
実 績 額 実 績 額

30,000 15,000 宮沼自治会 24,300

30,000 15,000 八幡町会 448,140

30,000 15,000 松江中央町会 27,000

30,000 クレール自治会 5,000 松江北町会 62,500

50,000 谷古宇町会 25,000 新栄町町会 150,000

50,000 中央東町会 80,000 新栄町団地自治会 173,700

20,000 手代町会 100,000 長栄町町会 100,000

50,000 手代町中町自治会 40,000 草加ネオポリス町会 11,600

15,000 コンフォール草加自治会 5,400 清門町会 150,000

20,000 レクセル草加第３自治会 10,000 新善町町会 261,070

40,000 氷川町南町会 213,100 稲荷コーポ自治会 20,000

25,000 氷川町中央町会 150,100 金明町町会 100,000

20,000 氷川町西部町会 30,000 旭町町会 100,000

84,800 氷川草加町会 92,900 メイツ草加自治会 10,000

20,000 西町東部自治会 97,800 上南自治会 69,550

15,451 西町立野町会 30,000 青柳上町会 100,000

70,000 西町第一町会 30,000 青柳根郷町会 30,000

30,000 西町第二町会 30,000 青柳志茂町会 60,000

33,500 草加南町会 30,000 青柳山谷町会 50,000

40,000 草加五丁目町会 65,000 青柳出戸町会 50,000

10,000 松江第二町会 20,000 柿木町会 50,000

368,700 草加市稲荷第一町会 35,000 松原四丁目南町会 10,000

20,000 草加市稲荷南町会 77,550 花栗町会 420,000

50,000 稲荷中央町会 30,000 草加ハイタウン自治会 10,000

50,000 草加市稲荷６丁目町会 35,000 苗塚町会 50,000

30,000 稲荷１丁目町会 10,000 ダイアパレス草加Ⅱ自治会 24,000

30,000 稲荷親和町会 49,000 小山町会 50,000

20,000 ローズタウン草加自治会 19,300 小山台自治会 60,200

30,000 栄町一丁目町会 24,000 草加松原ハイツ自治会 10,000

34,100 20,000 北谷町会 67,000

117,000 栄町二丁目町会 75,000 北谷二丁目町会 44,400

20,000 栄町中央町会 127,546 北谷三丁目町会 177,500

15,000 栄町三丁目町会 21,200 学園台自治会 15,000

20,000 栄町三丁目自治会 31,600 原町町会 150,000

20,000 松原地区社会福祉協議会 35,420

20,000 中根町会 271,550

32,361 150,000 6,838,338

○大口募金 2,638,000 円 　○街頭募金（奉仕団体等扱い） 　○職域及び個人・団体（草加市支会扱い）　　　　　　　　　　　　

<民生委員・児童委員扱い>

　谷塚地区 236,000 円 　草加市民生委員・児童委員協議会・ 　谷塚地区社会福祉協議会三世代交流もちつき大会・

　瀬崎地区 375,000 円 　町会連合会・連合婦人会・更生保護女 　谷塚西部地区社会福祉協議会平成27年度グラウンドゴ

　谷塚西部地区 322,000 円 　性会・ボランティア草加連絡協議会・ 　ルフ大会・谷塚中部婦人会・東部婦人会・草加市明る

　草加西部地区 258,000 円 　ガールスカウト連絡協議会埼玉第17団 　い社会づくり運動協議会・草加市腎臓病患者友の会・

　草加中央地区 193,000 円 　・第51団・ボーイスカウト連絡協議会 　㈲吉田・宇田川一郎・匿名2件・草加市役所募金箱・

　草加東部地区 35,000 円 　草加第1団・草加第3団・草加第4団・ 　草加市役所職員・草加市社会福祉協議会役職員

　稲荷地区 179,000 円 　草加第6団・草加第7団・草加第8団・

　川柳地区 122,000 円 　草加市スポーツ少年団・草加市役所

　松原地区 76,500 円 　職員・草加市社会福祉協議会役職員

　新田地区 307,000 円

　新田東部地区 253,000 円

　安行地区 281,500 円

※民生委員取扱大口募金
（30,000円以上）

　聖典㈱・いきいき眼科クリニック
　

788,874円

合計10,569,520 円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　304,308円

合 計

吉町四丁目町会

両新田西町町会

草加スカイハイツ町会

新里町会

ヴィシティ草加自治会

柳島町会

吉町新和会

吉町二丁目町会

吉町三丁目町会

吉町昭和会

六丁目町内会

吉町一丁目町会

弐丁目町会

瀬崎第一町会

瀬崎第二町会

平成２８年３月３１日現在　（単位：円）

町 会 ・ 自 治 会 名 実 績 額 町 会 ・ 自 治 会 名 町 会 ・ 自 治 会 名

弁天町会

吉町中央会

吉町西親和会

コスモガーデンズ草加松原自治会

吉町平和会

三丁目町会

四丁目町会

五丁目町会

瀬崎第三町会

谷塚コリーナ住宅棟自治会

谷塚みどり町会

両新田東町町会

谷塚町兎町会

遊馬町会

草加市壱丁目町会

谷塚本町町会

谷塚西口町会

谷塚南町会

谷塚町北町会

谷塚中央町会

谷塚かえで町会

谷塚やぎわ町会

谷塚あづま町会

グリーンアベニュー谷塚団地管理組合

谷塚仲町町会

グリーンアベニュ―谷塚団地自治会

谷塚上町町会


