
6,891,276 円

区・自治会名 入金額 区・自治会名 入金額 区・自治会名 入金額 区・自治会名 入金額

小板橋東町会 20,000 大和田新田上区 540,000 仲木戸自治会 14,100 逆水区 17,100

小板橋西町会 30,000 高津自治会 75,000 桑納区 9,300 稲荷前自治会

小板橋南町会 30,000 東洋会自治会 44,400 麦丸区 19,200 下宿第１区 1,500

小板橋北町会 30,000 高津宮下新生自治会 7,800 尾崎区 14,100 下宿第２区 3,900

大和田町会 寿自治会 29,400 花輪区 10,000 中宿区 5,400

萱田町区 270,000 高津団地自治会 201,080 寺台区 17,700 上宿第１区 3,300

萱田上自治会 20,000 門原自治会 高本区 上宿第２区

萱田下自治会 40,000 高津台ローズタウン自治会 50,000 桑橋区 45,300 上宿第４区 2,100

新萱田自治会 54,000 新高津自治会 9,600 神久保区 4,200 米本内宿自治会 9,600

大和田新田下区 454,250 高津アサヒ自治会 33,300 小池区 12,900 辺田区 3,600

坊山自治会 30,900 あけぼの自治会 38,400 真木野区 2,400 砂戸区 5,400

庚塚団地自治会 高津中央会 佐山区 21,600 上高野区 18,000

千代田町会 34,500 緑が丘南自治会 7,900 平戸区 9,000 下高野区 6,900

大和田新田向山自治会 一本松町内会 29,100 島田区 19,800 保品須賀区 12,000

大和田新田ひまわり町会 3,900 新八千代自治会 19,200 島田台区 20,000 保品南区 13,200

大南町会 西八千代つつじヶ丘自治会 10,500 睦自治会 5,700 保品郷区 11,400

フレッシュタウン自治会 159,000 高津ツゲの木自治会 5,700 新島田自治会 神野区 26,400

麦丸台自治会 39,300 東高自治会 花輪団地自治会 米本南自治会 125,000

ゆりのき台８丁目自治会 84,300 グリーン・ヒル自治会 むつみ台自治会 16,500 米本団地自治会 162,600

大和田新田第２教職員住宅自治会 高津団地五街区管理組合法人 東睦自治会 3,000 北の作自治会 8,100

ゆりのき台７丁目自治会 10,000 八千代高津自治会 10,800 神島自治会 5,100 大山地区自治会 8,100

三井町会 17,100 八千代緑が丘自治会 100,000 大学町自治会 30,000 まつわ団地自治会

ゆりのき台6丁目自治会 48,300 東海自治会 33,000 ロイヤルガーデン島田台自治会 仲新山自治会

ゆりのき台4丁目自治会 36,300 エスタシオン自治会 吉橋南自治会 10,200 コートレイ米本町会 7,200

ゆりのき台5丁目自治会 97,200 リーベスト八千代緑が丘管理組合自治会 睦北自治会 もえぎ野自治会

八千代ベルパーク森の街自治会 50,400 高津団地六街区自治会 120,900 麦丸宮前自治会 米本グリーンタウン自治会

フラージュ八千代管理組合自治会 50,000 薫の街自治会 5,000

ウッドパーク八千代中央自治会 15,900 八千代緑ヶ丘公園街区自治会 4,500

ゆりのき台プラザシティ自治会 54,000 緑が丘２丁目自治会

グリーンハイツ八千代自治会 30,000 島田自治会 24,000

ゆりのき台１丁目自治会 26,400 高津東１丁目自治会 11,700

萱田ふれあいの街自治会 18,600 カムザ・スクエア八千代緑が丘タワーズ管理組合自治会

萱田町川崎山自治会 緑が丘７６５タウン自治会 5,000

パークシティ自治会 23,400 リーセントヒルズ自治会

ゆりのき台ハイライズ自治会 アパタワーズ八千代緑が丘自治会

エルプレシア自治会 高津東自治会 101,400

ルオンの丘自治会 フォレスト・ジャスタウン自治会

麦丸台第2自治会 はぐみの杜中央自治会

萱田町池ノ谷津自治会 7,000 東映団地自治会 15,000

大和田新田長兵エ野自治会 ファインコート八千代緑が丘自治会

スマートヒルズ自治会 緑が丘西自治会 105,400

ゆりのきの丘自治会

大和田地区計 1,784,750 高津・緑が丘地区計 1,638,080 睦地区計 290,100 阿蘇地区計 450,800

令和３年度合計

阿蘇地区睦地区高津・緑が丘地区大和田地区

令和３年度普通会費一覧



区・自治会名 入金額 区・自治会名 入金額 区・自治会名 入金額

宮内自治会 22,200 八千代台自治会 312,609 勝田区

中郷自治会 八千代台東町会 288,000 八勝園自治会 30,000

辺田前区 9,000 八千代台南自治会 サン・コーポラス勝田台自治会

辺田前台自治会 4,000 八千代台南町会 40,000 勝田新山自治会 12,300

下町町内会 40,000 八千代台緑ヶ丘自治会 30,000 勝田五百堂自治会 20,100

下市場自治会 高津新田自治会 36,000 勝田台自治会 134,700

台町自治会 120,000 やよい会 勝田台西自治会 30,000

栄町町会 50,000 防衛省八千代台宿舎自治会 四ツ葉会

新山台住宅自治会 北東自治会 319,737 勝田台１丁目西自治会 20,000

黒沢台自治会 5,000 八千代台南元町町会 48,000 勝田台一丁目東自治会 20,000

上高野白百合自治会 12,600 大東自治会 18,000 勝田台二丁目西自治会

上高野原第１自治会 143,100 愛宕自治会 38,400 大沢自治会 25,200

上高野原第２自治会 愛宕みどり会 20,000 緑町自治会 26,700

上高野原第３自治会 17,400 八千代台西オーガスタ自治会 15,000 勝田台７丁目自治会 15,000

上高野原第５自治会 47,400 八千代台西団地第二自治会 35,700 勝田台マンション自治会 12,000

上高野原第６自治会 44,100 五月会 6,900 昭和自治会 61,500

上高野原第７自治会 10,000 あさひ自治会 12,000 サンコーポ勝田台自治会 50,000

上高野原第８自治会 19,200 つつじ自治会 勝田台ファミリーハイツ自治会

さつき自治会 26,400 西端自治会 14,100 勝田台センチュリー自治会

上高野ふづき自治会 13,500 サンコーポ八千代台自治会 10,000 新東原自治会

神明町会 20,700 テラス八千代台自治会 7,000 勝田台グリーンタウン自治会 3,000

グリーンコープ村上自治会 9,600 はなみずき自治会 7,200 太陽の森マンション自治会

黒沢東自治会 南台町内会 3,000 エルジェントヒル勝田台自治会

興和台自治会 24,900 イトーピア八千代台南自治会 8,400 勝田緑の杜自治会

黒沢自治会 30,900 八千代台西自治会 6,000 食育の郷自治会

東山自治会 5,400 緑会 6,300

黒沢池上町会 12,600 ガーデンコート八千代台自治会 10,000

つつじケ丘自治会 12,000 八千代台南３丁目自治会

松葉自治会 5,400 八千代台南３－１５自治会 7,200

村上団地北住宅管理組合自治会 10,000 野村自治会 16,000

村上団地南住宅管理組合自治会

上高野原大野自治会

村上団地東住宅管理組合自治会

ライオンズマンション勝田台自治会 33,300

ウエストピア自治会

フォレストピア自治会

村上団地中央住宅管理組合自治会

ライネスハイム勝田台自治会 34,200

リファインドヒルズ自治会 56,400

パークホームズ弐番館自治会 12,600

ライネスハイム勝田台ベネックス自治会

優季の街自治会 43,200

上高野ブルーミングガーデン自治会 10,500

グリーンフィールド村上自治会 12,000

クラシード勝田台自治会 22,200

ロイヤルガーデン自治会

コスモス自治会

村上南５丁目自治会

黒沢池淵自治会 11,700

コスモアべ二ュー勝田台自治会

イーストヒルズ自治会

レクセルプラザ村上自治会

新黒沢自治会

ひまわり自治会

宮内十軒会自治会

テクノタウン勝田台１７自治会

リバーサイド村上南自治会

グーディッシュ村上自治会

グラートカーサ勝田台自治会

めぐみの杜自治会

村上地区計 951,500 八千代台地区計 1,315,546 勝田台地区計 460,500

勝田台地区八千代台地区村上地区


