
参考資料５

実 績 額 実 績 額

100,000 吉町西親和会 15,000 松江中央町会 80,000

153,200 吉町平和会 15,000 松江北町会 80,800

547,886 クレール自治会 11,177 新栄町町会 200,000

45,000 谷古宇町会 26,000 長栄町町会 200,000

97,400 中央東町会 100,000 草加ネオポリス自治会 21,600

50,000 手代町会 220,200 草加市清門町町会 200,000

66,000 手代町中町自治会 80,600 新善町町会 243,680

40,000 コンフォール草加自治会 10,000 稲荷コーポ自治会 20,000

15,000 氷川町南町会 213,360 金明町町会 300,000

53,000 氷川町中央町会 100,000 旭町町会 384,860

50,000 氷川町西部町会 30,000 メイツ草加自治会 34,000

29,200 氷川草加町会 91,700 新栄町団地自治会 110,635

44,100 西町東部自治会 62,400 上南自治会 70,400

50,000 西町立野町会 150,000 青柳上町会 306,660

20,000 西町第一町会 100,000 青柳根郷町会 90,650

18,747 西町第二町会 30,000 青柳志茂町会 206,352

297,300 草加南町会 150,000 青柳山谷町会 100,000

207,000 草加五丁目町会 64,500 青柳出戸町会 207,950

96,600 松江第二町会 30,000 柿木町会 125,000

145,850 草加市稲荷第一町会 125,450 松原四丁目南町会 18,300

30,000 草加市稲荷南町会 72,250 花栗町会 300,000

草加市新里町会 300,000 稲荷中央町会 70,000 草加ハイタウン自治会 20,000

ヴィシティ草加自治会 20,000 草加市稲荷６丁目町会 78,138 苗塚町会 180,000

柳島町会 100,000 稲荷１丁目町会 10,000 ダイアパレス草加Ⅱ自治会 30,000

遊馬町会 351,600 草加市稲荷親和町会 38,400 小山町会 50,000

草加市壱丁目町会 112,889 ローズタウン草加自治会 38,600 小山台自治会 31,600

弐丁目町会 30,000 コスモガーデンズ草加松原自治会 20,000 草加松原ハイツ自治会 45,000

三丁目町会 34,000 栄町一丁目町会 25,000 北谷町会 50,000

四丁目町会 40,000 栄町二丁目町会 75,000 北谷二丁目町会 70,000

五丁目町内会 35,900 栄町中央町会 114,392 北谷三丁目町会 168,600

六丁目町内会 30,000 栄町三丁目町会 42,400 学園台自治会 30,000

吉町一丁目町会 20,000 栄町三丁目自治会 31,200 原町町会 200,000

吉町新和会 20,000 中根町会 200,000 草加氷川ハイツ自治会 10,000

吉町二丁目町会 20,000 弁天町会 322,060 161,840

吉町三丁目町会 40,000 50,500

吉町四丁目町会 91,100 200,000

30,052 10,808,078

吉町中央会 15,000

○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（草加市支会扱い）

<民生委員・児童委員扱い> 円 426,490円

円 　小学校  越谷児童相談所草加支所・草加キングスガーデン・

　谷塚地区 213,000 円 あさひなのはな保育室・草加保健所・株式会社みのり・

　瀬崎地区 288,000 円  武蔵野銀行松原支店・ツルハドラッグ草加５丁目店・
　谷塚西部地区 280,000 円 　中学校 草加・栄・谷塚  草加市商店連合事業協同組合・埼玉りそな銀行
　草加西部地区 186,000 円 　高　校  (草加支店・松原支店・松原住宅ローンご相談プラザ・
　草加中央地区 151,000 円  草加プレミアオフィス)・草加東高校・そうか光生園・
　草加東部地区 8,000 円 　幼稚園  高山整形外科・草加市役所職員・草加市役所募金箱・
　稲荷地区 193,000 円  夏休み親子のつどい募金箱・草加市民生委員・児童委員
　川柳地区 130,500 円  協議会・草加市社会福祉協議会募金箱・個人１１件
　松原地区 51,000 円

　新田地区 276,500 円 保育園
　新田東部地区 235,000 円

　安行地区 239,500 円

<自販機売上等> 42,417 円

　㈱伊藤園 　
　北関東ペプシコーラ

・ひかり幼稚舎・草加なかよし・やはた分園

こども園
※民生委員取扱大口募金

　○街頭募金（奉仕団体等扱い）
聖典㈱・いきいき眼科クリニック 円

　草加市民生委員・児童委員協議会・町会連合
　会・更生保護女性会・ボランティア草加連絡
　協議会・草加南高等学校・草加市役所職員・
　草加市社会福祉協議会役職員

・さかえ・しのは・あさひ・にしまち

新田・瀬崎・花栗南・

603,685

草加スカイハイツ町会

156,622

かおりKaruna

（30,000円以上）

合計 14,288,792　円

・やつかかみ・せざき・しんぜん・
しんえい・やはた・こやま・ひかわ
・あおやぎ・やなぎしま・かおりPutra・

・にっさとの森・けやきの森(西町）

みのべ・草加ひので・清門・青德
やつか・たかさご・きたうら・あずま

清門・氷川・八幡北・新栄・松原

・小山・草加・稲荷・川柳・新里

草加南・草加西

2,293,917

2,251,500

・新田・谷塚おざわ・草加氷川・

両新田西町町会

ルミ・いなり・草加みどり・谷塚
・ひかり・草加ひまわり・草加藤

松原地区社会福祉協議会

吉町昭和会

宮沼自治会

八幡町会

合        計

両新田東町町会

谷塚西口町会

谷塚中央町会

谷塚やぎわ町会

谷塚かえで町会

谷塚みどり町会

谷塚あづま町会

谷塚兎町会

グリーンアベニュー谷塚団地自治会

グリーンアベニュー谷塚団地管理組合

谷塚上町町会

谷塚仲町町会

谷塚町北町会

平成３１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

瀬崎第二町会

瀬崎第三町会

谷塚コリーナ住宅棟自治会

谷塚本町町会

谷塚南町会


