
参考資料５

実 績 額 実 績 額

100,000 吉町平和会 15,000 松江中央町会 50,000

161,300 クレール自治会 12,560 松江北町会 80,000

180,000 谷古宇町会 24,400 新栄町町会 200,000

45,000 中央東町会 50,000 長栄町町会 180,000

92,500 手代町会 100,000 草加ネオポリス自治会 20,600

50,000 手代町中町自治会 82,000 草加市清門町町会 200,000

66,400 コンフォール草加自治会 10,000 新善町町会 233,950

40,000 氷川町南町会 221,450 稲荷コーポ自治会 20,000

15,000 氷川町中央町会 100,000 金明町町会 300,000

52,500 氷川町西部町会 30,000 旭町町会 366,700

38,200 氷川草加町会 50,000 メイツ草加自治会 34,000

36,500 西町東部自治会 30,000 新栄町団地自治会 103,143

50,000 西町立野町会 30,000 上南自治会 68,700

20,000 西町第一町会 100,000 青柳上町会 306,410

17,022 西町第二町会 30,000 青柳根郷町会 90,577

293,010 草加南町会 150,000 青柳山谷町会 50,000

205,500 草加五丁目町会 20,000 青柳出戸町会 184,400

90,900 松江第二町会 30,000 柿木町会 50,000

150,120 草加市稲荷第一町会 70,000 花栗町会 200,000

草加市新里町会 270,000 草加市稲荷南町会 80,400 草加ハイタウン自治会 20,000

ヴィシティ草加自治会 20,000 稲荷中央町会 70,000 苗塚町会 193,000

柳島町会 100,000 草加市稲荷６丁目町会 85,000 ダイアパレス草加Ⅱ自治会 30,000

遊馬町会 324,400 稲荷１丁目町会 10,000 小山町会 50,000

草加市壱丁目町会 111,100 草加市稲荷親和町会 38,400 小山台自治会 41,600

弐丁目町会 30,000 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

三丁目町会 27,000 コスモガーデンズ草加松原自治会 20,000 北谷町会 50,000

四丁目町会 40,000 栄町一丁目町会 25,000 北谷二丁目町会 45,000

五丁目町内会 30,000 栄町二丁目町会 101,500 北谷三丁目町会 106,400

六丁目町内会 30,000 栄町中央町会 77,100 学園台自治会 30,000

吉町一丁目町会 20,000 栄町三丁目町会 40,000 原町町会 100,000

吉町新和会 20,000 栄町三丁目自治会 30,000 草加氷川ハイツ自治会 10,000

吉町二丁目町会 20,000 松原四丁目南町会 30,000 30,000

吉町三丁目町会 40,000 中根町会 200,000

吉町四丁目町会 83,400 弁天町会 346,900

31,478 43,700 8,997,820

吉町中央会 15,000 200,000 3,489,480

2,592,010

○大口募金 円 　○学校募金 円
<市内企業・商店・個人を含む大口募金扱い> ○職域及び個人・団体（草加市支会扱い）

円 　小学校                              549,333円467,557 円

自動販売機の協力 草加市文化協会・草加キングスガーデン・

埼玉県信用金庫 30,809 円 あさひなのはな保育室・(株)みのり・せざき保育園・
(草加支店・西草加支店・北草加支店)  ニコニコルーム・ニコニコたんぽぽ・草加かがやき特別

草加こだま会 　中学校 支援草加分校・ 草加市商店連合事業協同組合・埼玉
日本化学産業(株) 　高　校 りそな銀行 松原支店・武蔵野銀行(草加支店・松原支店)

大口募金（30,000円以上） 　幼稚園 ・城北信用金庫(東草加支店・草加新田支店)
聖典㈱ 個人2人  ・埼玉県草加保健所・草加市職員・日高建設(株)

 ・草加市民生委員・児童委員協議会・青柳商店会
・草加市社会福祉協議会募金箱・(株)LLSひまわり・

保育園 個人・竹内セントラル(株)・関東地方整備局北首都国道

・青柳商店会・社協職員

　

・にっさとの風・草加にじいろ

こども園
かおりKaruna

事務所・新田整形外科医院・草加光生園・ツルハドラッグ5丁目店

合計 　10,711,863　円

・にっさとの森・けやきの森(西町）
なかよし・かおりPutra・あさひ

・しんぜん・しんえい・こやま・ひかわ

・やつか・あおやぎ・やはた・
やなぎしま・草加あおぞら・草加

清門・八幡北・新栄・松原

・小山・草加・稲荷・氷川

草加・谷塚・花栗
草加西・草加東
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・青德
みのべ・草加ひので
たかさご・きたうら・あずま・まつばらきた

・しのは・にしまち・やつかかみ・せざき

草加スカイハイツ町会

宮沼自治会

八幡町会

合        計

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

新田・瀬崎・花栗南・高砂

両新田西町町会

吉町昭和会

578,189 668,297

547,380

2,916,330

両新田東町町会

谷塚やぎわ町会

谷塚かえで町会

谷塚あづま町会

谷塚町兎町会

グリーンアベニュー谷塚団地自治会

谷塚西口町会

谷塚中央町会

谷塚町北町会

令和3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


