁に

2

・災害支援コーディネーターの育成

よると地球環境の変化に伴い豪雨

7

・被災者支援拠点運営管理者育成研修

や強雨は︑年々増加傾向にあり︑自

the

8
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人材育成の重要性
Future

夢ちょストーリー

Share

震災がつなぐ
全国ネットワーク
事務局長

リーな活動なので、誰が現地に入って良くて、誰

11

2
3

9

治体等関係機関の防災計画の見直

8

災害現場へ
もっと市民の力を！

しが進められています︒
6

4
4
4
4

5
5

9
件
9

Project 3

国が指定する激甚災害の発生件数

参加したため、地元災害 VC では、ボランティアの

移動手配等に追われ、被災者の声に基づいた細か

いサポートができない状況にありました。ボランタ

（2015 年度より本格始動予定）

11,000

135

108

106

2

3,052,206

3,011,147

41,000

59

66

63

3

39,090,712

37,536,047

1,554,150

515

792

758

34

5

身近な場所にある
「未来のお宝」を発掘！

総合計

（例：1 年に合計 10,000円のご寄付の場合、10,000ptとなります。
）
※獲得ポイント：過去1 年間の寄付者の合計寄付金額を、1円＝1 ポイントとして合算したものです。

事業別獲得ポイント率

事業別獲得数
ポイント
候補プロジェクト
順位

獲得数

割合

249

2

全ての若者にイキイキ
と働けるチャンスを！

238

30

31.74%

3

子育てしながら多様な
「ふく職」を実現！

131

16.5

14.73%

8.3

7.80%

14.73%
合計ポイント数
13,825,377
12,408,756
5,755,891
4,048,482
3,052,206

11

夢の貯金箱 Annual Report 2014

子育てしながら
多様な「ふく職」を
実現！

31.74%
全ての若者に
イキイキ働ける
チャンスを！

新卒者を対象にした

66

35.37%
施設・里親出身者に
セカンドチャンスを！

奨 学 金 が 多 い 中 で︑

10.36%

10.36%

のための奨 学 金はあ

13.6

7.80%

りません︒頂いた寄付

108

学べるマンガを
子どもたちに！

金で︑新しい奨学金制

5

身近な場所にある
「未来のお宝」を発掘！

35.37%

度を作ります︒

4

31.4

事業概要
夢の奨学金の第一期生
となる、2016年度から
就学する奨学生を募集
します。公募の募集は、
2015 年秋頃からスタ
ートする予定です。

担当者コメント

施設・里親出身者に
セカンドチャンスを！

事業予算額
5,000万円

﹁セカンド・チャンス﹂

1

学べるマンガを
子どもたちに！

身近な場所にある
「未来のお宝」を発掘！

ポイント率

18

ゆめちょ総選挙2015 決定事業！

4,037,347

施設・里親出身者に
セカンドチャンスを！

4,048,482

2

18

﹁夢の奨学金﹂プロジェクト︑始動します︒

学べるマンガを
子どもたちに！

児童養護施設や里親など社会的養

4

も たちは︑施 設 や里 親 から 離 れて

2

社 会 的 養 護とは︑何らかの事 情

129

護のもとで育った当事者に対する

131

〝自立〟を余儀なくされます︒その

55

により親元で暮らすことができな

74,860

奨学金の機会をより多くつくり︑彼

5,680,976

ため︑進学費や生活費を賄えず︑大

5,755,891

い子ども︵ 歳未満︶を保護し︑児

子育てしながら
多様な「ふく職」を実現！

らの親の代から続く貧困の連鎖を

3

学や専門学校に進学する子どもは

5

童養護施設や里親のもとなどで育

233

断 ち切るところにあります︒ 歳

238

約 割にとどまっています︒

176

7

てることを言います︒2 0 1 2 年

140,000

当 時は︑奨 学 金もなく 進 学 ができ

12,268,580

一方で︑社会的養護下の子どもた

12,408,756

度末の時点で︑社会的養護下で育つ

全ての若者にイキイキと
働けるチャンスを！

なかったとしても︑
﹁セカンド・チャ

2

ちの約 割を占める︑中学・高校卒

22

子どもの数は3 6 5 6 4人に上り

227

ンス﹂があればステップアップにつ

249

業後に就職する子どもたちの多く

90

ます︒子ども が社 会 的 養 護に至る

1,287,290

ながります︒それが経済面︑精神面

12,537,997

は︑飲食業やサービス業など︑低賃

13,825,377

最 大の要 因は児 童 虐 待で︑親の精

1

の両面での︑さらなる自立の応援へ

個人

金や不安定な就労形態で働いてお

自販機

施設・里親出身者に
セカンドチャンスを！

神 疾 患が続きます︒親 自 身も 前の

合計

とつながるのではないかと考えます︒

いいね！

り︑いざという時に頼れる親や故郷

個人

世 代から続 く 貧困の連 鎖や︑厳し

自販機

社 会 的 養 護 出 身者を対 象に︑ス

得票数

合計

もない中で︑厳しい生活を送ってい

ポイント

ポイント
MISSION
順位

い社会の仕組みの中で︑子どもをき

ゆめちょ総選挙2015 選挙結果

キルアップやキャリアアップに必要

いいね ! 515pt
※フェイスブックで「いいね !」1 つにつき、1Pt で計算しています。

る人 が 多 数います︒ このような︑

39,090,712

ちんと育てたくても育てられない

有効ポイント数合計

（内訳）自動販売機：37,536,047pt／個人寄付者：1,554,150

な 学習・教 育の機 会 を 実現 するた

37%

このプログラムのミッションは︑

76 名

有効ポイント率

一度〝自立〟したと言われる社会的

2,879 台（設置者数：2028 社・団体）

個人寄付者

親が増えているという︑厳しい現実

対象自販機販売機台数

めの奨学金﹁夢の奨学金﹂を立ち上

2015 年 2 月1日〜2 月20日

養 護の 当 事 者 に 向 け た 支 援 策 は︑

期間

があります︒

選挙概要

げます︒

18

さらに不足しています︒

結果発表！

社会 的 養 護による支援は︑制 度

上︑ 歳になると終了を迎え︑子ど

ゆめちょ総選挙
2015

夢の貯金箱 Annual Report 2014

10

を通じて、わたくしどもの事業に共感して頂きました。ミャン

そらぷちキッズキャンプ提供

マーの子どもたちが世界で活躍できるよう期待しています。

障害児のための学校建設

難病支援

ミャンマーの障害児に
希望の光

難病と闘う子どもたちに
安心して遊ぶ機会を

「あなたが創る
夢のプロジェクト」とは

2011 年に匿名の方から約 1 憶 5 千万円のご遺贈をお預

吉武和子様より
「難病の子どものために」と4,006,060円

かりし、ミャンマーでの特殊学校支援として学校機能だけ

のご寄付により、難病の子どもたちのためのウィンター家族

でなく、障害を持つ子どもたちのケアの方法などの施設を

キャンプ2015を北海道で開催いたしました。三井住友信託

継続して建設中。ミャンマー全域に故人の想いを形にして

銀行と提携し実施している特定寄付信託によるものになりま

まいります。

す。雪遊びや乗馬など、最高の思い出になったことでしょう。

犯罪被害支援

被害にあった方々に
少しでも
こころのやすらぎを
近年、凶悪な事件を多く耳にします。
「夢の貯金箱犯罪被害者緊急支援」は
2009 年からご支援をし、2014 年度
には 106 件 合計 518 万円を支給い
たしました。件数、支給額とも昨年よ

2013〜2014年度 犯罪件数の分析
80
70
60
50
40
30
20

監禁等
軽犯罪

ストーカー
被害・脅迫

料にしていただけるよう、活動してま

2014 年度

38

23

17

2

7

3

5

11

いります。

2013 年度

38

19

8

3

4

2

2

0

ハンセン病支援

まだ終わっていない病

13

強盗・
強盗傷害

動の周知をし、少しでも傷をいやす材

強盗殺人・
強盗強姦

を通して、ひとりでも多くの人々に活

傷害致死

0

暴行・傷害

字とは言えません。私たちはこの活動

殺人

10
性被害

り減少されましたが、まだまだ低い数

Dive for safe 支援

安心・安全なダイビングを

長年ハンセン病は回復者や治療者へ迫害され、今現在も

ダイビングの事故防止、事故の検証の民間レベルで救助

継続しています。医療面や差別等の社会的問題解決の取り

活動等をいたします。事故検証と情報発信、三陸沖の海中

組みをしてまいります。

がれき撤去等にも活用する予定です。

夢の貯金箱 Annual Report 2014

?

原則100万円以上のご寄付を対象とし
て、寄付者の望む社会貢献を日本財
団が実施するものです。

﹁何か社会に貢献したい!﹂

両法人様は10年以上前から進めている障害者や介護事業

﹁何か人の役に立ちたい﹂など

学校の建設を進めております。

皆様の思い描く︑

限会社 FOMAX」代表、村岡慎太郎様から一部ご寄付を頂き、

オンリーワン事業の

県「特定非営利活動法人優喜会」理事長、冨田 勝久様、
「有

手伝いをいたします︒

ではボロボロの校舎の中で子どもは勉強しています。山口

2014年度に進めた事業︑

経済発展が目まぐるしいミャンマー。まだまだ奥地の村々

進み始めた事業を

ご報告いたします︒

良い環境で
勉強する機会を与える！！

あなたが創る
夢のプロジェクト

学校建設

自販機台数
全国に
台
社会貢献自動販売機による

社会貢献パートナーの声
報道機関等耳にする〝いじめ〟事件の活動が つでも減れば良いと願っています︒

ダイハツディーゼル︵株︶東京支社 平野祥司様

選挙に皆さんの関心高いようですので︑今後も継続していただきたいと思います︒

社会福祉法人 青い鳥 横浜市清水丘地域ケアプラザ 課長 石塚雅弘様

有効に活用していただけましたら幸いです︒

一般財団法人奄美市開発公社 奄美文化センター 松野芳照様

社会福祉法人 よつ葉の会 障害者支援施設よつ葉の家 副施設長 大川善之様
いつもは誰かの支援を受けている利用者でも気軽に寄付が出来ることに賛同します︒

特定非営利活動法人ひまわり 代表 井上 裕嗣様
選挙の時職員が購入の際悩んでいた姿を見て目にすれば意識するものと感じました︒

一般選挙での投票者の性別や年代別などシールの色を変えるといいと思います︒

一般財団法人 全日本剣道道場連盟 常務理事 豊村東盛様

特定非営利活動法人 熊本南自立支援センター 理事長 宮崎由紀生様
投票によって使い道を選べることは﹁自分の夢﹂の実現への第一歩だと思います︒

株式会社 生活サポートふるまい 代表取締役 佐野守利様
日常の飲料購入をしながら︑社会貢献を出来るところに惹かれ導入しました︒

きな力になると信じております。

宮城県漁業協同組合 指導総務本部
気仙沼総合支所 大谷吉支所 支所長 小野寺俊昭様

した。

もっと台数を増やして︑困っている方々へ支援の手を差し伸べてほしい︒

れるような社会になれば、その国を成長させる大

株式会社アイエスエフネット沖縄

● オリジナルラッピングも無料で承ります。

なでみんなを支える社会になっていると実感しま

売機「夢の貯金箱」に変更することができます。

箱」のロゴ、バナーもご使用いただけます。

を普及させて、多くの子どもたちが教育を受けら

3 仕組み変更 今ある自動販売機を、そのまま社会貢献自動販

● お客様 HP、名刺、チラシなどに
「夢の貯金

子どもたちが満足そうにしている顔を見て、みん

することが可能です。

ります。
想いで寄付いたしました。ミャンマーの学校教育

2 置換 今ある自動販売機を、他社メーカーに置き換えて設置

たちに寄付をしました。普段は支援を受けている

みんなで利用して社会貢献していますよ︒左から 新里部長／利用者様／職員の仲松様

を広げていくと思います。

● 社員の福利厚生、モチベーションにつなが

てばかりだから何か恩返しができないか」という

沖縄限定のグァバドリンクとシークヮサードリンクを飲んで社会貢献しています

素晴らしいと思います。

1 新規設置 70cm×70cmという省スペースから設置可能です。

ーメンの売上金をミャンマーで困っている子ども

社会福祉法人 沖縄松楓会 石垣市のなごみの里 課長 西原和彦様

るこの仕組みは、多くの方に“新しい寄付のかたち”

［設置方法のお知らせ］
「いままで国や地域、又は周囲の人たちに助けられ

ご寄付いただいている

様々な場所でその状況に応じた活動をされていて

﹁夢の貯金箱﹂の

といった、日常生活を通して社会貢献に参加でき

皆さまからの声

貯金箱へ寄付をはじめました。

参加方法

おります。また「ドリンク1 本につき10円の寄付」

寄付は下記の種類があります︒

パラリンアート
障がい者アートをオフィス等
に設 置 することで︑障 がい者
の雇用環境を支援するプログ
ラムです︒

遺贈
遺言 書により︑ご資産をご寄
付いただくものです︒使 途に
ついては︑専門スタッフがあな
たと共に考え︑最 適な プログ
ラムを提供いたします︒

あなたが創る
夢のプロジェクト
原則100万円以上のご寄付
を対 象として︑寄 付 者の望む
社会貢献を実施するプログラ

神、利他心をお持ちの方々がいることに感動し夢の

新規で設置をお考えの
個人／企業様へ
法人施設の障がいのある子どもたちが販売したラ

3,500 台

お気軽に日本財団の担当者までお問い合わせください︒

一般寄付
あなたの寄付金を100%社
会 活動に活用します︒金額の
大小は問いません︒ご寄付いた
だいた方には感謝状を贈呈致
します︒

香典寄付
品 物 を お 返 し す る か わ りの︑
﹁香典返し﹂として︒故人や家
族の想いを社 会に伝 え︑会 葬
者の心にも残るお返しとなり
ます︒

贖罪寄付
法を犯した人が反省と贖罪の
気持ちを表すために寄付する
ものです︒﹁犯罪被害者の支援﹂
に活用されます︒

も、イベント等を通じて広くご支持をいただいて

既に設置されている個人／企業様へ
理事長 冨田勝久様

有限会社 FOMAX
代表取締役 村岡慎太郎様
（特）優喜会

あなたが創る夢のプロジェクト
あなたが創る夢のプロジェクト

！！

！！
ムです︒

家族が病気だった時に沢山の方のボランティア精

14
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“ 夢の貯金箱 ”は弊社製品のオーナーの方々から

3173

年
稼働台数総計
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

1

グリーンマウンテン英会話
ダニエル衣里様
株式会社オーテックジャパン
國島 愛様

マンスリーサポーター

「自動販売機」並びに「一般寄付」団体

自動販売機稼働台数

3,000
2,000

2,500
1,500
1,000
500
0

皆さまのご協力を頂き、全国に
「ゆめちょパートナーの輪」が
広がっています!!

※ただし、対応できないオペレーターもございます。

社会福祉法人更葉園
NPO 法人さっぽろAM スポーツクラブ

社会福祉法人新冠ほくと園
社会福祉法人 NIKORI

社会福祉法人北海道光生会
社会福祉法人 HOP

特定非営利活動法人アシストセンターちえりす
社会福祉法人あぶた福祉会
社会福祉法人えぽっく

社会福祉法人札幌協働福祉会
社会福祉法人札幌この実会
特定非営利活動法人札幌障害者活動
支援センターライフ
特定非営利活動法人サポートシステムゆうあい

一般社団法人日本海員掖済会小樽掖済会病院
根室造船株式会社
農村公園

特定非営利活動法人ホップ
障害者地域生活支援センター
社会福祉法人室蘭福祉事業協会

敷島機器株式会社
積丹郡積丹町

有限会社畑クリーニング商会
社会福祉法人はるにれの里

小樽船用品株式会社
社会福祉法人柏の里めむろ
株式会社上川機械リース
社会福祉法人上士幌福寿協会

古平町（古平町 B&G 海洋センター）
社会福祉法人古平福祉会
特定非営利活動法人ふれあいインさろま

社会福祉法人雪の聖母園
特定非営利活動法人夢家会
株式会社ライクアブリッジ
特定非営利活動法人わーかーびぃー

社会福祉法人桜木会
社会福祉法人サポートセンター虹
社会福祉法人七戸町社会福祉協議会
社会福祉法人寿栄会
社会福祉法人昭壽会
公益財団法人シルバーリハビリテーション協会
社会福祉法人親泉会
社会福祉法人生活・文化研究所
社会福祉法人誠友会
特定非営利活動法人双松福祉会
株式会社田名部組
社会福祉法人田茂木野福祉会
社会福祉法人桐栄会

東北医療福祉事業協同組合
社会福祉法人友の会
十和田市役所
十和田ブルーベリー農園日々木
特定非営利活動法人どんぐりの家
中里石油株式会社
南部町教育委員会南部町
名川B&G 海洋センター
南部電機株式会社
社会福祉法人柏友会
社会福祉法人平舘福祉会
社会福祉法人弘前豊徳会
社会福祉法人ぶさん会

社会福祉法人豊寿会
社会福祉法人北光会
みちのく製氷株式会社
社会福祉法人明和会
社会福祉法人八千代会
社会福祉法人ユートピアの会
社会福祉法人ゆきわり会
よこまちストア
社会福祉法人義乃会
社会福祉法人緑風会
特定非営利活動法人ワーカーズコープ

社会福祉法人桂泉会
社会福祉法人光寿会
小袖定置網組合
株式会社互洋大船渡マリーナ
五洋建設株式会社田老地区トンネル工事所
佐々木信幸
NPO 法人里・つむぎ八幡平
特定非営利活動法人三の丸ひまわり
有限会社三陸とれたて市場
三陸やまだ漁協協同組合
社会福祉法人新生会
社会福祉法人親和会
特定非営利活動法人そよかぜの家
社会福祉法人大洋会
株式会社 TAKE 通信
種市南漁業協同組合

社会福祉法人田老和心会
有限会社町民葬祭
特定非営利活動法人つくし会
社会福祉法人堤福祉会
株式会社ティエフシー
東北医療福祉事業協同組合
社会福祉法人西根会
特定非営利活動法人ハックの家
有限会社はまなす産業
びはん株式会社
特定非営利活動法人ひまわり
株式会社藤森
株式会社藤原工務店
社会福祉法人普代福祉会
普代村教育委員会
復興食堂やまだ駅

船越湾漁業協同組合
社会福祉法人平成会
社会福祉法人みちのく協会
社会福祉法人みちのく大寿会
三井住建道路株式会社盛岡作業所
ヤマザキショップ熊谷酒店
ヤマダイ山崎
山田漁業協同組合連合会
山田八幡宮（佐藤宮司宅）
山田町健康増進センター
山田町役場豊間根支所
有限会社やまだ不動産
社会福祉法人やまゆり会
株式会社レーベルホールディングス

青森

大島貴司

月よりチーム夢ちょの一員
になりました！ 夢ちょから
笑顔の輪を広めます！

社会福祉法人青森県コロニー協会
社会福祉法人青森県すこやか福祉事業団
社会福祉法人青森社会福祉振興団
青森トヨペット株式会社
社会福祉法人阿闍羅会
エムエス工業株式会社
学職開発株式会社まなビレッジ
社会福祉法人義栄会
北日本造船株式会社
社会福祉法人恵徳会
社会福祉法人宏仁会
心の里うぐいす
社会福祉法人五戸町社会福祉協議会

6

岩手
社会福祉法人愛育会
有限会社伊藤石材工業
株式会社いわい
一般社団法人奥州市観光物産協会
有限会社大船渡ドック
大船渡湾冷凍水産加工業協同組合
重茂漁業協同組合
甲斐谷理容店
有限会社釜石造船所
釜石湾漁業協同組合
株式会社川石水産
株式会社川秀
北日本造船株式会社
社会福祉法人共生会
鍬ヶ崎番屋
特定非営利活動法人ケアセンターいこい
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長谷川隆治
西川昌樹

川上しげ子
6

5

新しく夢の貯金箱チームのメ
ンバーになりました！よろし
くお願いします︒

特定非営利活動法人ふれあい広場
タンポポのはら

月に異動となりま
した︒ 年 間 と ヶ
月︑多 くの 感 動 を 皆
さ ま か ら い た だ き︑
ありがとうございま
した！

当麻町教育委員会

夢ちょのパートナーの皆様と一緒
にもっと良い事業にしてまいりま
すのでよろしくお願いいたします︒

社会福祉法人群生会

せたな町 B&G 海洋センター
空知アールシーヘリ
株式会社第一内燃機製作所
社会福祉法人当麻かたるべの森

特定非営利活動法人ひなた
社会福祉法人美々川福祉会
特定非営利活動法人福祉旭川共有会

やきとりと旬さかな和み
特定非営利活動法人ゆう

新人ですが︑

社会福祉法人クピド・フェア
社会福祉法人栗山ゆりの会
株式会社グロウス
社会福祉法人黒松内つくし園

斜里町
有限会社白木ボデー・ジェミニオート美唄
特定非営利活動法人自立支援センター歩歩路

メープル歯科
森酒店

佐藤優至

がんばっていきます！

合同会社癸方苑
釧路重工業株式会社
株式会社釧路内燃機製作所

ハートランドフェリー株式会社
函館どつく株式会社室蘭製作所

﹁夢の貯金箱﹂

社会福祉法人旭川春光会
社会福祉法人旭川富好会

スタッフご紹介

社会福祉法人北海道厚真福祉会
北海道イーグル株式会社
社会福祉法人北海道宏栄社

多くの皆さまの善意で実施する社会貢
献の価値はプライスレス！ 素晴らし
い日本を次世代に残していきましょう︒

社会福祉法人苫小牧慈光会
特定非営利活動法人とむての森
一般財団法人名寄市体育協会

2

﹁夢の貯金箱﹂パートナー
の皆様︑いつもありがとう
ございます︒

社会福祉法人宏栄社
社会福祉法人厚生協会
特定非営利活動法人工房・虹と夢後援会

前田勝也

みんなが笑顔で暮らせる社
会の実現を目指して日々活
動 し てい ま す︒
﹁夢 の 貯 金
箱﹂1 0 0 0 0 台 突 破 を
目指し頑張っていきますの
でどうぞよろしくお願いい
たします︒

社会福祉法人あけぼの福祉会
社会福祉法人旭川旭親会
社会福祉法人旭川共生会

皆様から頂いた支援が︑

北洋無線株式会社
社会福祉法人ほくろう福祉協会

より多くの笑顔なるように⁝︒

医療法人社団豊生会

滝川市教育委員会教育部社会教育課
一般財団法人滝川市体育協会

心を尽くして

鷹栖町教育委員会

特定非営利活動法人恵生会
剣淵町教育委員会

社会貢献に励んで参ります！

社会福祉法人敬生会

特定非営利活動法人蒼空
赤川建設興業株式会社

夢 ちょスタッフ 年目
で す︒皆 様 との ご 縁 を
いつもありがとう ござ
います︒

愛別町教育委員会

夢の貯金箱は﹁社会
の ために 何 か を し
たい﹂という皆さん
の 想い や 意 欲 を カ
タチにできるよう︑
いつ で も 相 談 を 受
け付けております︒
これからも応援を︑
よろ し くお願い 致
します︒

北海道

パートナーの皆様︑いつもありが
とうございます︒2015年度期
末4500台突破を目指します︒

社会貢献自動販売機﹁夢の貯金箱﹂

設置
パートナー

夢の貯金箱へのご寄付︑

いつもありがとうございます︒

お預かりしたご寄付は︑

無駄なく大切に

活用させていただきます︒

企業・団体名・個人名一覧（敬称略）

笹川会長

2

関 雄

廣瀬正典

高木萌子
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一般社団法人日本モーターボート選手会埼玉支部

深谷市岡部 B&G 海洋センター

松伏町

株式会社ユースケア

株式会社日立ニコトランスミッション
株式会社日原運輸

特定非営利活動法人ふれあい福祉会
ボッシュ株式会社

社会福祉法人武蔵会
社会福祉法人明正会

リコーテクノシステムズ株式会社

社会福祉法人平野の里

真心絶品Ｃ・ネット関東店

八千代工業株式会社

千葉
株式会社アイ・エス・ビー

社会福祉法人さつき会

社会福祉法人聖隷福祉事業団松戸愛光園

株式会社ほがらか

社会福祉法人愛光
社会福祉法人あかぎ万葉

株式会社サンリツ
特定非営利活動法人シェーネ・ルフト

社会福祉法人泉寿会
社会福祉法人創成会

社会福祉法人槇の実会
有限会社誠石材工業

社会福祉法人旭福祉会

株式会社柴田工業

株式会社タガワ

有限会社マツオカ

有限会社石美

株式会社沼南中央自動車

株式会社テックエステート

有限会社丸原自動車

医療法人社団泉中央病院
特定非営利活動法人 i&i

鈴木商工株式会社
スバル興業株式会社

富永物産株式会社
株式会社習志野自動車興業

有限会社メカニック銚洋
株式会社ヤマトメタル

社会福祉法人開拓

NPO 法人スポーツアカデミー

西尾レントオール株式会社

社会福祉法人陽光会

有限会社鴨川自動車整備工場

特定非営利活動法人生活支援センター
あらかると

社会福祉法人佰和会

横芝光町教育委員会

特定非営利活動法人ふく笑らい
社会福祉法人芙蓉会

株式会社吉川自動車
社会福祉法人和光会

社会福祉法人教友会
社会福祉法人九十九里ホーム
特定非営利活動法人ケアネット成田

社会福祉法人晴山会
社会福祉法人聖隷福祉事業団浦安せいれいの里

社会福祉法人豊珠会

株式会社アイアクト

社会福祉法人賛育会

株式会社 TBSプロネックス

八王子少年鑑別所

株式会社アイエスエフネット
相田化学工業株式会社

三信船舶電具株式会社
株式会社サンリツ

テクタイト株式会社
株式会社テクノコア

ハマヤ株式会社
社会福祉法人原町成年寮

株式会社アイテム

株式会社シーアールエス

社会福祉法人同愛会

はる歯科室

NPO 法人藍の会

株式会社 JTBコーポレートセールス

東海汽船株式会社

有限会社バンプ

社会福祉法人あかつきコロニー
秋元康寛

株式会社社会起業家パートナーズ
社会起業大学

びおら株式会社
光が丘興産株式会社

社会福祉法人あすはの会

公益財団法人十四世六平太記念財団

社会福祉法人東京援護協会
東京計器株式会社／
東京計器テクノポート株式会社

アメリカン・テーラー
株式会社アリスエンターテイメント

社会福祉法人寿公会
シリコンテクノロジー株式会社

株式会社石川組

特定非営利活動法人自立生活センター東大和

伊藤忠マシンテクノス株式会社
今治造船株式会社

スズキ株式会社
株式会社 STELLA

株式会社エイチ・アイ・エス
株式会社エクセノヤマミズ

スバル興業株式会社
墨田川造船株式会社

社会福祉法人かがやけ福祉会
社会福祉法人合掌苑
NPO 法人かなえ

株式会社スリーライト
医療法人財団青溪会駒木野病院
社会福祉法人清峰会

川崎重工業株式会社

株式会社生保リサーチセンター

株式会社関電工
関東興業株式会社
株式会社北澤電機製作所

社会福祉法人聖明福祉協会
聖路加国際大学
株式会社セルフサポート

キンコーズ・ジャパン株式会社
一般社団法人くるみの会
京急開発株式会社

社会福祉法人全国スモンの会
一般財団法人全日本剣道道場連盟
ターボシステムズユナイテッド株式会社

有限会社劇団俳優座

大成建設株式会社東京支店

公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団
社会福祉法人江東園
ゴーウェル株式会社

ダイハツ工業株式会社
ダイハツディーゼル株式会社東京支社
株式会社ダイハツビジネスサポートセンター

特定非営利活動法人こぴあクラブ
コムテック株式会社

大洋電機株式会社
多摩川衛生組合職員互助会

社会福祉法人小茂根の郷
五洋建設株式会社
株式会社サクション瓦斯機関製作所
株式会社笹川記念会館

特定非営利活動法人多摩草むらの会
地域活動支援センターはるえ野
中国塗料株式会社
株式会社ツムラ

東京都個人タクシー協同組合新宿支部
株式会社東京ビー・エム・シー

ファンチーム株式会社
株式会社福田組
富士電機株式会社
プラザ神谷

社会福祉法人東京リハビリ協会
東邦重機開発株式会社

公益財団法人
ブルーシー・アンド・グリーンランド財団

東洋熱工業株式会社
株式会社東和電機商会

株式会社ベドリントン
ペンタビルダーズ株式会社

NPO 法人トータルケアサービスエオラ八王子
富永物産株式会社
社会福祉法人ドリームヴィ

社会福祉法人マザアス
町田市美術工芸館
社会福祉法人町田真弘会

中嶋竜生

株式会社マツイ

ナショナル・ベンディング株式会社
ナブコシステム株式会社
社会福祉法人南風会

松田産業株式会社
松田物産株式会社
三鷹市民協働ネットワーク

新潟原動機株式会社
有限会社錦部製作所
公益財団法人日本海事科学振興財団

みたかスペースあい運営協議会
三根株式会社
株式会社みやこ食品

株式会社日本海事新聞社

社会福祉法人未来こどもランド

公益財団法人日本海事広報協会
公益財団法人日本棋院
日本電気株式会社

ムサシノ機器株式会社
メゾンN&B
有限会社メディアシップ KU

一般社団法人日本舶用工業会
NPO 法人日本武道総合格闘技連盟
空手道禅道会横浜支部
一般財団法人日本モーターボート競走会
関東支局
有限会社蓮田電設

社会福祉法人倭林会成蹊園
ヤンマー株式会社東京支社
郵船商事株式会社
リコーロジスティクス株式会社
社会福祉法人緑風会
株式会社ワイズ・インフィニティ

神奈川
社会福祉法人青い鳥
青木孝行（NPO 法人そよ風）
株式会社アクト
朝日電気株式会社
アサヒプリテック株式会社横浜営業所
特定非営利活動法人厚木あすなろの会
一般財団法人育生会横浜病院
株式会社石川組
社会福祉法人一乗会
NPO 法人いのちを守る人道支援ネットワーク
社会福祉法人上村鵠生会
株式会社宇津木計器
株式会社エクセノヤマミズ
株式会社オーテックジャパン
社会福祉法人小田原福祉会
桂化学株式会社
神奈川機器工業株式会社
公益財団法人鎌倉能舞台
かもめプロペラ株式会社
社会福祉法人きしろ社会事業会
鎌倉プライエムきしろ
社会福祉法人喜楽会
社会福祉法人くすのき
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グリーン歯科医院
特定非営利活動法人グループピコ
医療法人社団恵泉会昭和医院
社会福祉法人恵和
社会福祉法人敬和会
社会福祉法人光友会
五栄土木株式会社
コムテック株式会社
株式会社金剛コルメット製作所
社会福祉法人幸会
社会福祉法人相模福祉村
株式会社シネヴィス
社会福祉法人寿考会
社会福祉法人寿徳会
特定非営利活動法人障碍者支援センター
特定非営利活動法人
湘南クリエイティブサービス
社会福祉法人湘南福祉協会
有限会社湘南ユニット
社会福祉法人白根学園しらねの里
社会福祉法人親善福祉協会
社会福祉法人すみなす会
社会福祉法人清光会

社会福祉法人誠幸会
社会福祉法人清正会
社会福祉法人聖隷福祉事業団
NPO 法人宝島
独立行政法人地域医療機能推進機構
相模野病院
社会福祉法人地域サポート虹
社会福祉法人茅ヶ崎市社会福祉事業団
特定非営利活動法人ちゃれんじ倶楽部
特定非営利活動法人津久井福祉会
テクノス株式会社
特定非営利活動法人でっかいそら
社会福祉法人同愛会
特定非営利活動法人ともにあゆむ
日絹倉庫株式会社
一般社団法人日本海員掖済会
社会福祉法人日本キリスト教奉仕団
日本電気株式会社
日本舶用エレクトロニクス株式会社
NPO 法人日本武道総合格闘技連盟
空手道禅道会横浜支部
東希望が丘親睦会
社会福祉法人ひかり

株式会社アイエスエフネットライフ

女川魚市場買受人協同組合

株式会社新和エンジンサービス

二輪工房 PON-TA

特定非営利活動法人あいの実
アサヒプリテック株式会社仙台営業所

社会福祉法人臥牛三敬会
社会福祉法人家庭福祉会

株式会社鈴木造船所
株式会社聖人堀鉄工所

ヒノケン株式会社
社会福祉法人ふれあいの里

阿部純孝

医療法人金上仁友会金上病院

株式会社セブンエンタープライズ

医療法人財団本多友愛会

荒井商事株式会社

かわさきコールセンター

社会福祉法人仙台市手をつなぐ育成会

松本産業株式会社

石川電装株式会社
社会福祉法人石巻祥心会

木戸浦造船株式会社
特定非営利活動法人グループゆう

株式会社ダイリツプランニング（ボートピア川崎）
社会福祉法人千代福祉会

株式会社みやぎ介護センター
宮城県漁業協同組合宮戸支所

有限会社藤神地所
東邦エンジニアリング株式会社

宮城県漁業組合

有限会社石巻タイヤサービス

廣心館道場

社会福祉法人一視同仁会

社会福祉法人幸生会

株式会社エイブル保険事務所
Aコープ角田店

株式会社小鯖造船鉄工所
五洋建設株式会社東北支店

東北医療福祉事業協同組合

及川電機株式会社

佐々栄文盛堂

社会福祉法人大崎誠心会
大崎八幡宮

株式会社佐藤建設工業
株式会社三亥塩釜支店

百々商店
特定非営利活動法人ドリームゲート

大野電装株式会社

有限会社三揚鉄工所

株式会社小野寺鐵工所

社会福祉法人白石陽光園

東北パイプターン工業株式会社

社会福祉法人南郷福祉会

宮城県漁業協同組合
宮城県剣道道場連盟臥牛館道場
宮城県蔵王町
宮城ヤンマー株式会社
株式会社ヤマニシ
特定非営利活動法人ライフカンパニー新富

一般社団法人日本海員掖済会
宮城利府掖済会病院

ロータリークラブ石巻

秋田

東京

社会福祉法人東京コロニー

宮城

社会福祉法人ひばり
特定非営利活動法人福祉センター
富士貿易株式会社
PRO 株式会社
社会福祉法人朋光会
宝蔵院会館
社会福祉法人蓬莱の会
社会福祉法人訪問の家
社会福祉法人馬島福祉会
三上船舶工業株式会社
社会福祉法人明星会
株式会社村山電機製作所
株式会社モーターボートヨコハマ
株式会社ユー･シー・エス
一般社団法人日本海員掖済会横浜掖済会病院
株式会社横浜華リハビリデイサービス
特定非営利活動法人らぽおるの樹
社会福祉法人らぽおるの樹
ランディング株式会社
社会福祉法人緑樹会
社会福祉法人緑成会
社会福祉法人麗寿会

社会福祉法人一視同仁会

社会福祉法人県北報公会

有限会社成田

株式会社マルカ金澤商店

社会福祉法人大館圏域ふくし会
社会福祉法人上小阿仁村社会福祉協議会

社会福祉法人五城目やまゆり会
有限会社鈴木太鼓店

社会福祉法人花輪ふくし会
社会福祉法人ファミリーケアサービス

社会福祉法人横手福祉会
ライト工業株式会社

社会福祉法人北秋田市社会福祉協議会

特定非営利活動法人ドリームホープなかよし

ボートピア河辺

社会福祉法人六郷仙南福祉会

株式会社有賀組

社会福祉法人舟和会

社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会

社会福祉法人山形県コロニー協会

社会福祉法人輝きの会
社会福祉法人共生

社会福祉法人親和会
社会福祉法人千宏会

特別非営利活動法人福祉サポートセンター山形
舟形町 B&G 海洋センター

ラーメン味角

相浦造船鉄工所
株式会社アイザック

社会福祉法人鶴翔会
社会福祉法人川内村社会福祉協議会

社会福祉法人篤心会
猫ギャラリー＆ショップ TOMCAT

ムサシノ機器株式会社
ムサシノ機器株式会社白河工場

東石材店
社会福祉法人育成会

川内村役場
社会福祉法人くわの福祉会

株式会社 NESS
有限会社白鷺運輸

有限会社本柳自動車
社会福祉法人優樹福祉会

株式会社ヴィオーラ
NPO 法人ウッドピアはなわ

株式会社興洋
社会福祉法人郡山コスモス会

塙町教育委員会
福島県太鼓協会

社会福祉法人陽光会
ライト工業株式会社

有限会社及川造船所
小名浜造船株式会社
特定非営利活動法人オハナ・おうえんじゃー

特定非営利活動法人こんぺいとうの会
社会福祉法人白河市社会福祉協議会
社会福祉法人心愛会

社会福祉法人福島県福祉事業協会
社会福祉法人福島福祉会
（石川町B&G海洋センター）
母畑レイクサイドセンター

社会福祉法人ライフ・タイム・福島
特定非営利活動法人わいわい作業所
渡部圭一歯科

社会福祉法人愛正会
NPO 法人愛・LOVE・みらい

株式会社カシワテック
かすみがうら市千代田B&G 海洋センター

株式会社湘南工作所
社会福祉法人身障者ポニーの会

社会福祉法人斑山会
株式会社彦八ミヨヒコ

社会福祉法人愛和会
株式会社アサヒヤ

社会福祉法人克仁会
社会福祉法人共生社

特定非営利法人セラヴィ
社会福祉法人筑峯学園

社会福祉法人ふたば会
株式会社フルヤ金属

北茨城市役所
株式会社ヴィオーラ

社会福祉法人慶育会
社会福祉法人五霞愛隣会

社会福祉法人ナザレ園
特定非営利活動法人虹

株式会社フルヤ金属土浦工場
特定非営利活動法人メロディハウス

特定非営利活動法人エイエスピー
社会福祉法人栄寿会

株式会社サンライズ
潮騒ジョブトレーニングセンター

独立行政法人日本原子力研究開発機構
日本メクトロン株式会社

社会福祉法人百音の会
社会福祉法人ゆっこら

一般社団法人大洗観光協会
大洗シーサイドホテル

社会福祉法人実誠会
品川重工株式会社

社会福祉法人博友会
社会福祉法人パステル

特定非営利活動法人らぽーる朋

社会福祉法人三光会
社会福祉法人正恵会
社会福祉法人すぎなみき会
社会福祉法人清幸会
社会福祉法人せせらぎ会
社会福祉法人創和会
NPO 法人チャレンジド・コミュ二ティ
社会福祉法人長寿栄光会
東京計器株式会社
東京計器株式会社矢板工場
社会福祉法人東晴会
社会福祉法人東徳会

社会福祉法人とちのみ会
社会福祉法人飛山の里福祉会
那須烏山市南那須 B&G 海洋センター
那須戦争博物館
社会福祉法人なすびの里
日光杉並木ユースホステル
芳賀町 B&G 海洋センター
社会福祉法人はくつる会
特定非営利活動法人はばたき
社会福祉法人房香会
医療法人社団星野会
堀江泰寛

社会福祉法人益子のぞみの里福祉会
社会福祉法人みゆきの杜
社会福祉法人みようぎ会
特定非営利法人もてぎ介護サービス
八千代工業株式会社
社会福祉法人夢の森福祉会
特定非営利活動法人より道
社会福祉法人両崖福祉会
株式会社エヌゼットケイ

社会福祉法人至誠会
株式会社タイヨウ群一葬儀社
大洋電機株式会社
社会福祉法人館林つつじ会

玉村町 B&G 海洋センター
社会福祉法人千代の会
特定非営利活動法人つばさ
社会福祉法人同仁会

一般財団法人日本モーターボート競走会桐生支部
ヤマト発動機株式会社
特定非営利活動法人ゆきの会
株式会社竜匠

株式会社岡部コントリビューションパーク
加島屋酒店
特定非営利活動法人かたくり
久喜市栗橋 B&G 海洋センター
株式会社グッドジャパン
株式会社倉本産業
特定非営利活動法人ケアサポートすずらん

特定非営利活動法人 Kファミリー
興亜化工株式会社
社会福祉法人宏仁会
社会福祉法人五霞愛隣会
三伸機材株式会社
特定非営利活動法人 CILひこうせん
社会福祉法人織舩会

森林霊園管理事務所
社会福祉法人昴
特定非営利活動法人つばさの会
特定非営利活動法人トゥッティフォルテ
株式会社とだか建設
株式会社中山商事
社会福祉法人滑川珠美園

山形

福島

茨城

栃木
社会福祉法人愛光園
社会福祉法人朝日会
社会福祉法人足利むつみ会
社会福祉法人あゆみ園
社会福祉法人イースターヴィレッジ
特定非営利活動法人鹿沼さつき会
デイホームさつき
社会福祉法人共生会
社会福祉法人京福会
社会福祉法人恵友会
株式会社小堀建設
社会福祉法人西仁会

群馬
社会福祉法人あざ美会
特定非営利活動法人かてて
医療法人菊池内科クリニック
社会福祉法人宏志会

埼玉
アサヒプリテック株式会社関東事業所
アサヒプリテック株式会社埼玉工場
株式会社あすなろ
嵐山町
ECCジュニア藤塚教室
株式会社ウィズ
株式会社エクセノヤマミズ
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愛知

新潟

アイキッズクリニック

社会福祉法人紘寿福祉会

株式会社ドリーム

社会福祉法人ふそう福祉会

特定非営利活動法人青りんごの会

社会福祉法人県央福祉会

社会福祉法人つなん福祉会

社会福祉法人南魚沼福祉会まいこ園

一般財団法人愛知医科大学愛恵会
社会福祉法人愛知県厚生事業団

特定非営利活動法人こすもす畑
社会福祉法人コスモス福祉会

特定非営利活動法人どんぐりの会
特定非営利活動法人なかよし

特定非営利活動法人
ふれあいサロンさん・さんガーデン

社会福祉法人秋葉福祉会
イーグルブルグマンジャパン株式会社

社会福祉法人紫雲寺加治川福祉会
社会福祉法人上越福祉会

社会福祉法人燕・西蒲原福祉会
社会福祉法人十日町福祉会

社会福祉法人南魚沼福祉会ゆのさと園
ミニボートピア阿賀野

社会福祉法人愛知慈恵会

桜井株式会社

社会福祉法人名古屋キリスト教社会館

社会福祉法人いなほの郷福祉会

社会福祉法人常陽会

社会福祉法人にいがた寿会

社会福祉法人村上岩船福祉会垂水の里

社会福祉法人愛燦会

社会福祉法人さわらび会

社会福祉法人名古屋手をつなぐ育成会

社会福祉法人心友会

社会福祉法人二王子会

社会福祉法人村上市社会福祉協議会山北支所

社会福祉法人阿吽会
株式会社アクティブコーポレーション

株式会社師崎ヤンマー商会
社会福祉法人春生会

社会福祉法人小越会
社会福祉法人亀田郷芦沼会

社会福祉法人泚山会
社会福祉法人中越福祉会

社会福祉法人能生名立福祉会
社会福祉法人東蒲原福祉会

株式会社やひこドリーム
株式会社ユーワ

特定非営利活動法人あたたかい心

社会福祉法人親愛の里

一般社団法人日本海員掖済会名古屋掖済会病院
一般財団法人日本モーターボート競走会
蒲郡支部

社会福祉法人ほっとはむ
社会福祉法人ポテト福祉会

NPO 法人魚沼伝習館

社会福祉法人豊寿会

社会福祉法人吉田福祉会

特定非営利活動法人あゆみの会友
特定非営利活動法人一宮まごころ

杉浦パーキング
社会福祉法人すこやか会

社会福祉法人ポレポレ
特定非営利活動法人ぽんぽこネットワーク

社会福祉法人中東福祉会

株式会社新東通信

株式会社いちょうの樹

特定非営利活動法人全国福祉理美容師養成協会

一般財団法人日本モーターボート競走会
常滑支部
公益社団法人日本モーターボート選手会
勤労青少年水上スポーツセンター

桐生工業株式会社

株式会社足立ライト工業所

有限会社エッグ
特定非営利活動法人エッグウェル

社会福祉法人たつき福祉会
株式会社田邊空気機械製作所

NDS 株式会社

特定非営利活動法人
地域とともに生きるめだかの会
社会福祉法人知立福祉会

社会福祉法人大府福祉会
社会福祉法人嘉祥福祉会
特定非営利活動法人 NPOかわせみ
カントリーモーニング
社会福祉法人きそがわ福祉会
社会福祉法人くすの木福祉事業会
社会福祉法人くるみの里福祉会

社会福祉法人勅使会
特定非営利活動法人東海福祉移動研究協議会
常滑市観光協会
社会福祉法人常滑市社会福祉協議会
社会福祉法人豊橋市福祉事業会

公益社団法人日本モーターボート選手会
常設訓練所
特定非営利活動法人任
株式会社ノーブル・インターナショナル
社会福祉法人博寿会
特定非営利活動法人ひだまり
特定非営利活動法人 VIF
ファミリーホームわが家
社会福祉法人福寿園
社会福祉法人富士会

特定非営利活動法人プレママクラブ
特定非営利活動法人ぼくら・あそび隊・流

特定非営利活動法人ポパイ

株式会社丸上製作所
株式会社マルサン
三河プロペラ株式会社
社会福祉法人みどりフレンドリー福祉会
社会福祉法人麦
社会福祉法人無門福祉会
社会福祉法人明知会
特定非営利活動法人ゆめじろう
社会福祉法人養楽福祉会
社会福祉法人よつ葉の会
特定非営利活動法人楽笑
一般社団法人 ReSmile

三重
社会福祉法人青山福祉会

三信船舶電具株式会社伊勢工場

特定非営利活動法人てとて

株式会社松井鉄工所

社会福祉法人維雅幸育会
株式会社石吉組

志摩市志摩 B&G 海洋センター
志摩市総合スポーツ公園

社会福祉法人富田浜福祉会
ナカシマミツワプロペラ株式会社

社会福祉法人三重福祉会
社会福祉法人三和福祉会

海の博物館

志摩市教育委員会

一般財団法人日本モーターボート競走会津支部

八千代工業株式会社

社会福祉法人永甲会
特定非営利活動法人介護支援ネットワーク

特定非営利活動法人すずか希望の里
社会福祉法人鈴の音会

ニュージャパンマリン株式会社
はなや

特定非営利活動法人夢工房

菰野町 B&G 海洋センター
五洋建設株式会社

社会福祉法人清和会
株式会社帝国機械製作所

社会福祉法人はまゆう会
社会福祉法人百楽の会

あがりゃんせフットサルクラブ
稲垣自動車工業有限会社

社会福祉法人しが夢翔会
図司自動車工業株式会社

ダイハツディーゼル株式会社守山寮
中国塗料株式会社

特定非営利活動法人ホームスイートホーム
社会福祉法人めぶき福祉会

株式会社オーケーエム
北島酒造株式会社社長北島吉彦

株式会社スポーツプラザ報徳

社会福祉法人にぎやか会
社会福祉法人虹の会

ヤンマー株式会社
ヤンマーキャステクノ株式会社

社会福祉法人美輪湖の家大津
福井化成株式会社

ヤンマー農機製造株式会社

社会福祉法人みずなぎ学園
社会福祉法人利生会

（米原市 B&G 海洋センター）

ダイハツディーゼル株式会社守山第一工場
ダイハツディーゼル株式会社守山第二工場

社会福祉法人木津川市社会福祉協議会
社会福祉法人こころの家族

総本山仁和寺
社会福祉法人長生園

株式会社大阪マリン
社会福祉法人勧修福祉会

敷島住宅株式会社
社会福祉法人仙人福祉事業会

社会福祉法人成相山青嵐荘
ヒエン電工株式会社

特定非営利活動法人サンライズ
株式会社 CDK
株式会社信貴造船所
社会福祉法人四天王寺病院
社会福祉法人四天王寺福祉事業団
島田燈器工業株式会社
ジャパンハムワージ株式会社
社会福祉法人心生会
株式会社新東通信
水鉄タクシー株式会社
社会福祉法人水平会
株式会社 STEPUP
住之江興業株式会社
特定非営利活動法人泉州自立支援センター
特定非営利活動法人そよかぜ
株式会社ソレイユ
株式会社ダイゾー
ダイハツディーゼル株式会社
一般財団法人高石市保健医療センター
特定非営利活動法人地域ひといき
特定非営利活動地域福祉創造協会
社会福祉法人地域ゆめの会
特定非営利活動法人 Dear friends
デルソル株式会社

社会福祉法人天王福祉会
有限会社トーヨー
富永物産株式会社
御浜住宅株式会社
株式会社毎日新聞社
日新興業株式会社
一般社団法人日本海員掖済会大阪掖済会病院
一般財団法人日本モーターボート競走会
近畿支局
社会福祉法人上神谷福祉会
社会福祉法人博光福祉会
社会福祉法人博光福祉会特別養護老人ホーム
寿里苑花舞の郷
社会福祉法人博光福祉会特別養護老人ホーム
寿里苑フルール
社会福祉法人博光福祉会特別養護老人ホーム
寿里苑夢の杜
社会福祉法人なでしこ会
社会福祉法人秀幸福祉会
社会福祉法人バルツァ事業会
特定非営利活動法人福祉住環境整備センター
福本健次
不二印刷株式会社
双葉テック株式会社
特定非営利活動法人ふれあいぽっぽ

大阪
特定非営利活動法人あいらぶ
特定非営利活動法人アクティブネットワーク
社会福祉法人泉ヶ丘福祉会
伊藤忠マシンテクノス株式会社
社会福祉法人遺徳会
特定非営利活動法人いばらき
特定非営利活動法人ウェルネスいずみ
渦潮電機株式会社
英和株式会社
株式会社大阪アサヒメタル工場
株式会社大阪ボイラー製作所
株式会社大阪マリン
有限会社かしやま
社会福祉法人門真福祉会
株式会社キッド
社会福祉法人慶徳会
株式会社ケーイーアイシステム
有限会社ケーワイケー介護サービス
株式会社高工社
特定非営利活動法人
コミュニティー・オーガニゼーション
特定非営利活動法人堺西自立支援センター
酒谷タイヤ株式会社
社会福祉法人佐太善友会
社会福祉法人産經新聞厚生文化事業団
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社会福祉法人戸出福祉会

社会福祉法人めひの野園

社会福祉法人たかおか万葉福祉会
社会福祉法人たびだちの会

富山新聞社
社会福祉法人ひみ福祉会

社会福祉法人梨雲福祉会
凌雲館村雲道場

特定非営利活動法人朝凪

共栄機工店

社会福祉法人つくしの会

社会福祉法人やちぐさ会

株式会社浅野太鼓楽器店
一般財団法人穴水町文化・スポーツ振興事業団

社会福祉法人ジェイエイ小松福祉会
ジェイ・バス株式会社

社会福祉法人花友会
社会福祉法人福寿会

社会福祉法人やまびこ
ワタル電設株式会社

社会福祉法人うめの木学園

株式会社清水産業

社会福祉法人松の実福祉会

社会福祉法人鶴寿会

社会福祉法人清風会

社会福祉法人明峰会

株式会社アイ・エヌ・ジー

勝山市教育委員会史跡整備課

第一防災株式会社

特定非営利活動法人ピアファーム

越前松島水族館
NPO 法人えちぜん青少年自立援助センター

勝山市 B&G 海洋センター
社会福祉法人勝山福祉会

社会福祉法人大日園
武生三国モーターボート競走施行組合

福井ケーブルテレビ株式会社
社会福祉法人福授園

大野市

社会福祉法人光明寺福祉会

社会福祉法人つみきハウス

株式会社フクタカ

大野市エキサイト広場総合体育施設

社会福祉法人コミュニティーネットワークふくい

株式会社浪速ポンプ製作所

三国観光産業株式会社

小浜市視覚障害者福祉協会
社会福祉法人かすみが丘学園
勝山市教育委員会

社会福祉法人祥穂会
塩田食品株式会社
社会福祉法人白女林

社会福祉法人虹の会
一般財団法人日本モーターボート競走会
三国支部

ミテネインターネット株式会社
社会福祉法人友愛会

社会福祉法人アドバンス
飯富病院

社会福祉法人興邦会
幸芳耳鼻咽喉科医院

社会福祉法人ぶどうの里
株式会社マルアイ

山梨市牧丘 B&G 海洋センター
社会福祉法人友和会

甲斐市
社会福祉法人ぎんが福祉会

社会福祉法人韮南福祉会
社会福祉法人深敬園

社会福祉法人三富福祉会
社会福祉法人ムーブ

特定非営利活動法人わたげの会
渡辺整形外科

甲州市
社会福祉法人光風会

社会福祉法人新友会
社会福祉法人ひとふさの葡萄

社会福祉法人八ヶ岳名水会
社会福祉法人山梨県手をつなぐ親の会

上松町教育委員会
上松町公民館

社会福祉法人木曽社会福祉事業協会
株式会社北澤電機製作所本社工場

有限会社信州雪国科学
社会福祉法人誠心会

ハッピーリタイアコンサルティング株式会社
社会福祉法人花工房福祉会

上松町 B&G 海洋センター
社会福祉法人上松町社会福祉協議会

社会福祉法人希望の虹いずみの家
社会福祉法人くりのみ園

社会福祉法人清明会
社会福祉法人大志会

みすず精工株式会社
社会福祉法人みまき福祉会

アサヒプリテック株式会社
社会福祉法人アンサンブル会

社会福祉法人恵清会
社会福祉法人幸充

社会福祉法人中信社会福祉協会
社会福祉法人豊智福祉会

社会福祉法人樅の木福祉会
特定非営利活動法人結いの街

社会福祉法人飯島町社会福祉協議会
飯綱町役場
社会福祉法人育護会
社会福祉法人稲田会
社会福祉法人伊南福祉会
社会福祉法人上田しいのみ会
社会福祉法人上伊那福祉協会
社会福祉法人からしの種の会緑の牧場学園

社会福祉法人廣望会
社会福祉法人駒ヶ根市社会福祉協議会
社会福祉法人こまくさ福祉会
社会福祉法人サン・ビジョン
社会福祉法人信濃友愛会
社会福祉法人下伊那社会福祉会
下條村
社会福祉法人親愛の里

社会福祉法人ながのコロニー
特定非営利活動法人なかまと
特定非営利活動法人
日本武道総合格闘技連盟禅道会
特定非営利活動法人
日本武道総合格闘技連盟禅道会諏訪支部
特定非営利活動法人
日本武道総合格闘技連盟禅道会総本部

社会福祉法人夢工房福祉会
社会福祉法人横浜社会福祉協会
社会福祉法人りんどう信濃会
社会福祉法人りんどう信濃会上田悠生寮
特定非営利活動法人レスパイトケアはちもり

社会福祉法人祥雲会
社会福祉法人神東会
株式会社関ヶ原製作所
大洋電機株式会社
大洋電機株式会社岐阜羽島工場
社会福祉法人たんぽぽ福祉会
社会福祉法人同朋会

社会福祉法人土岐市社会福祉協議会
中津川付知B&G 海洋センター
特定非営利活動法人日本武道総合格闘技連盟
空手道禅道会東海浜松本部
社会福祉法人白寿会
羽島電機株式会社
社会福祉法人万灯会

ひだ白川郷高齢者福祉施設瀬音さくら山荘
独立行政法人水資源機構
社会福祉法人みらい
社会福祉法人芽生会
八百津町教育委員会
特定非営利活動法人りあらいず和
特定非営利活動法人ワンハート

有限会社クラフト
社会福祉法人草笛の会
株式会社静岡朝日テレビ
社会福祉法人梓友会
社会福祉法人春風会
社会福祉法人昴会
社会福祉法人聖隷福祉事業団
株式会社双洸舎
社会福祉法人大東福祉会

株式会社高田ビル
東海造船運輸株式会社
社会福祉法人南寿会
日新興業株式会社中部支店
特定非営利活動法人日本武道総合格闘技連盟
空手道禅道会東海浜松本部
一般財団法人日本モーターボート競走会
浜名湖支部
社会福祉法人博友会
株式会社長谷川鐵工所

浜名湖競艇企業団
有限会社浜名湖食堂
社会福祉法人富岳会
特定非営利活動法人ふくでハッピーハンズ
富士レックス株式会社
松崎町教育委員会
株式会社村上開明堂
明陽電機株式会社
ヤンマーエンジニアリング株式会社

石川

福井

長野

京都
社会福祉法人五十鈴会
社会福祉法人大樹会

社会福祉法人高岡市身体障害者福祉会

上市町 B&G 海洋センター
株式会社金閣自動車商会

山梨

滋賀

社会福祉法人共生シンフォニー
社会福祉法人滋賀県聴覚障害者福祉協会

富山
社会福祉法人射水福祉会

特定非営利活動法人ベルビー
ボートレース住之江
社会福祉法人ひびき福祉会
ボルカノ株式会社
本城金属株式会社
株式会社中北製作所
特定非営利活動法人まつさく
社会福祉法人ポポロの会
特定非営利活動法人南大阪自立支援センター
ミニボートピアりんくう
株式会社浪速ポンプ製作所
社会福祉法人美和会
一般社団法人桃山会
ヤンマー株式会社
株式会社ヤンマービジネスサービス
社会福祉法人友愛の里
特定非営利活動法人夢みらい
横浜金属商事株式会社
特別非営利活動法人よりあい倶楽部
株式会社ラフィン・ハーツ
社会福祉法人みささぎ会
社会福祉法人和秀会

岐阜
特定非営利活動法人あんきや
合同会社インディアンビレッジ
特定非営利活動法人ウエルネットぎふ
社会福祉法人恵那市社会福祉協議会
特定非営利活動法人岐阜羽島ボランティア協会
社会福祉法人岐阜老人ホーム
特定非営利活動法人ぎふ村

静岡
株式会社赤阪鐵工所
アサヒプリテック株式会社静岡営業所
伊豆漁業協同組合
HIS 御殿場サポートセンター
一般社団法人御前崎スマイルプロジェクト
特定非営利活動法人掛川市体育協会
社会福祉法人桂
カメヤ食品株式会社
社会福祉法人共済福祉会
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中国塗料株式会社
ツネイシクラフト&ファシリティーズ株式会社
ツネイシヒューマンサービス株式会社
株式会社寺本鉄工所
特定非営利活動法人手をつなぐ福祉会
社会福祉法人東城有栖会
東洋機械株式会社
内海造船株式会社
中谷造船株式会社
株式会社中野鉄工所
有限会社中野ビル
社会福祉法人虹の会

一般財団法人日本モーターボート競走会
宮島支部
社会福祉法人沼隈社会福祉協会

特定非営利活動法人
福山スポーツ元気ネットワークヘッズアップ
扶桑工業株式会社

宮島競艇施行組合

能美金属工業団地協同組合

一般財団法人府中市まちづくり振興公社

株式会社三和ドック
特定非営利活動法人
みんなでスクラム生活支援センター

バブ日立工業株式会社

株式会社フューレック

向島ドック株式会社

東広島市安芸津 B&G 海洋センター
東広島市黒瀬 B&G 海洋センター

株式会社フルサワ
社会福祉法人豊寿会

社会福祉法人山県東中部福祉会
YAMAX 株式会社

一般社団法人東広島自立支援センターあゆみ

特定非営利活動法人ぽでーる

ヤンマー舶用システム株式会社

社会福祉法人広島常光福祉会

本瓦造船株式会社

株式会社よしみね

特定非営利活動法人
広島自立支援センターともに

社会福祉法人的場会
株式会社マンセイ

社会福祉法人楽友会
社会福祉法人倫

社会福祉法人広島聖光学園
深江特殊鋼株式会社

社会福祉法人慈恵会

亜興産業不動産販売株式会社
社会福祉法人アス・ライフ

社会福祉法人慈光福祉会
株式会社しのだ住研

社会福祉法人 E・G・F

下関市競艇事業局

宇部観光株式会社

社会福祉法人周南北部福祉会

株式会社オー・ビー・エム
有限会社花咲美

社会福祉法人新永福祉会
社会福祉法人親誠会山口秋穂園

社会福祉法人鹿野福祉会

社会福祉法人仁泉会

社会福祉法人華世会
菊屋産業株式会社

有限会社末永整骨院
周防大島町 B&G 海洋センター

旭州マリン株式会社

社会福祉法人清風会

株式会社共立機械製作所

大晃機械工業株式会社

旭洋造船株式会社
社会福祉法人くだまつ平成会

宅老所のびのび
社会福祉法人鼓ヶ浦整肢学園

社会福祉法人光栄会

特定非営利活動法人デイサービス豆たん

社会福祉法人光仁会
特定非営利活動法人サポートセンターゆうゆう

社会福祉法人同心会
株式会社トータルプロ

社会福祉法人山陽福祉会

一般財団法人日本モーターボート競走会
徳山支部
一般財団法人日本モーターボート競走会
下関支部
株式会社博電社
有限会社ハシモト
社会福祉法人ピースオブマインド・はまゆう
社会福祉法人稗田福祉会
社会福祉法人ひかり苑

社会福祉法人白百合学園

有限会社 FOMAX

社会福祉法人聖隷福祉事業団
社会福祉法人聖隷福祉事業団宝塚せいれいの里

社会福祉法人豊北福祉会
社会福祉法人防府市社会福祉事業団

株式会社学研アイズ

特定非営利活動法人宅老所ろまん

金川造船株式会社

社会福祉法人田能老人福祉会

社会福祉法人ほおの木会
社会福祉法人松美会アイユウの苑
社会福祉法人美祢市社会福祉協議会
社会福祉法人明和会
株式会社安川電機
特定非営利活動法人
山口ウッドムーンネットワーク
社会福祉法人山口県コロニー協会
社会福祉法人山口県社会福祉事業団
山口市ボランティアグループじゃがいもの会
YOU 介護サービス株式会社
特定非営利活動法人優喜会
楊貴妃の里真言宗龍伏山二尊院

合同会社ひだまりねっと
社会福祉法人ひとつの会

社会福祉法人緑山会

国民の宿「うみがめ荘」
徳島人生たすけあい家

美馬市役所
牟岐町産業課

阿南市
井村造船株式会社

鈴江宰
医療法人鈴木会

社会福祉法人徳島蒼生福祉会
鳴門市企業局

社会福祉法人有誠福祉会
社会福祉法人悠林舎

社会福祉法人勝寿会
社会福祉法人カリヨン

スマイル調剤薬局
社会福祉法人青香福祉会

社会福祉法人丹生谷会
社会福祉法人白寿会

社会福祉法人由岐福祉会
社会福祉法人凌雲福祉会

神例造船株式会社
社会福祉法人共生会

社会福祉法人青陽会
社会福祉法人東紅会

社会福祉法人柏涛会
東みよし町三加茂 B&G 海洋センター

社会福祉法人健祥会
光洋造船株式会社
公益財団法人徳島市体育振興公社

社会福祉法人徳島県心身障害者福祉会
社会福祉法人徳島県身体障害者連合会
社会福祉法人徳島県手をつなぐ育成会

株式会社フィット
特定非営利活動法人フレンドハウス
有限会社マルトク

社会福祉法人緑樹会
レディスファイブ徳島・
スポーツカルチャーセンター

特定非営利活動法人アイルコート
葵工業株式会社

株式会社幸真
国際フェリー株式会社

社会福祉法人すみれ福祉会
株式会社セーフティーサポート

株式会社マキタ
眞鍋造機株式会社

社会福祉法人朝日園
特定非営利活動法人あんず

公益財団法人琴平海洋会館（海の科学館）
社会福祉法人サマリヤ
社会福祉法人サンシャイン会
社会福祉法人三豊広域福祉会
四国ドック株式会社
清水木材株式会社
小豆島フェリー株式会社
社会福祉法人瑞祥会

特定非営利活動法人全世界空手道連盟
社会福祉法人多度津福祉会

水野貴之
株式会社山真

ツネイシヒューマンサービス株式会社
株式会社豊中クリーン
日新火災海上保険株式会社
一般財団法人日本モーターボート競走会
丸亀支部
株式会社フィット

ヤンマー舶用システム株式会社
社会福祉法人祐正福祉会
特定非営利活動法人ラーフやまもも
社会福祉法人楽笑福祉会
社会福祉法人ルボア

大西シャーリング株式会社
有限会社勝山商店
株式会社ガルバ興業
共立工業有限会社
株式会社栗之浦ドック
社会福祉法人光明会
NPO 法人さなえ
社会福祉法人三恵会
四国溶材株式会社
株式会社新来島どっく
株式会社新来島波止浜どっく
社会福祉法人親和園

社会福祉法人すいよう会
社会福祉法人聖風会
有限会社ティーエムコーポレーション
社会福祉法人同心会
東予ブラスト工業株式会社
社会福祉法人馴鹿
社会福祉法人砥部寿会
伯方造船株式会社
檜垣造船株式会社
特定非営利活動法人ひだまり工房
社会福祉法人宝集会
眞鍋造機株式会社

マリンパーク新居浜
三井住友建設株式会社総合文化施設作業所
宮崎商店
村上石油株式会社
村上秀造船株式会社
山中造船株式会社
特定非営利活動法人ゆいまーる
株式会社ゆずえサービス
有限会社ユヤマモータース
社会福祉法人吾子苑

社会福祉法人こうち福祉会
香美市教育委員会
社会福祉法人さわらび会
三建設計有限会社
四万十町窪川B&G 海洋センター
社会福祉法人太陽福祉会
社会福祉法人高春福祉会
社会福祉法人田野町社会福祉協議会

株式会社特殊製鋼所
土佐共同産業株式会社
社会福祉法人土佐清風会
社会福祉法人南国市社会福祉協議会
入交キャピタル株式会社（ボートピア土佐）
社会福祉法人光の村
社会福祉法人ふるさと自然村
特定非営利活動法人まあるい心

有限会社ま・っ・ぷ・す
社会福祉法人室戸はまゆう会
社会福祉法人明成会
特定非営利活動法人ら・ら・ら会
特定非営利活動法人ワークスみらい高知

愛媛

高知

夢の貯金箱 Annual Report 2014

金澤鐵工株式会社

特定非営利活動法人地域活動ステーション
ぬくもりの家
株式会社ディーゼルユナイテッド

株式会社平原精機工業

特定非営利活動法人でかけ隊

富士貿易株式会社

東洋カーマックス尼崎レース場前駐車場
富永物産株式会社
中川歯科医院
西村興産株式会社
公益社団法人日本駆け込み寺
兵庫サポートセンター
一般社団法人日本モーターボート選手会
兵庫支部
播磨社会復帰促進センター
阪神内燃機工業株式会社
社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団
兵庫県立西脇北高等学校
兵神機械工業株式会社

株式会社福岡鉄工所
不二印刷株式会社
古野電気株式会社
hair Ange
ボートピア姫路
北神食糧株式会社
ボルカノ株式会社
社会福祉法人まほろば
特定非営利活動法人みちくさ
社会福祉法人樅の木福祉会
株式会社八瀬鉄工所
山根クリニック
ヤンマー株式会社
ヤンマー株式会社特機エンジン
社会福祉法人吉川福祉会

奈良
社会福祉法人青葉仁会

社会福祉法人こだまの会

社会福祉法人だるま会

よしむらファミリー歯科

社会福祉法人以和貴会
社会福祉法人橿原市手をつなぐ育成会

社会福祉法人在友会
株式会社崎山組

社会福祉法人奈良市和楽園
水野ストレーナー工業株式会社

NPO 法人ライフケア王寺

共栄建設株式会社

社会福祉法人三寿福祉会

ミニボートピア大和ごせ

社会福祉法人五條市あすなろ福祉会

社会福祉法人聖アンナの家

社会福祉法人萌

社会福祉法人あおい会

株式会社恋野マッシュルーム

社会福祉法人つばさ福祉会

社会福祉法人ふたば福祉会

特定非営利活動法人歩の会
社会福祉法人一麦会

社会福祉法人山水会
社会福祉法人聖アンナの家

社会福祉法人橋本福祉会
特定非営利活動法人はまゆう作業所

特定非営利活動法人和歌山自立支援センター

有限会社旭鉄工所
社会福祉法人あすなろ会

社会福祉法人こうほうえん
社会福祉法人琴浦町社会福祉協議会

社会福祉法人鳥取県厚生事業団
公益社団法人鳥取県西部医師会

社会福祉法人まつぼっくり
社会福祉法人もみの木福祉会

株式会社石橋造船鉄工所
ウィルモア皆生 S

特定非営利活動法人サポートイルカ
NPO 法人就労支援センター和貴の郷

社会福祉法人和
社会福祉法人日南福祉会

社会福祉法人やず
ヤンマー舶用システム株式会社

社会福祉法人きんかい幸朋苑

社会福祉法人祥和会

特定非営利活動法人フリーダム

社会福祉法人吾郷会
社会福祉法人 E・G・F

社会福祉法人喜和会
社会福祉法人恵寿会

社会福祉法人出雲南福祉会ケアハウス寿生の郷
一畑工業株式会社

社会福祉法人恵心会
社会福祉法人山陰家庭学院

特定非営利活動法人地域活動支援センター
よしかの里
社会福祉法人千鳥福祉会
医療法人同仁会海星病院

社会福祉法人いわみ福祉会
社会福祉法人ウェルエヌシー

社会福祉法人慈光会
社会福祉法人島根ライトハウス

社会福祉法人邑智福祉振興会
社会福祉法人おおつか福祉会

社会福祉法人湖北ふれあい
社会福祉法人しらゆり会

社会福祉法人隠岐共生学園
社会福祉法人かしま福祉会
社会福祉法人亀の子

社会福祉法人親和会
社会福祉法人静和会
社会福祉法人高田会

和歌山

鳥取

香川
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社会福祉法人健仁会
神戸掖済会病院

株式会社エクセノヤマミズ
株式会社大阪アサヒメタル工場

特定非営利活動法人こどもの発達研究室きりん
社会福祉法人仁栄会

株式会社 SKK
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
社会福祉法人大野見福祉会
社会福祉法人かど福祉会
有限会社釜原鋳鋼所
社会福祉法人北川村社会福祉協議会
特定非営利活動法人高知県介護の会
NPO 法人高知県ふるさと回帰支援センター

社会福祉法人あそう
社会福祉法人尼崎あすなろ福祉会

株式会社上野商事

社会福祉法人愛心会
浅井缶詰株式会社

特定非営利活動法人アイコン
社会福祉法人愛寿会
浅川造船株式会社
アサヒプリテック株式会社愛媛工場
伊豫物産株式会社
岩城造船株式会社
潮冷熱株式会社
渦潮電機株式会社
うららか福祉サービス株式会社
ヱスケヱ鉄工株式会社
F, オートサービス
株式会社大西運輸

Gu Choki Pan

株式会社 JMUアムテック
公益財団法人修武館

徳島

今治造船株式会社
潮冷熱株式会社
渦潮電機株式会社
公益社団法人香川県看護協会
社会福祉法人香川県社会福祉事業団
興亜産業株式会社

株式会社神崎高級工機製作所

猪名川町 B&G 海洋センター
社会福祉法人上野丘さつき会

社会福祉法人和楽会

有限会社ドリームライフ
株式会社中村造船鉄工所

アサヒプリテック株式会社阪神事業所
アサヒプリテック株式会社兵庫営業所

神戸ペイント株式会社

社会福祉法人若葉

社会福祉法人豊浦福祉会

株式会社カワムラサイクル
関西鉄工株式会社

社会福祉法人ささゆり会

社会福祉法人みのり会

ドックサービス株式会社

香美町兵庫県立兎和野高原野外教育センター

井河原産業株式会社

三浦工業株式会社

地域医療支援病院
オープンシステム徳山医師会病院
徳山看護専門学校

社会福祉法人愛心福祉会
特定非営利活動法人愛ランド
社会福祉法人朝日の会

イーグル工業株式会社

山口
社会福祉法人暁会

兵庫

島根

社会福祉法人仁摩福祉会
社会福祉法人梅寿会軽費老人ホームコーポ
「ますだ」
社会福祉法人斐川あしたの丘福祉会
社会福祉法人ひまわり福祉会
特定非営利活動法人ふれんど
社会福祉法人放泉会

公益社団法人益田市医師会立益田地域
医療センター医師会病院
松江市松江 B&G 海洋センター
有限会社マルサワ
社会福祉法人みずうみ
社会福祉法人やまゆり
ヤンマーキャステクノ株式会社松江事業部
社会福祉法人よこた福祉会
社会福祉法人よしだ福祉会ケアポートよしだ
社会福祉法人若草福祉会
和幸株式会社

岡山
社会福祉法人愛和会
特定非営利活動法人あおぞら会
アサヒプリテック株式会社岡山営業所
イーグル工業株式会社
社会福祉法人郁青会
社会福祉法人泉学園
一般社団法人ウェル
社会福祉法人王慈福祉会
特定非営利活動法人岡山自立支援センター
社会福祉法人加茂光陽会
社会福祉法人吉備の里

社会福祉法人恭和会
株式会社グリーンベルト
社会福祉法人浩志会
桜田工業株式会社
四国フェリー株式会社
社会福祉法人閑谷福祉会
社会福祉法人正和会
株式会社真栄住研
株式会社スチールハブ
社会福祉法人千寿福祉会
特定非営利活動法人土田の里

社会福祉法人津山みのり学園
特定非営利活動法人ドリーム・プラネット
ナカシマプロペラ株式会社
ナカシマメディカル株式会社
奈義町 B&G 海洋センター
一般財団法人日本モーターボート競走会
中四国支局
株式会社フューチャー
特定非営利活動法人
ホープ就労・生活支援センター
真庭市役所北房支局

社会福祉法人美土里会
特定非営利活動法人美作自立支援センター
株式会社ムラカミ
社会福祉法人めやす箱
モリマシナリー株式会社
特定非営利活動法人やまさくら
ヤンマーエネルギーシステム株式会社
ヤンマー農機製造株式会社
医療法人渡辺医院

内海エンジニアリング株式会社
社会福祉法人内海福祉会
特定非営利活動法人
江田島市スポーツ振興協議会
株式会社江田島造船所
社会福祉法人大滝会
大竹明新化学株式会社
大西電機工業株式会社
社会福祉法人尾道さつき会
尾道産業株式会社
特定非営利活動法人お年寄りの家ことぶき
社会福祉法人輝き奉仕会
社会福祉法人柏学園
鐵萬商事株式会社
川根振興協議会
株式会社神田造船所

北広島町大朝B&G 海洋センター
協成電機株式会社本社
株式会社京泉工業
協同組合せとだサンプラザ
株式会社共立機械製作所
共和工業株式会社
呉精器工業株式会社
特定非営利活動法人
高次脳機能障害サポートネットひろしま
社会福祉法人甲奴福祉会
社会福祉法人坂町社会福祉協議会
社会福祉法人さくら福祉会
株式会社三協電機
三工電機株式会社
社会福祉法人三矢会
山陽船舶電機株式会社

社会福祉法人慈光会
ジャパン・スチールス株式会社
庄原市口和老人福祉センター
社会福祉法人庄原市社会福祉協議会
株式会社シンコー
株式会社新来島広島どっく
社会福祉法人静和会
株式会社セトテック
社会福祉法人「ゼノ」少年牧場
社会福祉法人創樹会
株式会社大晃産業
大成建設株式会社中国支店
多賀谷運送株式会社
社会福祉法人高見福祉会
特定非営利活動法人地域福祉活動支援協会
人間大好き

広島
社会福祉法人 IGL 学園福祉会
株式会社アイメックス
社会福祉法人あおかげ
社会福祉法人あさ
旭・スチール工業株式会社
アサヒプリテック株式会社広島営業所
社会福祉法人あと会
アルファデンタルオフィス
社会福祉法人アンダンテ
イーグル工業株式会社
特定非営利活動法人いきいきクラブたかみや
株式会社生田合金鋳造所
因島鉄工株式会社
因島鉄工業団地協同組合
渦潮電機株式会社
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大分

福岡

特定非営利活動法人アース

社会福祉法人弘心園

社会福祉法人千寿会

増永海運株式会社

社会福祉法人愛光会

グリーンライフ産業株式会社

社会福祉法人筑陽会

社会福祉法人悲田院

社会福祉法人愛泉会
社会福祉法人安岐の郷

社会福祉法人幸福会
特定非営利活動法人五蘊の風

社会福祉法人大樹会
大電工業株式会社

株式会社三浦造船所
社会福祉法人みずほ厚生センター

株式会社 i・ライフソリューションズ
株式会社アイル

久留米運送株式会社
特定非営利活動法人グローリー

社会福祉法人長生会
社会福祉法人翼会

株式会社ヒューマンハーバー
社会福祉法人福岡愛育福祉会

株式会社 EC

寿工業株式会社

社会福祉法人直心会

南日本造船株式会社

朝倉市甘木 B&G 海洋センター

社会福祉法人黒木福祉会

テクノシステム株式会社

株式会社福岡給食

社会福祉法人一燈園

佐伯市職員労働組合共済会

日本文理大学

社会福祉法人みのり村

アサヒプリテック株式会社北九州工場

社会福祉法人恵愛会

株式会社電友社

福岡空港ビルディング株式会社

社会福祉法人伊呂波福祉会
株式会社臼杵造船所臼杵造船労働組合

佐伯重工業株式会社
下ノ江造船株式会社

社会福祉法人博愛会
社会福祉法人ひまわり

特定非営利活動法人三保の杜作業所
ミヤギ設計室

アサヒプリテック株式会社福岡営業所
株式会社飯塚メタル

社会福祉法人敬愛会
社会福祉法人恵光園

一般社団法人東建アグリ
株式会社都市計画設計事務所

社会福祉法人福岡コロニー
福岡市立つくし学園

特定非営利活動法人大分環境保全フォーラム

社会福祉法人庄内厚生館

社会福祉法人ひまわり会

社会福祉法人萌葱の郷

社会福祉法人育心会

社会福祉法人原交会福祉会

富永物産株式会社

福岡造船株式会社

特定非営利活動法人オーバー

社会福祉法人翔南会

社会福祉法人百徳会

大和鉄工株式会社

社会福祉法人栄光福祉会

コインランドリーゆーかりの木

株式会社ナイス

社会福祉法人豊徳会

杵築市
社会福祉法人暁雲福祉会

社会福祉法人真珠園
社会福祉法人新友会

豊後内燃機工業有限会社
社会福祉法人別福会

社会福祉法人ややま福祉会
ヤンマーエンジニアリング株式会社

株式会社エフ・ティ・シー通信
株式会社エンジンドック

光栄テクノシステム株式会社
光華株式会社

ナガノ電気株式会社
株式会社西日本光創

社会福祉法人本郷福祉会
三井松島産業株式会社

共栄船渠株式会社

株式会社スピードネイル九州

特定非営利活動法人ヘルパーステーション吉田

有限会社吉岡船舶工業

社会福祉法人小郡学園

社会福祉法人宰府福祉会

一般社団法人日本海員掖済会門司掖済会病院

ミニボートピア嘉麻

社会福祉法人共生荘
社会福祉法人県南福祉会

社会福祉法人生愛会
社会福祉法人聖母の騎士会

社会福祉法人豊友会
本田重工業株式会社

社会福祉法人若草会
渡辺リカ

川崎町
株式会社カンサイ

社会福祉法人さつき会
特定非営利活動法人サポートセンター
ささえ愛

社会福祉法人日本厚生学園
一般財団法人日本モーターボート競走会
芦屋支部

社会福祉法人明和会
八百勝

社会福祉法人慈久福祉会
株式会社島田電気商会

一般財団法人日本モーターボート競走会
福岡支部
一般財団法人日本モーターボート競走会
やまと学校

NPO 法人緩和ケア支援センターコミュニティ

宮崎

社会福祉法人起生会

青島神社

株式会社森輪商工

株式会社響

宮崎カーフェリー株式会社

特定非営利活動法人心の芽
児玉憲文

株式会社だいきち
社会福祉法人たらちね会

百姓うどん
富士自動販売機宮崎センター

社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団
公益社団法人宮崎市観光協会

酒谷むらおこし株式会社

社会福祉法人同潤会

ボートピア高城

社会福祉法人宮崎福祉会

特定非営利活動法人笑福会

社会福祉法人日南市社会福祉協議会

ホテルメリージュ

社会福祉法人明和会

社会福祉法人仁愛会
神宮ペット

日南市役所
特定非営利活動法人ハートム

益山商工株式会社
株式会社まつの

ヤンマーエンジニアリング株式会社
日南サービスグループ

深呼吸

長谷川紀子

社会福祉法人まほろば福祉会

社会福祉法人愛生会

社会福祉法人暁星会

株式会社ゼネラルエンヂニアリング

マリックスライン株式会社

協同組織むぎのめ
社会福祉法人クオラ

社会福祉法人天上会
東洋運輸株式会社

三島村役場
社会福祉法人瑞穂会ワークセンター
奄美・ジョイワーク奄美

特定非営利活動法人奄美少年支援センター

国立療養所星塚敬愛園

特定非営利活動法人トカラインターフェイス

社会福祉法人宇検村社会福祉協議会
A"LINEマルエーフェリー株式会社

株式会社国料建設
甑島商船株式会社

社会福祉法人常盤会
特定非営利活動法人隣の会

有限会社エムアールナカオ
社会福祉法人落穂会

特定非営利活動法人薩摩川内市
手をつなぐ育成会

鳥居タバコ店
株式会社南風ベジファーム

社会福祉法人正栄会
社会福祉法人白鳩会
社会福祉法人信成会
スターク合同会社
社会福祉法人清風会

公益財団法人ネイチャリング財団
社会福祉法人野の花会
有限会社橋口製作所

特定非営利活動法人夢来郷たかくま
社会福祉法人明和会
特定非営利活動法人ユーアイ自立支援の会
特定非営利活動法人ゆめみらい
有限会社吉徳福祉機器販売
菱重コールドチェーン株式会社
特定非営利活動法人若あゆ作業所

社会福祉法人ひいらぎ会
社会福祉法人豊生会

沖縄
特定非営利活動法人あごらぴあ
アサヒプリテック株式会社沖縄営業所

株式会社沖縄機械整備
社会福祉法人沖縄コロニー

社会福祉法人仁愛会
社会福祉法人仁愛療護園

社会福祉法人名護学院
社会福祉法人ニライカナイ

伊江村 B&G 海洋センター
伊江村役場

特定非営利活動法人
沖縄自立生活センターイルカ

新糸満造船株式会社
株式会社新がらまんの里

株式会社ネオテック
特定非営利活動法人初穂

一般財団法人総合教育研究所
社会福祉法人そてつの会

北部自立生活センター希輝々
社会福祉法人まつみ福祉会

特定非営利活動法人大夢
社会福祉法人中陽福祉会
有限会社津島工業
特定非営利活動法人てぃだ与勝
社会福祉法人転生会
社会福祉法人トゥムヌイ福祉会

社会福祉法人美原福祉会
株式会社ミリオン
ヤンマー沖縄株式会社
琉球内燃機株式会社
社会福祉法人若竹福祉会
社会福祉法人若夏会

社会福祉法人育賛会
社会福祉法人育成福祉会
石垣島トータルマリン
社会福祉法人伊集の木会
特定非営利活動法人
うまんちゅ生活支援センターふくしの家
うるま市教育委員会
社会福祉法人おきなか福祉会

勝連漁業協同組合
社会福祉法人起産石川
一般財団法人健康科学財団
マリンピアザオキナワ
社会福祉法人高洋会
有限会社コモンズ
特定非営利活動法人幸せの魔法つ会
シャトレマイレス

＊匿名希望 7 件
＊複数台設置いただいている場合、都道府県毎にまとめて記載しております。
なお、複数の都道府県で設置いただいている場合は、当該する都道府県毎に表示しております。

合計：86名
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公益財団法人九州経済調査協会
株式会社九電工
九郵マリンサポート株式会社
社会福祉法人共生の里

大輪明浩
宮武 悟
ミミコ
オーテックオーナーズグループ
山田千枝子
岡田 隆
島勉
hiro
オーテックファンより
有限会社エムアールナカオ
松下理沙
株式会社スクーナ
株式会社モーターボートヨコハマ
株式会社東京ビー・エム・シー
梶田直孝
浦田和幸

シャンボール大名管理組合
社会福祉法人松寿会
社会福祉法人自立の里
社会福祉法人周防学園
全国労働者共済生活協同組合連合会
ダイハツディーゼル西日本株式会社
株式会社鷹取製作所
社会福祉法人多々良福祉会
特定非営利活動法人たんがく
株式会社筑紫工業

一般財団法人日本モーターボート競走会
若松支部
社会福祉法人のぞみの里
社会福祉法人野の花学園
野母商船株式会社福岡支社
博多ふ頭旅客ターミナル組合
伯玄オーシャンハイツ
阪九フェリー新門司神戸行きターミナル

社会福祉法人やまと医正会
ヤンマーエンジニアリング株式会社
社会福祉法人友愛会
社会福祉法人悠光会
株式会社優志
社会福祉法人陽南会
株式会社ライフ・サポートくらじ
社会福祉法人レーヴ福岡立花園
NPO 法人列島会
和新工業株式会社
社会福祉法人わたつみ会
匿名希望

佐賀
株式会社 i・ライフソリューションズ
いまりマリーナ

一般財団法人佐賀県青年会館
社会福祉法人佐賀春光園

西谷クリニック
一般財団法人日本モーターボート競走会
唐津支部
株式会社野口商会

社会福祉法人まつら会
みやき町役場

株式会社ウェルビジョン九州
社会福祉法人唐津市社会福祉協議会

一般社団法人佐賀自立支援福祉協会
社会福祉法人聖仁会

唐津市役所
特定非営利活動法人ケアサポートまんねん

株式会社泰山興業
社会福祉法人たちばな会

特定非営利活動法人のんびらぁと
社会福祉法人美光瑞園会

社会福祉法人若楠
社会福祉法人若楠会

社会福祉法人玄海町社会福祉協議会
公益社団法人佐賀県看護協会

株式会社堤鐵工所
東亜工機株式会社

特定非営利活動法人ひまわり
特定非営利活動法人武闘塾

株式会社井筒造船所
伊藤鉄工造船株式会社

佐世保ブロイラーセンター株式会社
社会福祉法人三省会

社会福祉法人長崎市社会福祉事業協会
社会福祉法人長崎市手をつなぐ育成会

普賢学園
株式会社ホーセイ

大阪鋼管株式会社
大島総合サービス株式会社

社会福祉法人慈愛会
島原ドック協業組合

長崎杉本工業株式会社
長崎造船株式会社

社会福祉法人ほかにわ共和国
有限会社松尾鉄工所

株式会社沖新船舶工業
株式会社外港工業

社会福祉法人秀優会
社会福祉法人寿光会

長崎船用品株式会社
長崎マリンサービス株式会社

社会福祉法人民生会
社会福祉法人友誼会

北松通運株式会社
株式会社九州スチールセンター

社会福祉法人しらぬい福祉会
社会福祉法人聖家族会

株式会社西日本流体技研
一般社団法人日本海員掖済会長崎掖済会病院

社会福祉法人悠久会
社会福祉法人友星会

五島運輸株式会社
社会福祉法人ことの海会
コムテック株式会社
株式会社佐世保航海測器社
特定非営利活動法人佐世保サンライズ
特定非営利活動法人
佐世保市自立支援センターチャレンジ
社会福祉法人佐世保市手をつなぐ育成会
株式会社サセボフーズ＆ライフ

社会福祉法人青山会
社会福祉法人清潮会
つばきマリーナ
東部重工業株式会社
時津町 B&G 海洋センター
株式会社時津鉄工所
長崎基準寝具有限会社
長崎県金属工業協同組合
社会福祉法人長崎県障害者福祉事業団

一般財団法人日本モーターボート競走会
大村支部
社会福祉法人のぞみ会
野母商船株式会社青方代理店
社会福祉法人博仁会
社会福祉法人八幡会
株式会社早瀬鉄工所
株式会社深町組
社会福祉法人福翆会

郵船商事株式会社
社会福祉法人ゆうわ会
有限会社吉井工業
社会福祉法人蓮華園
医療法人和光会恵寿病院
株式会社渡辺造船所

熊本ドック株式会社
NPO 法人熊本南自立支援センター
一般社団法人グランドナショナル
社会福祉法人恵山会
社会福祉法人慶信会
社会福祉法人啓仁会
社会福祉法人耕心会
社会福祉法人五色会
社会福祉法人御陽会
社会福祉法人三気の会
社会福祉法人慈光会
社会福祉法人寿量会
社会福祉法人勝縁会
NPO 法人ジョブパートナー
白鷺電気工業株式会社
社会福祉法人白富会

株式会社城野印刷所
医療法人社団仁誠会
社会福祉法人仁風会
社会福祉法人聖嬰会
社会福祉法人清香会
社会福祉法人青生会
社会福祉法人星峰会
社会福祉法人聖母会
社会福祉法人誠和会
株式会社大宝
社会福祉法人大輪会
社会福祉法人玉医会
玉名市岱明B&G 海洋センター
社会福祉法人池修会
津奈木町役場
T・Sトレーディング株式会社

社会福祉法人天恵会
東光石油株式会社
社会福祉法人東泉会
社会福祉法人長嶺会
株式会社ハタノ
社会福祉法人はなぶさ会
社会福祉法人濵友会
社会福祉法人ひまわり福祉会
社会福祉法人富合福祉会
まつだ整骨院
社会福祉法人まつの木会
社会福祉法人八代愛育会
社会福祉法人ライン工房
リサイクルやまもと
社会福祉法人諒和会
社会福祉法人緑新会

社会福祉法人めぐみ厚生センター
有限会社吉川造船所

長崎

熊本

「夢」を叶えるパートナー
アジトビルド
オンラインリサイクルショップ NAF
グリーンマウンテン英会話
中元伊知郎
中村英章
中澤 香
久留間秀樹
伊橋宗孝
匿名希望
佐藤藍一朗
前田勝也
吉澤光治
和泉清矢
坂本浩之
大島貴司
大田久美江

有限会社木本設備工業
社会福祉法人久英会

社会福祉法人鞍手ゆたか福祉会

一般財団法人奄美市開発公社
社会福祉法人奄美市社会福祉協議会

株式会社風の村
株式会社叶運輸

社会福祉法人希望の丘

社会福祉法人キリスト者奉仕会

鹿児島

社会福祉法人鹿児島県社会福祉事業団
鹿児島船用品株式会社
風の転生自然癒

株式会社北商事
北設備工業株式会社

社会福祉法人八千代会

澤田正志
特定非営利活動法人東京ソテリア
地域活動支援センターはるえ野
白樫浩之
オーテックファンの皆様より
オーテックオーナーズグループ
石井伸和
石戸 研
社会福祉法人まほろば福祉会
稲葉 晃
藤井英治
豊福康之
黒い弾丸
鈴木賢一
鈴木静江
長谷川 隆治

青木 覚
高畠輝男
黒岡久美子
一般社団法人障がい者自立推進機構
堀之内紀代子
山本和弘
有限会社フォーマックス
株式会社トランスワード
ローズの会 会長河原祐子
特定非営利活動法人優喜会
玉谷知樹
矢野信彦
笹川和弘
辻 真里

株式会社アートプロセス
社会福祉法人愛火の会
社会福祉法人荒尾市社会福祉事業団
一般財団法人杏仁会
社会福祉法人杏風会
株式会社オー・ディー・エー
社会福祉法人恩賜財団済生会熊本福祉センター
社会福祉法人嘉悠会
社会福祉法人環友會
一般社団法人九州福祉会
社会福祉法人きらきら
社会福祉法人熊本菊陽学園
熊本県球磨郡あさぎり町役場
社会福祉法人熊本県コロニー協会
社会福祉法人熊本県手をつなぐ育成会
社会福祉法人熊本厚生会

匿名希望 25 名
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会計報告

2014年度夢の貯金箱活動にかかる収支報告書
自2014年4月1日 至2015年3月31日

I 収入の部

決算額（単位：円） 内訳と備考
一般寄付

寄付金収入

19,445,761 432 件（前年比＋32 件）

香典寄付

2,032,136 3 件（前年比＋2 件）

贖罪寄付

7,748,512 42 件（前年比＋18 件）

自動販売機寄付

142,322,696

前期繰越収支差額

232,477,871

当期収入合計（B）

374,800,567

当期支出合計（C）

13.45%
194,445,761
自販機寄付

120,959,541

…33,500,000
21,363,155 （公財）そらぷちキッズキャ
（特）れんげ国際ボランティ

ア会…1,000,000

次期繰越額（B）-（C）

設立年月日

認定 NPO 法人全国被害者
253,841,026 支援ネットワーク
…5,000,000
震災がつなぐ全国ネットワ
ーク／（一財）ダイシティ研
究所…35,219,361

＊「2 管理費」については、クレジットカード寄付に係る手数料のみ支出し、その他の寄付金は
全額支援プロジェクトに活用した

1962 年（昭和37 年）10 月1日

288 億円

人員構成

役員 10 名 評議員 7 名
アドバイザリー会議委員 5 名
職員 93 名／平均年齢 37.9 歳

役員
役職名

会長
理事長
常務理事
常務理事
常務理事
常務理事
常務理事
監事（常勤）
監事
監事

氏名

笹川陽平
尾形武寿
海野光行
大野修一
佐藤英夫
田南立也
前田 晃
金子 明
大藪卓也
吉田 博

計 10 名（50 音順）

「夢の貯金箱」寄付金額の推移
円
800,000,000

730,212,093

700,000,000
600,000,000
500,000,000
400,000,000
300,000,000
200,000,000

142,322,696

100,000,000
2010 2011 2012 2013 2014 年度
累計

推移 寄付金額

財務状況の分析

2014 年度「夢の貯金箱」の当期の寄付金収入は、142,322,696円（前年比 33,854,446円増）となりました。
1

元・日本財団 理事長
元・日本財団 常務理事
元・日本財団 海洋グループ長
元・日本財団 国際部長
元・日本財団 国際協力グループ長
元・日本財団 国際協力グループ長
元・日本財団 経営企画グループ長
元・日本財団 総務グループ長
公認会計士 税理士
税理士

遺贈寄付

0

日本財団は、ボートレース事業からの拠出金をもとに、
船舶の技術開発や海上の安全確保、福祉や教育の向
上、人道支援や人材育成を通じた国際貢献など、人々
のよりよい暮らしを支える活動を推進しています。
資本財産

贖罪寄付
香典寄付

（特）ユースガーディアン

ンプ…4,207,994

〒107-8404 東京都港区赤坂 1-2-2
総合案内（コールセンター）
Tel 03-6229-5111 Fax 03-6229-5110
公式サイト http://www.nippon‑foundation.or.jp

一般寄付

76.74%
113,096,287

120,917,355 （一社）ラ・バルカグループ
42,186 …41,990,000

当期収支差額（A）-（C）

所在地

0.21%
300,000

決算額（単位：円） 内訳と備考

2 管理費支出

会長 笹川陽平

5.44%
2,032,136

0 0 件（前年比 3 件）

当期収入合計（A）

1 事業費支出

代表者

4.16%
7,748,512

113,096,287 3,173 件（前年比＋1,033 台）

募金寄付

Ⅱ支出の部

寄付金収入の内訳（2014年度）

2

一般寄付：432 件、19,445,761円

クレジットカードによるマンスリー寄付会員様の増加が反映されました。
個人の方からのご寄付はまだ十分な周知ができておらず、より多くの方への呼びかけが必要です。

社会貢献自動販売機：合計 3173 台、
113,096,287円

2014 年度は 1,033 台を新たにご設置いただき、大幅な増加となりました。
会社や団体のスタッフや利用者がみんなで参加できる手軽さと、ゆめちょ総選挙により寄付金の使途決
定に参加できる仕組みの変更がご好評を頂いています。

（前年比 32 件増、4,579,561円）

（前年比 1,033 台増、24,099,493円）
3

遺贈・相続寄付：1 件 300,000円

（前年比 2 件減、331,171円）

非常多く遺贈のご相談をいただきました。
「終活」という言葉が一般化し、遺言書の必要性が広く認識され
てきた結果と判断しています。2014 年度実績は相続財産からのご寄付 1 件でしたが、今後大きく広がる
と考えています。

香典寄付：3 件、2,032,136円

昨年比で増加しましたが、件数は低調なまま推移しています。ご葬儀前後の慌ただしい中で、寄付という
手段を周知することにまだまだ課題が残っています。

贖罪寄付：42 件、7,748,512円

昨年比で大きく増加しました。罪を償う気持ちとして行った寄付が、被害者のために使われるという仕組
みが、徐々に浸透してきていると感じています。

4

（前年比 2 件増、1,982,136円）

5

（前年比 18 件増、3,233,662円）

2015 年 3 月31日現在
夢の貯金箱 Annual Report 2014
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日本財団「夢の貯金箱」相談窓口
〒107-8404 東京都港区赤坂1-2-2
0120-892-139
cc@ps.nippon‑foundation.or.jp
夢の貯金箱
「いいね！」をよろしくお願いします。

日本財団「夢の貯金箱」ホームページ
http://yumecho.com

