
平成30年度社協一般会費協力自治会等一覧（順不同）
地区 自治会名 地区 自治会名 地区 自治会名 地区 地区 自治会名

引田 坂元 白鳥 芝居町 白鳥 西中村 白鳥 白鳥 角　上

引田 駅山 白鳥 森　町 白鳥 下中村 白鳥 白鳥 黒　川

引田 馬宿 白鳥 町 白鳥 成　重 白鳥 白鳥 上払川

引田 南野 白鳥 前　場 白鳥 樋　端 白鳥 白鳥 下払川

引田 黒羽 白鳥 松　西 白鳥 谷 白鳥 白鳥 白鳥地区個人1名

引田 吉田 白鳥 松　東 白鳥 原 白鳥 大内 大町１区

引田 大栄 白鳥 新川・小松原 白鳥 北　原 白鳥 大内 大町2区

引田 木場・大明神 白鳥 伊　座 白鳥 中　戸 白鳥 大内 西町１区

引田 東南（5・6・7丁目） 白鳥 帰　来 白鳥 労住協白鳥団地 白鳥 大内 西町２区

引田 1・2・3・4丁目 白鳥 中央通東 白鳥 西　下 白鳥 大内 西町４区

引田 中ノ丁・松魚 白鳥 中央通西 白鳥 田高田 白鳥 大内 西町８区

引田 亀山 白鳥 寺　町 白鳥 田の口 白鳥 大内 大井戸１区

引田 大安戸 白鳥 山　下 白鳥 サーパスタウン 白鳥 大内 大井戸２区

引田 原 白鳥 山下団地 白鳥 東円坊 白鳥 大内 島の内

引田 松原 白鳥 湊上東 白鳥 薄　森 白鳥 大内 大東

引田 古作・中道 白鳥 湊上向良 白鳥 狩居川 白鳥 大内 松の下

引田 坂の下 白鳥 道　上 白鳥 常　政 白鳥 大内 東浜

引田 中央 白鳥 道　下 白鳥 北　内 白鳥 大内 西浜

引田 大道 白鳥 西　所 白鳥 清　房 白鳥 大内 浜町

引田 駅前北 白鳥 東清水 白鳥 兼　弘 白鳥 大内 北町

引田 駅前南 白鳥 西須賀 白鳥 天　王 白鳥 大内 本町

引田 迯田 白鳥 東須賀 白鳥 近　森 白鳥 大内 前山

引田 塩屋 白鳥 湊中央団地 白鳥 乗　次 白鳥 大内 水主１

引田 小海下 白鳥 湊下団地 白鳥 行　成 白鳥 大内 水主２

引田 小海上 白鳥 笠屋・藤井 白鳥 森　兼 白鳥 大内 水主３

自治会名

末　国Ａ

末　国Ｂ

共　栄

正　守

大　松

下　山

寛　四

貞　久

黒　川

宗　心

端

開　世

日　東

日　西

栄　南

鈴　北

鈴　南

掛　橋

大　北

更　正

大　下

東大楢

八　丁

北進下

影木屋



平成30年度社協一般会費協力自治会等一覧（順不同）
地区 自治会名 地区 自治会名

大内 水主４ 大内 中山

大内 中筋 大内 三殿

大内 中筋北 大内 三殿南台

大内 中筋団地 大内 三殿出口

大内 中筋南団地 大内 町田

大内 原間 大内 松崎

大内 杖の端 大内 桃山台

大内 小僧 大内 落合

大内 住屋第１ 大内 大谷

大内 住屋第２ 大内 小磯

大内 住屋第３ 大内 番屋

大内 當雀

大内 横内東地中

大内 横内東地下 【募集実績】

大内 横内上

大内 横内下 引田

大内 西村上 白鳥

大内 西村中 大内

大内 西村下 計

大内 与田西

大内 馬篠

大内 北山

大内 小砂

大内 土居

世帯数 金額（円）

8,854 4,414,300

平成31年３月31日時点

2,159 1,079,500

2,751 1,375,300

3,944 1,959,500


