
平成２２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

瀬崎第一町会 100,000 吉町昭和会 15,000 八幡町会 400,000

瀬崎第二町会 191,400 吉町中央会 15,000 松江中央町会 96,600

瀬崎第三町会 569,970 吉町西親和会 15,000 松江北町会 66,100

谷塚コリｰナ住宅棟自治会 80,000 吉町平和会 15,000 松江自治会 34,000

谷塚本町町会 109,922 クレール自治会 5,000 新栄町町会 200,000

谷塚南町会 50,000 谷古宇町会 108,000 長栄町町会 200,000

谷塚町北町会 82,000 中央東町会 100,000 草加ネオポリス自治会 47,600

谷塚西口町会 30,000 手代町会 217,049 清門町会 200,000

谷塚中央町会 45,000 手代町中町自治会 79,900 新善町町会 278,900

谷塚やぎわ町会　 55,500 コンフォール草加自治会 37,950 稲荷コーポ自治会 20,000

谷塚かえで町会 50,000 氷川町南町会 214,400 金明町町会 300,000

谷塚みどり町会 35,000 氷川町中央町会 100,000 旭町町会 423,160

谷塚あづま町会 25,950 氷川町西部町会 72,200 メイツ草加自治会 34,000

谷塚町兎町会 61,900 氷川草加町会 97,300 新栄町団地自治会 333,000

グリーンアベニュー谷塚団地自治会 20,000 西町東部自治会 140,400 上南自治会 90,500

グリーンアベニュー谷塚団地管理組合 17,711 西町立野町会 244,400 青柳上町会 315,850

谷塚すみれ町会 15,000 西町第一町会 180,515 青柳根郷町会 110,250

谷塚上町町会 308,850 西町第二町会 66,200 青柳志茂町会 251,610

谷塚仲町町会 167,600 草加南町会 150,000 青柳山谷町会 100,000

両新田東町町会 111,600 草加五丁目町会 69,500 青柳出戸町会 202,550

両新田西町町会 167,900 松江第二町会 51,200 柿木町会 125,000

草加スカイハイツ町会 30,000 稲荷第一町会 130,450 松原四丁目南町会 28,000

新里町町会 412,417 稲荷南町会 88,700 花栗町会 420,000

ヴィシティ草加自治会 20,000 稲荷中央町会 70,000 ダイアパレス草加Ⅱ自治会 23,400

柳島町会 336,300 稲荷６丁目町会 98,150 苗塚町会 150,000

遊馬町会 327,800 稲荷町綾瀬川自治会 10,000 草加ハイタウン自治会 10,000

草加市壱丁目町会 149,600 稲荷親和町会 47,600 小山町会 50,000

弐丁目町会 30,000 ローズタウン草加自治会 38,600 小山台自治会 67,600

三丁目町会 39,500 栄町一丁目町会 30,000 草加松原ハイツ自治会※ 45,000

四丁目町会 40,000 栄町二丁目町会 101,400 北谷町会 90,000

五丁目町会 31,400 栄町中央町会 128,021 北谷二丁目町会 100,000

六丁目町内会 98,600 栄町三丁目町会 46,100 北谷三丁目町会 169,800

吉町一丁目町会 20,000 栄町三丁目自治会 34,800 学園台自治会 57,300

吉町新和会 20,000 コスモガーデンズ草加松原自治会 21,537 原町町会 200,000

吉町二丁目町会 60,000 中根町会 200,000 松原地区社会福祉協議会 86,700

吉町三丁目町会 60,000 弁天町会 414,510

吉町四丁目町会 20,000 宮沼自治会 46,200 合 計 12,817,922

合計合計合計合計　　　　１７１７１７１７，，，，２６３２６３２６３２６３，，，，５０５５０５５０５５０５円円円円

報告事項（１）

平成２３年２月１日現在　（単位：円）

○○○○戸別募金戸別募金戸別募金戸別募金（町会・自治会扱い）

　　　　　　  　　　　　　　  　　　　　　　  　　　　　　　  　12,817,92212,817,92212,817,92212,817,922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）

　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　2,987,8172,987,8172,987,8172,987,817円円円円
　　　　谷塚地区　　　　　　 232,000円
　瀬崎地区　　　　　　 341,000円
　谷塚西部地区　　　　 407,000円
　草加西部地区　　　　 268,000円
　草加中央地区　　　　 276,000円
　草加東部地区　　　　　58,685円
　稲荷地区　　　　　　 231,000円
　川柳地区　　　　　　 164,099円
　松原地区　　　　　　  68,000円
　新田地区　　　　　　 377,500円
　新田東部地区　　　　 270,000円
　安行地区　　　　　　 292,000円
　㈱伊藤園自販機売上　　 2,533円
  ※民生委員取扱い大口募金
　　（30,000円以上）
　　聖典㈱・生生眼科クリニック・
　　㈱流通サービス

○○○○学校募金学校募金学校募金学校募金（学校・幼稚園・保育園）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　584,632584,632584,632584,632円円円円
　小学校　草加・新田・川柳・新里・
花
　　　　　栗南・八幡・清門・稲荷・
八
　　　　　幡北・青柳・両新田
　中学校　栄・谷塚・新栄・瀬崎・花
栗
　　　　　・新田・青柳
　高　校　草加定時制・草加・草加
南・
　　　　　草加東
　幼稚園　青徳・ひかり・草加ひまわ
り
　　　　　・ルミ・谷塚おざわ・草加
ひ
　　　　　ので・かおり・草加藤・清
門
　　　　　・いなり・あずま・草加み
ど
　　　　　り・新田・みのべ・草加氷
川
　　　　　・谷塚
　保育園　たかさご・きたうら・あず
ま

○○○○街頭募金街頭募金街頭募金街頭募金（奉仕団体等扱い）

　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 439,775439,775439,775439,775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・草加南高等学校・市役所
　職員・社会福祉協議会役職員
○○○○職域及職域及職域及職域及びびびび個人個人個人個人・・・・団体団体団体団体（支会扱い）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　433,359433,359433,359433,359円円円円
　蒲公英の丘・草加保健所・榮光の家・そうか光生
　園・㈱武蔵野銀行松原支店・草加支店・谷塚おざ
　わ幼稚園・草加キングスガーデン・しんぜん保育
　園・全日本空手道剛柔流会・夏休み親子のつどい
　募金箱・シルバー人材センターまつり募金箱・吉
　町婦人会・すこやかクラブ連合会募金箱・ふささ
　らマラソン募金箱・すこやかクラブ連合会素人演
　芸大会募金箱・立正佼成会三郷教会・ハマノ薬局
　募金箱・福祉まつりin草加募金箱・郡司　圭介・
　草加理容師会・野ばら会募金箱・タマホーム㈱募
　金箱・草加市商店連合事業協同組合・市役所ロビ
　ー募金箱・草加警察署募金箱・市役所職員・社会
　福祉協議会役職員


