
平成２1年度　赤い羽根共同募金実績報告

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

草加市壱丁目町会 155,670 栄町三丁目町会 44,400 松江北町会 69,400

弐丁目町会 47,300 栄町三丁目自治会 35,200 松江自治会 35,000

三丁目町会 37,000 松原地区社会福祉協議会 170,000 松江中央町会 98,200

四丁目町会 40,000 松原四丁目南町会 28,000 松江第二町会 62,250

五丁目町会 32,700 花栗町会 420,000 草加市稲荷第一町会 130,890

六丁目町内会 96,100 ダイアパレス草加Ⅱ自治会 40,000 稲荷中央町会 70,000

谷古宇町会 106,000 苗塚町会 150,000 稲荷南町会 86,485

コンフォール草加自治会 32,900 草加ハイタウン自治会 10,000 稲荷６丁目町会 91,489

中央東町会 100,000 小山町会 50,000 稲荷親和町会 45,400

手代町会 239,210 小山台自治会 94,200 稲荷町綾瀬川自治会 10,000

手代町中町自治会 80,300 草加松原ハイツ自治会※ 45,000 谷塚中央町会 45,000

吉町一丁目町会 20,000 北谷町会 90,000 谷塚みどり町会 35,000

吉町新和会 20,000 北谷二丁目町会 100,000 谷塚あづま町会 25,800

吉町二丁目町会 60,000 北谷三丁目町会 176,700 谷塚町兎町会 68,300

吉町三丁目町会 60,000 学園台自治会 68,700 谷塚すみれ町会 15,000

クレール自治会 5,000 原町町会 170,000 谷塚町北町会 82,200

吉町四丁目町会 20,000 新栄町町会 200,000 谷塚やぎわ町会　 52,500

吉町昭和会 15,000 新栄町団地自治会 283,275 谷塚西口町会 30,000

吉町中央会 13,000 長栄町町会 200,000 谷塚南町会 50,000

吉町西親和会 15,000 草加ネオポリス自治会 47,600 谷塚本町町会 111,900

吉町平和会 15,000 清門町会 200,000 谷塚かえで町会 50,000

氷川町南町会 230,800 新善町町会 282,100 グリーンアベニュー谷塚団地管理組合 18,412

氷川町中央町会 100,000 稲荷コーポ自治会 20,000 瀬崎第一町会 100,000

氷川町西部町会 72,580 金明町町会 300,000 瀬崎第二町会 198,900

氷川草加町会 100,300 旭町町会 420,650 瀬崎第三町会 578,210

草加氷川ハイツ自治会 10,000 メイツ草加自治会 34,000 谷塚コリｰナ住宅棟自治会 80,000

西町東部自治会 138,800 中根町会 200,000 谷塚仲町町会 167,600

西町立野町会 252,900 弁天町会 432,060 谷塚上町町会 291,500

西町第一町会 178,000 宮沼自治会 48,800 両新田東町町会 113,700

西町第二町会 66,300 八幡町会 400,000 両新田西町町会 178,900

草加南町会 150,000 上南自治会 92,800 新里町町会 393,736

草加五丁目町会 61,300 青柳志茂町会 262,062 ヴィシティ草加自治会 20,000

栄町一丁目町会 30,000 青柳根郷町会 109,931 柳島町会 339,200

ローズタウン草加自治会 38,600 青柳上町会 318,720 草加スカイハイツ町会 30,000

コスモガーデンズ草加松原自治会 21,000 青柳山谷町会 267,349 遊馬町会 323,600

栄町二丁目町会 109,400 青柳出戸町会 207,300

栄町中央町会 129,631 柿木町会 125,000 合 計 13,142,210

平成２２年３月３１日現在　（単位：円）

合計合計合計合計　　　　１７１７１７１７,,,,４１３４１３４１３４１３，，，，１８４１８４１８４１８４円円円円

○○○○戸別募金戸別募金戸別募金戸別募金（町会・自治会扱い）

　　　　　　  　　　　　　　  　　　　　　　  　　　　　　　  　13,142,21013,142,21013,142,21013,142,210円円円円

○○○○大口募金大口募金大口募金大口募金（民生委員・児童委員扱い）

　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　3,032,6033,032,6033,032,6033,032,603円円円円
　　　　谷塚地区　　　　　　　 252,603円
　瀬崎地区　　　　　　　 347,000円
　谷塚西部地区　　　　　 435,000円
　草加西部地区　　　　　 254,000円
　草加中央地区　　　　　 325,500円
　草加東部地区　　　　　  62,500円
　稲荷地区　　　　　　　 227,000円
　川柳地区　　　　　　　 167,000円
　松原地区　　　　　　　  80,500円
　新田地区　　　　　　　 325,000円
　新田東部地区　　　　　 264,000円
　安行地区　　　　　　　 292,500円

○○○○学校募金学校募金学校募金学校募金（学校・幼稚園・保育園）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　552,421552,421552,421552,421円円円円
　小学校　氷川・新田・花栗南・草加・
　　　　　八幡北・稲荷・両新田・清門
　　　　　青柳・川柳
　中学校　花栗・青柳・新栄・草加・栄
　高　校　草加（定時制）
　幼稚園　青徳・ルミ・あずま・おざわ
　　　　　草加ひまわり・草加ひので・
　　　　　かおり・草加藤・清門・谷塚
　　　　　ひかり・草加氷川・いなり・
　　　　　新田・草加みどり・みのべ・
　　　　　フラワー
　保育園　にしまち・しんえい・しのは
　　　　　やなぎしま・第２きたうら・
　　　　　やはた・せざき・きたうら・
　　　　　きたや・かおりＰｕｔｒａ・
　　　　　さかえ・たかさご・こやま・
　　　　　あずま・あおやぎ・ひかわ・
　　　　　あさひ・しんぜん

○○○○街頭募金街頭募金街頭募金街頭募金（奉仕団体等扱い）

　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 440,604440,604440,604440,604円円円円
　民生委員・児童委員協議会・町会連合
　会・連合婦人会・更生保護女性会・ボ
　ランティア草加連絡協議会・天理教草
　越支部・埼玉県立草加高等学校生徒会
　埼玉県立草加南高等学校生徒会・草加
　ふささらまつり募金箱・草加市役所職
　員・社会福祉協議会役職員

○○○○個人個人個人個人・・・・団体団体団体団体（支会扱い）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　245,346245,346245,346245,346円円円円
　吉町婦人会・シルバー人材センターシ
　ルバーまつり・すこやかクラブ連合会
  健康づくり講座募金箱・素人演芸大会
　募金箱・立正佼成会三郷教会・ハマノ
　薬局・宮田　芳子・タマホーム(株)募
　金箱・草加市役所募金箱・草加警察署
　募金箱・草加市役所職員・社会福祉協
　議会役職員


