
実 績 額 実 績 額

100,000 吉町中央会 15,000 381,500

167,300 15,000 43,500

567,311 15,000 八幡町会 200,000

50,000 5,599 松江中央町会 98,300

94,400 135,000 松江北町会 55,000

50,000 100,000 新栄町町会 200,000

75,000 225,150 長栄町町会 200,000

50,000 80,800 草加ネオポリス自治会 11,600

15,000 5,400 清門町会 200,000

57,000 10,000 新善町町会 267,700

50,000 4,300 稲荷コーポ自治会 20,000

30,000 217,200 金明町町会 300,000

40,500 100,000 旭町町会 408,200

97,900 30,000 メイツ草加自治会 34,000

20,000 93,900 上南自治会 93,100

11,026 130,400 青柳上町会 319,330

317,610 150,000 青柳根郷町会 108,130

208,860 50,000 青柳志茂町会 231,000

100,500 30,000 青柳山谷町会 100,000

164,900 150,000 青柳出戸町会 211,300

30,000 65,500 柿木町会 125,000

402,659 51,600 松原四丁目南町会 18,900

20,000 104,910 花栗町会 420,000

346,400 76,300 草加ハイタウン自治会 10,000

370,700 70,000 苗塚町会 150,000

111,091 90,400 ダイアパレス草加Ⅱ自治会 30,000

30,000 10,000 小山町会 50,000

35,000 39,000 小山台自治会 59,700

40,000 38,600 草加松原ハイツ自治会 45,000

35,400 30,000 北谷町会 66,000

30,000 20,000 北谷二丁目町会 70,000

20,000 134,800 北谷三丁目町会 173,700

20,000 117,992 学園台自治会 30,000

30,000 42,000 原町町会 200,000

40,000 31,600

81,500 83,000

吉町昭和会 32,561 200,000 11,642,029

○大口募金 円 　○学校募金（学校・幼稚園・保育園） ○職域及び個人・団体・イベント（草加市支会扱い）

<民生委員・児童委員扱い>

円 　小学校 　草加保健所・そうか光生園・草加キングスガーデン・

　谷塚地区 232,000 円 　越谷児童相談所草加支所・（特非）松原団地見守り

　瀬崎地区 309,500 円 　ネットワーク・草加市総合政策課・草加市子ども

　谷塚西部地区 310,000 円 　中学校 　未来部・草加市水道総務課・草加市廃棄物資源課・
　草加西部地区 207,000 円 　高　校 　草加警察署・草加市教育委員会・西町小学校・
　草加中央地区 180,500 円 　幼稚園 　㈱武蔵野銀行（松原支店）・㈱武蔵野銀行（草加支
　草加東部地区 20,000 円 　店）・埼玉縣信用金庫（草加支店）・竹内セントラ
　稲荷地区 197,000 円 　ル㈱・㈲泰山木・メディカルトピア草加病院・かば
　川柳地区 127,500 円 　さん薬局・かばさん薬局草加駅前店・カントリーボー
　松原地区 64,000 円 保育園 　イ・清水梨恵子ポルラザ・松原食堂・草加宿場まつり
　新田地区 300,000 円 　・草加ふささら祭り・福祉まつりin草加・街グルin
　新田東部地区 250,000 円   草加・新田地区社会福祉協議会グラウンドゴルフ大会
　安行地区 257,500 円 　ホールインワン募金・第３４回埼玉県空手道剛柔流選
<自販機売上> 66,338 円 　手権大会・草加市民生委員・児童委員協議会・夏
　㈱伊藤園 26,489 円 　○街頭募金（奉仕団体等扱い） 　休み親子のつどい募金箱・石川弘子・匿名１件・
　北関東ペプシコーラ 38,520 円 　草加市商店連合事業協同組合・草加市役所募金箱・

1,329 円 　草加市民生委員・児童委員協議会・ 　草加市文化会館募金箱・草加市社会福祉協議会募金
　町会連合会・連合婦人会・更生保護女性会・ 　箱・草加市役所職員・草加市社会福祉協議会役職員

※民生委員取扱大口募金 　※クオカード　３４３枚　図書カード　１２９枚

聖典㈱・いきいき眼科クリニック 　員・シルバー人材センターまつり実行委員・
＜埼玉りそな銀行ポイントクラブ＞ 　獨協大学白鷺会
　　2件 4,299 円 　

＜ｴﾄﾞﾜｰｽﾞﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ㈱社員寄付＞

　　１件 3,000 円
＜㈱西本商事＞ 10,000 円 　　

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

瀬崎第一町会 弁天町会

谷塚本町町会 谷古宇町会

谷塚南町会 中央東町会

谷塚町北町会 手代町会

瀬崎第二町会 吉町西親和会 宮沼自治会

瀬崎第三町会 吉町平和会

谷塚コリーナ住宅棟自治会 クレール自治会

谷塚かえで町会 レクセル草加第３自治会

谷塚みどり町会 氷川町南町会

谷塚あづま町会 氷川町中央町会

谷塚西口町会 手代町中町自治会

谷塚中央町会 コンフォール草加自治会

谷塚やぎわ町会 レクセルガーデン谷塚自治会

谷塚上町町会 西町立野町会

谷塚仲町町会 西町第一町会

両新田東町町会 西町第二町会

谷塚町兎町会 氷川町西部町会

グリーンアベニュー谷塚団地自治会 氷川草加町会

グリーンアベニュー谷塚団地管理組合 西町東部自治会

ヴィシティ草加自治会 草加市稲荷第一町会

柳島町会 草加市稲荷南町会

遊馬町会 稲荷中央町会

両新田西町町会 草加南町会

草加スカイハイツ町会 草加五丁目町会

新里町会 松江第二町会

四丁目町会 ローズタウン草加自治会

五丁目町会 栄町一丁目町会

六丁目町内会 コスモガーデンズ草加松原自治会

草加市壱丁目町会 草加市稲荷６丁目町会

弐丁目町会 稲荷１丁目町会

三丁目町会 稲荷親和町会

吉町三丁目町会 栄町三丁目自治会

吉町四丁目町会 松原地区社会福祉協議会

中根町会 合        計

吉町一丁目町会 栄町二丁目町会

吉町新和会 栄町中央町会

吉町二丁目町会 栄町三丁目町会

氷川・八幡北・松原・両新田

栄・花栗
草加南・草加東
谷塚・ルミ・あずま・いなり・かおり・

青徳・草加みどり・草加ひまわり・
ひかり・草加藤・新田・谷塚おざわ・

2,538,637

582,910円 489,257円

2,455,000 草加・高砂・新田・川柳・谷塚・

新里・西町・八幡・新栄・稲荷・

　　　　　　　　　 349,265円
コカコーライーストジャパン㈱

　ボランティア草加連絡協議会・草加南高等学
（30,000円以上） 　校・市役所職員・草加市社会福祉協議会役職

合計 15,602,098　円

草加氷川・みのべ・草加ひので・清門
たかさご・さかえ・きたや・しのは・
あさひ・にしまち・せざき・しんぜん・

しんえい・やはた・こやま・ひかわ・
あおやぎ・かおりPutra・にっさとの森


