
平成２９年度　赤い羽根共同募金実績報告

実 績 額 実 績 額

100,000 吉町西親和会 15,000 松江中央町会 80,000

174,500 吉町平和会 15,000 松江北町会 42,000

550,690 クレール自治会 10,771 新栄町町会 200,000

45,000 谷古宇町会 27,100 長栄町町会 200,000

92,000 中央東町会 100,000 草加ネオポリス自治会 22,000

50,000 手代町会 225,100 草加市清門町町会 200,000

68,400 手代町中町自治会 81,800 新善町町会 255,430

50,000 コンフォール草加自治会 8,000 稲荷コーポ自治会 20,000

15,000 レクセルガーデン谷塚自治会 10,000 金明町町会 300,000

54,000 氷川町南町会 218,700 旭町町会 362,500

50,000 氷川町中央町会 100,000 メイツ草加自治会 34,000

30,000 氷川町西部町会 30,000 新栄町団地自治会 99,702

40,800 氷川草加町会 92,500 上南自治会 68,100

50,000 西町東部自治会 64,400 青柳上町会 295,050

20,000 西町立野町会 150,000 青柳根郷町会 92,100

10,336 西町第一町会 100,000 青柳志茂町会 207,530

311,510 西町第二町会 30,000 青柳山谷町会 100,000

213,000 草加南町会 150,000 青柳出戸町会 216,700

132,400 草加五丁目町会 65,500 柿木町会 125,000

156,300 松江第二町会 30,000 松原四丁目南町会 18,000

草加市新里町会 304,000 草加市稲荷第一町会 128,250 花栗町会 400,000

ヴィシティ草加自治会 20,000 草加市稲荷南町会 78,180 草加ハイタウン自治会 20,000

柳島町会 318,000 稲荷中央町会 70,000 苗塚町会 180,000

遊馬町会 368,500 草加市稲荷６丁目町会 82,248 ダイアパレス草加Ⅱ自治会 30,000

草加市壱丁目町会 95,670 稲荷１丁目町会 10,000 小山町会 50,000

弐丁目町会 30,000 草加市稲荷親和町会 38,300 小山台自治会 51,400

三丁目町会 33,000 ローズタウン草加自治会 38,600 草加松原ハイツ自治会 45,000

四丁目町会 40,000 コスモガーデンズ草加松原自治会 20,000 北谷町会 80,000

五丁目町内会 34,400 栄町一丁目町会 30,000 北谷二丁目町会 70,000

六丁目町内会 20,000 栄町二丁目町会 110,600 北谷三丁目町会 171,000

吉町一丁目町会 40,000 栄町中央町会 115,640 学園台自治会 30,000

吉町新和会 20,000 栄町三丁目町会 42,000 原町町会 200,000

吉町二丁目町会 20,000 栄町三丁目自治会 31,200 草加氷川ハイツ自治会 10,000

吉町三丁目町会 40,000 中根町会 200,000 155,952

吉町四丁目町会 86,400 弁天町会 329,345

28,807 51,200

吉町中央会 15,000 200,000 11,258,611

○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  そうか光生園・草加キングスガーデン・㈲大内記章工産・

　谷塚地区 211,000 円  ㈲泰山木・神谷医院・ヘルパーステーションバナナ・

　瀬崎地区 294,000 円

　谷塚西部地区 283,000 円 　中学校 栄
　草加西部地区 200,000 円 　高　校
　草加中央地区 150,000 円 特別支援学校  草加プレミアオフィス)・㈱武蔵野銀行（草加支店・
　草加東部地区 22,000 円 　幼稚園  松原支店）・埼玉縣信用金庫草加支店・草加なかよし
　稲荷地区 188,000 円  保育園・草加かがやき特別支援学校草加分校・草加東
　川柳地区 132,500 円  高等学校・新田地区社会福祉協議会・新栄町団地祭り
　松原地区 40,000 円  実行委員会・ 中村俊雄・石田幸司・塚田裕見子・
　新田地区 305,500 円 保育園  草加ふささら祭り・草加宿場まつり・福祉まつりin草加
　新田東部地区 233,000 円  並木福男・並木君子・匿名１件・苗塚町会さんま祭り・
　安行地区 243,000 円  夏休み親子のつどい募金箱・草加市民生委員・児童委員
<自販機売上> 41,616 円  協議会・草加保健所・越谷児童相談所草加支所・草加市
　㈱伊藤園 34,634 円  （秘書課・子ども未来部・子育て支援課・健康福祉部・
　北関東ペプシコーラ 6,982 円  福祉政策課）・草加市役所職員・草加市役所募金箱・

 草加市社会福祉協議会募金箱・草加市社会福祉協議会
こども園  役職員

※民生委員取扱大口募金  ※クオカード　４７０枚　図書カード　２０３枚
　○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

＜埼玉りそな銀行ポイントクラブ＞ 　会・更生保護女性会・ボランティア草加連絡
　　5件 8,177 円 　協議会・草加南高等学校・草加市役所職員・ 　

＜クレジットカード寄附＞ 　草加市社会福祉協議会役職員
　　1件 3,000 円

合計 15,037,672　円

（30,000円以上）

　草加市民生委員・児童委員協議会・町会連合
263,209

かおりKaruna

ルミ・いなり・草加みどり・谷塚
・ひかり・草加ひまわり・草加藤
・新田・谷塚おざわ・草加氷川・
みのべ・草加ひので・清門・草加
たかさご・きたうら・あずま・さかえ
・きたや・しのは・あさひ・にしまち

・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・かおりPutra・そうか草花
・にっさとの森・けやきの森(西町）
・ひかり幼稚舎

草加かがやき（草加分校）
 (草加支店・松原支店・松原住宅ローンご相談プラザ・

八幡町会 合        計

2,354,793

497,266 663,793円

2,302,000 高砂・新田・瀬崎・花栗南・

清門・氷川・八幡北・青柳・松原

・小山・草加・稲荷・川柳・新里  東宝ダイス製作所・ツルハドラッグ草加５丁目店・

草加南・草加東・草加西
 草加市商店連合事業協同組合・埼玉りそな銀行

両新田西町町会

松原地区社会福祉協議会

吉町昭和会 宮沼自治会

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３０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


