
実 績 額 実 績 額

100,000 31,179 46,500

166,750 吉町中央会 15,000 八幡町会 200,000

580,795 吉町西親和会 15,000 松江中央町会 99,100

45,000 吉町平和会 15,000 松江北町会 65,200

91,900 クレール自治会 6,533 新栄町町会 200,000

50,000 谷古宇町会 131,000 長栄町町会 200,000

73,300 中央東町会 100,000 草加ネオポリス自治会 22,800

50,000 手代町会 240,010 草加市清門町町会 200,000

15,000 手代町中町自治会 80,400 新善町町会 255,780

55,000 コンフォール草加自治会 5,000 稲荷コーポ自治会 20,000

50,000 4,300 金明町町会 300,000

30,000 234,400 旭町町会 395,800

46,200 100,000 メイツ草加自治会 34,000

95,800 30,000 上南自治会 69,900

20,000 91,100 青柳上町会 306,770

14,303 128,400 青柳根郷町会 98,350

319,310 150,000 青柳志茂町会 205,100

211,500 50,000 青柳山谷町会 100,000

100,800 30,000 青柳出戸町会 212,150

151,600 150,000 柿木町会 125,000

30,000 65,500 松原四丁目南町会 18,300

306,432 30,000 花栗町会 300,000

20,000 132,700 草加ハイタウン自治会 10,000

317,600 74,100 苗塚町会 180,000

369,200 70,000 ダイアパレス草加Ⅱ自治会 30,000

132,462 87,751 小山町会 50,000

30,000 10,000 小山台自治会 54,700

33,000 39,100 草加松原ハイツ自治会 45,000

40,000 38,600 北谷町会 80,000

34,300 コスモガーデンズ草加松原自治会 20,000 北谷二丁目町会 70,000

20,000 栄町二丁目町会 109,000 北谷三丁目町会 173,100

20,000 栄町中央町会 124,178 学園台自治会 30,000

20,000 栄町三丁目町会 41,200 原町町会 200,000

20,000 31,200 草加氷川ハイツ自治会 10,500

40,000 200,000 新栄町団地自治会 88,354

92,710 389,146 11,359,163

○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

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 233,000 円  越谷児童相談所草加支所・草加市上下水道部水道総務課

　瀬崎地区 294,200 円  ・草加市総合政策課・草加警察署・㈲泰山木・㈱みのり・

　谷塚西部地区 304,500 円 ・松原  竹内セントラル㈱・埼玉りそな銀行(草加支店・松原支店
　草加西部地区 210,000 円 　中学校  ・松原住宅ローンご相談プラザ・草加プレミアオフィス)
　草加中央地区 167,000 円 　高　校  ・㈱武蔵野銀行（草加支店・松原支店）・草加なかよし
　草加東部地区 22,000 円 　幼稚園  保育園・メディカルトピア草加病院・カントリーボーイ・
　稲荷地区 193,000 円  草加かがやき特別支援学校草加分校・チーム草加・谷塚
　川柳地区 123,500 円  小学校フェスティバル実行委員会・ツルハドラッグ五丁
　松原地区 135,500 円  目店・松原食堂・小野昌康・石田幸司・宇田川一郎・吉
　新田地区 315,500 円 保育園  田貞彦・匿名２件・苗塚町会さんま祭り・草加ふささら
　新田東部地区 237,000 円  祭り・草加宿場まつり・福祉まつりin草加・夏休み親子
　安行地区 262,000 円  のつどい募金箱・草加市民生委員・児童委員協議会・草加
<自販機売上> 66,968 円  市商店連合事業協同組合・草加市役所募金箱・草加市役
　㈱伊藤園 41,181 円  所職員・草加市社会福祉協議会募金箱・草加市社会福祉
　北関東ペプシコーラ 22,280 円  協議会役職員

3,507 円  ※クオカード　４０３枚　図書カード　２３０枚
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
　

＜埼玉りそな銀行ポイントクラブ＞

　　2件 1,000 円
　獨協大学白鷺会・草加ふささら祭り・草加市
　役所職員・草加市社会福祉協議会役職員

（30,000円以上）
　　　　　　　　　288,082円

　草加市民生委員・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・草加南高等学校・ 合計 15,668,395　円

・かおりPutra・にっさとの森

・けやきの森(西町・清門町)・なかよし

かおりKaruna

コカコーライーストジャパン㈱

みのべ・草加ひので・清門・フラワー
たかさご・きたうら・あずま・やつか

草加南・草加東・草加西
ルミ・あずま・いなり・草加みどり
・青徳・ひかり・草加ひまわり・

・きたや・しのは・あさひ・やなぎしま

・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

吉町三丁目町会 中根町会

吉町四丁目町会 弁天町会

草加藤・新田・谷塚おざわ・草加氷川

瀬崎・西町・新里・花栗南・新栄・

清門・氷川・八幡北・青柳・両新田

草加・栄・川柳・花栗

合        計

2,565,168

637,430
2,497,200 草加・高砂・新田・谷塚・川柳・

吉町一丁目町会

吉町親和会

吉町二丁目町会 栄町三丁目自治会

四丁目町会 ローズタウン草加自治会

五丁目町内会

六丁目町内会

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

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 草加市稲荷親和町会

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

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

草加市新里町会 松江第二町会

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

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

平成２９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

谷塚本町町会

吉町昭和会 宮沼自治会

818,552円

・ひかり幼稚舎・ほっぺるランド

瀬崎第二町会

瀬崎第三町会

谷塚コリーナ住宅棟自治会

瀬崎第一町会

谷塚西口町会

谷塚中央町会

谷塚やぎわ町会

谷塚南町会

谷塚町北町会

谷塚兎町会 氷川町西部町会


