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区分

NO. 都道府県 団体 金額 団体 金額 団体 金額 団体 金額 団体 金額 団体 金額 団体 金額 団体 金額 団体 金額

1 北海道 46 99,000 0 0 14 15,700 2 1,500 1 2,000 4 7,400 0 0 3 7,800 70 133,400

2 青森県 52 107,100 4 33,100 17 17,900 1 800 1 10,000 1 1,500 2 2,800 1 2,000 79 175,200

3 岩手県 51 98,700 2 25,600 23 31,700 1 900 1 8,200 4 13,900 0 0 1 2,000 83 181,000

4 宮城県 54 112,800 3 36,800 14 14,000 1 900 1 800 1 2,400 0 0 1 2,000 75 169,700

5 秋田県 21 48,600 4 42,600 9 11,700 0 0 1 9,600 2 4,400 0 0 2 3,800 39 120,700

6 山形県 33 75,500 3 34,600 10 14,700 1 1,000 1 10,000 0 0 0 0 1 5,600 49 141,400

7 福島県 38 79,100 4 45,000 10 11,700 0 0 1 9,400 2 7,600 0 0 1 2,000 56 154,800

8 茨城県 31 71,700 0 0 12 14,300 1 300 1 10,000 2 3,900 0 0 1 2,000 48 102,200

9 栃木県 21 46,300 3 43,600 12 10,300 0 0 0 0 2 9,800 0 0 1 2,000 39 112,000

10 群馬県 25 57,200 3 45,000 12 14,300 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,000 41 118,500

11 埼玉県 62 148,500 3 37,700 10 12,800 0 0 1 8,600 3 8,300 1 1,800 1 2,000 81 219,700

12 千葉県 28 63,600 3 39,900 11 11,500 1 700 1 7,200 2 8,400 0 0 1 1,800 47 133,100

13 東京都 31 71,000 2 30,000 12 13,900 1 400 1 10,000 4 15,800 0 0 2 12,000 53 153,100

14 神奈川県 22 48,300 3 45,000 10 13,500 0 0 1 7,800 3 6,500 0 0 1 2,000 40 123,100

15 新潟県 54 122,300 3 39,800 9 11,100 2 1,300 0 0 3 9,000 1 1,700 1 2,000 73 187,200

16 富山県 30 69,000 3 45,000 11 15,300 0 0 1 10,000 3 8,800 0 0 2 4,000 50 152,100

17 石川県 21 46,900 3 42,100 17 17,100 2 800 0 0 3 6,600 0 0 1 8,100 47 121,600

18 福井県 25 56,500 3 45,000 15 17,600 1 400 1 9,900 3 5,400 0 0 1 2,000 49 136,800

19 山梨県 21 44,600 3 36,200 9 9,600 1 300 0 0 2 4,300 0 0 1 10,000 37 105,000

20 長野県 71 154,100 3 44,700 14 17,400 1 1,000 1 5,700 4 17,900 0 0 1 2,000 95 242,800

21 岐阜県 21 43,800 3 42,100 10 12,400 1 1,000 1 7,200 4 8,300 2 2,300 1 1,100 43 118,200

22 静岡県 40 89,200 3 35,200 9 13,900 2 1,200 0 0 1 300 0 0 1 2,000 56 141,800

23 愛知県 48 112,000 1 15,000 14 14,400 1 700 1 10,000 4 15,400 0 0 0 0 69 167,500

24 三重県 45 95,400 3 44,200 11 14,000 2 1,900 1 10,000 3 6,800 1 1,900 1 2,000 67 176,200

25 滋賀県 33 75,800 3 44,100 11 13,500 1 500 1 9,000 1 800 0 0 1 2,000 51 145,700

26 京都府 23 49,900 1 15,000 8 10,900 0 0 1 10,000 2 3,500 1 800 1 2,000 37 92,100

27 大阪府 23 53,500 3 45,000 15 17,300 1 1,000 1 2,300 3 6,500 0 0 1 1,900 47 127,500

28 兵庫県 24 54,900 2 22,200 9 13,200 1 1,000 1 10,000 4 9,500 1 2,000 1 1,600 43 114,400

29 奈良県 21 41,900 3 45,000 11 12,900 0 0 1 3,800 1 4,600 1 2,000 1 2,000 39 112,200

30 和歌山県 21 47,000 1 15,000 13 10,500 0 0 1 9,900 3 6,400 0 0 0 0 39 88,800

31 鳥取県 28 57,700 6 43,800 8 11,500 1 1,000 0 0 0 0 0 0 1 2,000 44 116,000

32 島根県 28 58,200 3 35,900 13 11,200 0 0 1 2,100 4 12,400 0 0 1 1,700 50 121,500

33 岡山県 30 63,100 3 30,400 10 10,500 2 2,000 1 5,300 2 4,200 0 0 2 4,000 50 119,500

34 広島県 37 76,200 0 0 13 18,000 0 0 1 10,000 1 5,000 0 0 1 2,000 53 111,200

35 山口県 21 49,100 3 15,500 11 14,000 0 0 1 10,000 2 6,100 1 1,300 0 0 39 96,000

36 徳島県 23 53,100 0 0 10 12,400 2 1,300 1 10,000 0 0 0 0 3 6,000 39 82,800

37 香川県 35 81,100 3 34,900 9 13,500 1 700 0 0 2 5,400 1 1,500 1 9,900 52 147,000

38 愛媛県 23 46,000 3 42,900 11 12,500 2 1,900 1 10,000 1 1,900 0 0 1 2,000 42 117,200

39 高知県 21 42,700 0 0 9 12,500 1 1,000 1 700 2 3,600 0 0 2 1,800 36 62,300

40 福岡県 43 99,300 4 45,000 17 15,100 2 1,900 1 10,000 4 12,000 2 4,000 3 14,000 76 201,300

41 佐賀県 23 48,900 3 38,600 12 9,000 0 0 1 10,000 1 5,000 1 300 1 3,700 42 115,500

42 長崎県 21 47,000 1 14,800 9 11,700 0 0 1 10,000 1 2,600 0 0 2 10,800 35 96,900

43 熊本県 29 66,200 4 45,000 13 12,000 0 0 1 4,000 0 0 0 0 2 3,100 49 130,300

44 大分県 21 46,800 3 32,400 9 11,600 1 900 1 7,800 2 8,200 0 0 2 4,000 39 111,700

45 宮崎県 30 67,400 3 42,700 11 12,000 0 0 1 7,200 2 6,500 1 1,900 2 11,600 50 149,300

46 鹿児島県 54 121,300 4 45,000 11 10,800 0 0 1 10,000 4 14,500 0 0 1 2,000 75 203,600

47 沖縄県 21 51,800 3 45,000 10 13,000 2 1,300 0 0 2 7,100 0 0 0 0 38 118,200

合計 1,524 3,360,100 124 1,546,400 548 640,400 39 29,600 38 298,500 104 298,500 16 24,300 58 170,300 2,451 6,368,100

⑥地域の芸術環境づくり ⑦地域国際化推進 ⑧活力ある地域づくり⑤共生の地域づくり

平成26年度コミュニティ助成金決定額

(単位：団体、千円）

合計④青少年健全育成①一般コミュニティ ②コミュニティセンター ③地域防災組織育成
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平成26年度コミュニティ助成金決定額
（一般コミュニティ助成金）

都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成決定額
（千円）

北海道 函館市 新川町会 パソコン他備品の整備 2,500
北海道 小樽市 小樽市若竹町会 テント他備品の整備 2,300
北海道 釧路市 鉄北中央地区連合町内会 やぐら他備品の整備 2,500
北海道 帯広市 帯広市町内会連合会 テント他備品の整備 2,300
北海道 夕張市 夕張太鼓保存会「竜花」 太鼓他備品の整備 1,700
北海道 留萌市 留萌市港北コミュニティセンター運営協議会 除雪機他備品の整備 1,100
北海道 苫小牧市 川沿町町内会 音響設備他備品の整備 2,500
北海道 紋別市 紋別市町内会連絡協議会 ステージの整備 2,500
北海道 千歳市 日の出東町内会 テーブル他備品の整備 2,500
北海道 富良野市 山部地区総合振興協議会 テーブル他備品の整備 2,500
北海道 石狩市 花川南第３町内会 太鼓他備品の整備 2,500
北海道 北斗市 北斗浜分太鼓 太鼓他備品の整備 1,100
北海道 当別町 みどり野町内会 除雪機他備品の整備 2,000
北海道 新篠津村 第五自治区 投光器他備品の整備 2,500
北海道 松前町 豊福町内会 テント他備品の整備 2,500
北海道 知内町 小谷石町内会 半纏他備品の整備 2,400
北海道 七飯町 大中山中央町内会 やぐら他備品の整備 2,500
北海道 八雲町 折戸町内会 山車他備品の整備 2,500
北海道 江差町 豊川町豊榮山保存会 山車の整備 2,500
北海道 上ノ国町 木ノ子町内会 太鼓他備品の整備 2,500
北海道 厚沢部町 本町新町町内会 神輿他備品の整備 1,900
北海道 奥尻町 奥尻町内会 袢天の整備 1,000
北海道 今金町 今金狩場太鼓保存会 太鼓他備品の整備 2,500
北海道 仁木町 銀山地区町内連合会 テーブル他備品の整備 1,800
北海道 余市町 余市町区会連合会 コミュニティ活動備品の整備 1,600
北海道 浦臼町 浦臼町連合町内会 音響機器他備品の整備 2,500
北海道 北竜町 真竜獅子舞保存会 半纏他備品の整備 1,100
北海道 下川町 下川渓流太鼓 太鼓他備品の整備 2,500
北海道 美深町 美深町川西自治会 テーブル他備品の整備 2,000
北海道 猿払村 鬼志別連合自治会 獅子頭他備品の整備 1,800
北海道 美幌町 美幌町自治会連合会 テーブル他備品の整備 2,400
北海道 小清水町 小清水（原生花園）はまなす太鼓 太鼓他備品の整備 2,500
北海道 訓子府町 日出町内会 テレビ他備品の整備 1,200
北海道 置戸町 置戸山神太鼓愛好会 太鼓他備品の整備 2,500
北海道 湧別町 芭露自治会 太鼓他備品の整備 1,900
北海道 白老町 仙台陣屋史跡保存会 除雪機他備品の整備 1,000
北海道 厚真町 厚真郷芸保存会 和太鼓他備品の整備 2,500
北海道 新ひだか町 染退太鼓 太鼓他備品の整備 2,500
北海道 中札内村 上札内区 テント他備品の整備 2,400
北海道 池田町 ８丁目町内会 遊具の整備 2,300
北海道 浜中町 西円朱別連合会 椅子他備品の整備 2,400
北海道 標茶町 磯分内連合振興会 やぐら他備品の整備 2,500
北海道 弟子屈町 川湯地区連合自治会 やぐら他備品の整備 2,500
北海道 別海町 西春別駅前栄町内会 テーブル他備品の整備 1,300
北海道 中標津町 桜ヶ丘町内会 テーブル他備品の整備 2,500
北海道 羅臼町 海岸町町内会 発電機他備品の整備 2,500
青森県 青森市 切島町会 クリーンボックスの整備 1,500
青森県 青森市 南部第三区連合町会 太鼓他備品の整備 2,500
青森県 青森市 はまなす町会 クリーンボックスの整備 1,700
青森県 弘前市 東地区町会連合会 テーブル他備品の整備 2,100
青森県 八戸市 浜須賀町内会 除雪機他備品の整備 1,300
青森県 八戸市 類家四丁目町内会 除雪機他備品の整備 2,100
青森県 八戸市 是川四丁目中町内会 除雪機他備品の整備 1,400
青森県 八戸市 高館地区連合町内会 除雪機他備品の整備 1,600
青森県 八戸市 高森町内会 除雪機他備品の整備 1,200
青森県 黒石市 浅瀬石地区振興協議会 印刷機他備品の整備 2,400
青森県 五所川原市 烏森町内会 テント他備品の整備 2,500
青森県 十和田市 十和田市町内会連合会 パソコン他備品の整備 2,400
青森県 むつ市 奥内町内会 舞台幕他備品の整備 2,500
青森県 むつ市 十二林町内会 テーブル他備品の整備 1,400
青森県 むつ市 源藤城部落会 簡易倉庫他備品の整備 1,600
青森県 むつ市 桧川部落会 クリーンボックスの整備 2,400
青森県 むつ市 湯坂下町内会 除雪機他備品の整備 2,100
青森県 つがる市 繁田町内会 発電機他備品の整備 1,500
青森県 つがる市 平滝部落会 除雪機他備品の整備 1,700
青森県 つがる市 駒田自治会 除雪機他備品の整備 1,800
青森県 平川市 日沼町会 太鼓他備品の整備 2,500
青森県 平川市 苗生松町会 エアコン他備品の整備 2,500
青森県 平川市 館山・松崎町会 除雪機他備品の整備 2,400
青森県 平内町 東田沢町内会 除雪機の整備 2,500
青森県 平内町 口広町内会 除雪機の整備 2,500
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都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成決定額
（千円）

青森県 外ヶ浜町 弥蔵釜自治会 発電機他備品の整備 1,700
青森県 外ヶ浜町 山本自治会 除雪機他備品の整備 2,000
青森県 外ヶ浜町 大平地区会 エアコンの整備 2,500
青森県 外ヶ浜町 中師地区町内会 コミュニティ活動備品の整備 1,300
青森県 鰺ヶ沢町 赤石地区町内会連合会 発電機他備品の整備 2,500
青森県 深浦町 北金ヶ沢自治会 除雪機他備品の整備 1,700
青森県 深浦町 松神地区 除雪機他備品の整備 1,900
青森県 藤崎町 亀田町内会 テント他備品の整備 2,500
青森県 藤崎町 西田町内会 テント他備品の整備 1,100
青森県 大鰐町 駒ノ台区会 エアコン他備品の整備 2,400
青森県 大鰐町 駒木区会 テーブル他備品の整備 2,500
青森県 大鰐町 虹貝区会 エアコン他備品の整備 2,500
青森県 鶴田町 亀田町内会 太鼓他備品の整備 1,500
青森県 中泊町 中里横笛愛好会 太鼓他備品の整備 2,500
青森県 野辺地町 下町二区自治会 太鼓他備品の整備 2,000
青森県 七戸町 横町・本町町内会 太鼓他備品の整備 2,500
青森県 七戸町 小川町町内会 提灯他備品の整備 2,500
青森県 六戸町 下町町内会 石油ストーブ他備品の整備 1,100
青森県 六戸町 通目木部落町内会 石油ストーブ他備品の整備 1,900
青森県 横浜町 大豆田町内会 神楽他備品の整備 2,500
青森県 東北町 東北町郷土芸能保存会 神楽太鼓他活動備品の整備 2,500
青森県 六ヶ所村 戸鎖自治会 テント他備品の整備 2,500
青森県 おいらせ町 深沢町内会 除雪機他備品の整備 2,300
青森県 おいらせ町 洗平町内会 コミュニティ活動備品の整備 1,900
青森県 佐井村 古佐井共済会 山車他備品の整備 1,800
青森県 三戸町 大舌町内会 除雪機他備品の整備 2,400
青森県 南部町 上名久井区民祭実行委員会 太鼓の整備 2,500
岩手県 盛岡市 下久根町内会 発電機他備品の整備 2,000
岩手県 盛岡市 越場町内会 テーブル他備品の整備 1,500
岩手県 盛岡市 大新町内会 テーブル他備品の整備 1,400
岩手県 宮古市 夏屋ろばた塾 発電機の整備 2,000
岩手県 宮古市 大付自治会 発電機他備品の整備 1,000
岩手県 宮古市 茂市区 神輿他備品の整備 1,900
岩手県 大船渡市 三陸港まつり実行委員会 ステージの整備 2,500
岩手県 花巻市 遊子神楽保存会 太鼓他備品の整備 2,500
岩手県 花巻市 西組祭典協議会 山車他備品の整備 2,500
岩手県 花巻市 土沢まつり鏑町奉納山車運行実行委員会 太鼓の整備 1,300
岩手県 北上市 更木町振興協議会 ステージ他備品の整備 2,500
岩手県 北上市 山口自治会 除雪機他備品の整備 2,400
岩手県 久慈市 田中町内会 除雪機の整備 2,300
岩手県 久慈市 門前町内会 発電機他備品の整備 2,300
岩手県 久慈市 大湊町内会 テント他備品の整備 1,100
岩手県 遠野市 附馬牛町地域づくり連絡協議会 テーブル他備品の整備 1,600
岩手県 一関市 長者自治会 太鼓他備品の整備 1,100
岩手県 一関市 第三町内自治会 太鼓他備品の整備 2,500
岩手県 陸前高田市 氷上共鳴会 太鼓他備品の整備 1,200
岩手県 釜石市 橋野町振興協議会 冷蔵庫他備品の整備 1,100
岩手県 二戸市 川原橋通り町内会 発電機他備品の整備 2,500
岩手県 二戸市 浄門の里づくり協議会 テーブル他備品の整備 2,500
岩手県 二戸市 二戸市ナニャトヤラ保存会 衣装他備品の整備 2,500
岩手県 奥州市 奥州女組 太鼓他備品の整備 1,100
岩手県 奥州市 金津流梁川獅子踊保存会 獅子頭他備品の整備 2,500
岩手県 奥州市 衣川地区振興会 音響設備他備品の整備 2,000
岩手県 滝沢市 国分自治会 テーブル他備品の整備 1,600
岩手県 滝沢市 滝沢ニュータウン自治会 コピー機他備品の整備 1,500
岩手県 滝沢市 鵜飼南自治会 テーブル他備品の整備 1,300
岩手県 葛巻町 田代自治会 投光機他備品の整備 2,200
岩手県 葛巻町 市部内自治会 テーブル他備品の整備 2,200
岩手県 葛巻町 葛巻神楽保存会 衣装他備品の整備 2,500
岩手県 岩手町 沼宮内山車 太鼓の整備 2,500
岩手県 紫波町 間野村自治会 テーブル他備品の整備 1,200
岩手県 矢巾町 下北コミュニティ エアコン他備品の整備 1,300
岩手県 住田町 東峰権現保存会 衣装他備品の整備 2,400
岩手県 大槌町 赤浜公民館事業推進協議会 ワイヤレスマイク他備品の整備 1,200
岩手県 大槌町 桜木町自治会 テーブル他備品の整備 2,300
岩手県 大槌町 中村団地自治会 簡易倉庫他備品の整備 1,600
岩手県 岩泉町 岸部落会 テーブル他備品の整備 2,400
岩手県 岩泉町 沢中部落会 テレビ他備品の整備 2,400
岩手県 岩泉町 下岩泉自治会 テーブル他備品の整備 2,000
岩手県 田野畑村 羅賀自治会 テント他備品の整備 2,500
岩手県 普代村 黒崎部落自治会 テレビ他備品の整備 1,500
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岩手県 野田村 野田下組 山車他備品の整備 2,500
岩手県 野田村 なもみ保存会 衣装（面）の整備 1,000
岩手県 洋野町 下帯島地区会 テント他備品の整備 2,000
岩手県 洋野町 林郷青年会 太鼓他備品の整備 2,500
岩手県 一戸町 奥中山高原クラブ 半てん他備品の整備 2,500
岩手県 一戸町 小繋営農組合 除雪機の整備 1,400
岩手県 一戸町 坂ノ下町内会 除雪機他備品の整備 2,400
宮城県 石巻市 石巻市南中里親和会 会議用テーブル他備品の整備 2,500
宮城県 石巻市 黄金浜会館管理運営委員会 エアコン他備品の整備 1,100
宮城県 石巻市 舘行政区コミュニティ推進協議会 複写機他備品の整備 1,400
宮城県 石巻市 川の上自治会 視聴覚用教材他備品の整備 2,300
宮城県 石巻市 泉町町内会 テーブル他備品の整備 2,500
宮城県 塩竃市 野々島区 音響設備他備品の整備 2,500
宮城県 塩竃市 新大日向町内会 ノートパソコン他備品の整備 1,800
宮城県 塩竃市 青葉ヶ丘町内会 エアコン他備品の整備 2,500
宮城県 気仙沼市 石兜親和会 簡易倉庫他備品の整備 2,500
宮城県 気仙沼市 小泉西区振興会 テーブル他備品の整備 1,500
宮城県 気仙沼市 小泉東区振興会 長机他備品の整備 2,500
宮城県 気仙沼市 中郷区振興会 テーブル他備品の整備 2,500
宮城県 白石市 本郷第２自治会 テント他備品の整備 2,500
宮城県 白石市 大平第８自治会 テーブル他備品の整備 1,200
宮城県 名取市 ゆりが丘５丁目自治会 ステージ他備品の整備 2,500
宮城県 名取市 北目自治会 システムアンプ他備品の整備 2,500
宮城県 名取市 大曲町内会 テント他備品の整備 2,500
宮城県 名取市 ゆりが丘１丁目自治会 テント他備品の整備 2,500
宮城県 多賀城市 下馬西区自治会 テーブル他備品の整備 1,500
宮城県 多賀城市 旭ヶ岡町内会 発電機他備品の整備 2,500
宮城県 多賀城市 志引町内会 印刷機他備品の整備 2,500
宮城県 岩沼市 寺島契約会 テーブル他備品の整備 1,800
宮城県 登米市 石越コミュニティ運営協議会 ユニカールセット他備品の整備 1,100
宮城県 登米市 豊里コミュニティ推進協議会 ワイヤレスアンプ他備品の整備 2,500
宮城県 登米市 西郷地区コミュニティ推進協議会 ユニカールセット他備品の整備 2,500
宮城県 登米市 浅草心和会 アンプ他備品の整備 2,500
宮城県 栗原市 城生野自治会 テーブル他備品の整備 2,100
宮城県 栗原市 田高田金生会 テレビ他備品の整備 1,500
宮城県 栗原市 高清水第１０区自治会 テレビ他備品の整備 1,900
宮城県 栗原市 本木自治会 エアコン他備品の整備 1,700
宮城県 東松島市 小野地域まちづくり協議会 テーブル他備品の整備 2,500
宮城県 大崎市 鬼首地域づくり委員会 和太鼓の整備 2,500
宮城県 大崎市 三本木南谷地区 和太鼓他備品の整備 1,900
宮城県 大崎市 山船越自治会 音響設備他備品の整備 1,100
宮城県 大崎市 大嶺自治振興会 ステージ他備品の整備 1,700
宮城県 大崎市 大崎市古川長岡地区地域づくり協議会 音響設備他備品の整備 2,000
宮城県 蔵王町 永野西区 エアコン他備品の整備 2,500
宮城県 蔵王町 塩沢行政区 エアコン他備品の整備 2,500
宮城県 七ヶ宿町 滑津自治会 除雪機他備品の整備 2,400
宮城県 大河原町 堤２区 テーブル他備品の整備 2,200
宮城県 柴田町 第９Ａ区土手内町内会 集会所エアコン他備品の整備 1,900
宮城県 柴田町 第１８Ｂ区会 集会所スタックテーブル他備品の整備 2,100
宮城県 亘理町 下茨田南区 テント他備品の整備 1,500
宮城県 亘理町 わたりを考える会 テント他備品の整備 2,500
宮城県 山元町 久保間区 座卓他備品の整備 2,200
宮城県 利府町 藤田町内会 テーブル他備品の整備 2,500
宮城県 利府町 菅谷台連合町内会 放送設備他備品の整備 2,500
宮城県 富谷町 太子堂町内会 カラオケ機他備品の整備 1,100
宮城県 富谷町 富ケ丘北部町内会 映像音響システムの整備 1,900
宮城県 富谷町 明石台第五町内会 アンプ他備品の整備 1,900
宮城県 加美町 広原地区コミュニティ推進協議会 テント他備品の整備 1,200
宮城県 涌谷町 脇自治会 音響設備他備品の整備 2,500
宮城県 美里町 不動堂六区行政区 発電機他備品の整備 1,800
宮城県 女川町 女川潮騒太鼓　轟会 太鼓他備品の整備 2,500
秋田県 秋田市 下新城地区コミュニティセンター運営委員会 プロジェクター他備品の整備 1,100
秋田県 秋田市 雄和市民協議会 複合機他備品の整備 2,500
秋田県 横手市 深井鹿嶋送り保存会 山車の整備 2,500
秋田県 横手市 八柏部落会 太鼓他備品の整備 2,500
秋田県 大館市 大葛地区青若会 投光器他備品の整備 2,500
秋田県 大館市 川口町内会 パソコン他備品の整備 2,500
秋田県 湯沢市 三梨町自治区 遊具の整備 2,500
秋田県 鹿角市 小坂三地区合同自治会 放送設備の整備 2,500
秋田県 潟上市 追分町内会 テーブル他備品の整備 2,500
秋田県 大仙市 神岡地区自治会連合会 テントの整備 2,400
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秋田県 仙北市 仙北市 パネル他備品の整備 2,500
秋田県 三種町 みたね鯉川地区交流センター運営委員会 イス他備品の整備 1,500
秋田県 八峰町 椿台自治会 テーブル他備品の整備 2,500
秋田県 五城目町 台、御蔵下町内会 テント他備品の整備 2,300
秋田県 五城目町 下山内町内会 テント他備品の整備 2,500
秋田県 八郎潟町 八郎潟町３２区町内会 ストーブ他備品の整備 2,400
秋田県 井川町 井川町コミュニティ推進委員会 テーブル他備品の整備 2,500
秋田県 大潟村 大潟村自治会長連絡協議会 東屋の整備 2,500
秋田県 羽後町 元城盆踊保存会 やぐらの整備 2,500
秋田県 羽後町 西馬音内盆踊保存会 衣装の整備 2,000
秋田県 東成瀬村 平良部落会 遊具他備品の整備 1,900
山形県 山形市 楯山地区振興会 テレビ他備品の整備 2,100
山形県 米沢市 通町町内会 エアコン他備品の整備 1,600
山形県 鶴岡市 祥雲御山太鼓 太鼓他備品の整備 2,400
山形県 鶴岡市 中島集落 遊具の整備 2,300
山形県 鶴岡市 滝沢住民会 遊具の整備 2,100
山形県 鶴岡市 下通町内会 遊具の整備 2,400
山形県 酒田市 十坂コミュニティ振興会 除雪機他備品の整備 2,400
山形県 酒田市 山寺コミュニティ振興会 除雪機他備品の整備 2,500
山形県 新庄市 北町若連 半纏他備品の整備 2,500
山形県 上山市 上山市上十日町地区会 ステージ他備品の整備 2,500
山形県 村山市 杉島諏訪太鼓保存会 太鼓他備品の整備 2,500
山形県 長井市 栄町地区 テーブル他備品の整備 1,700
山形県 南陽市 冨貴田自治組合 除雪機他備品の整備 2,500
山形県 中山町 向新田町内会 テーブル他備品の整備 1,300
山形県 河北町 根際地区連合会 遊具の整備 2,500
山形県 西川町 海味区 御神輿他備品の整備 2,500
山形県 大江町 第8区 街路灯の整備 2,300
山形県 大石田町 大石田町観音和太鼓クラブ 太鼓他備品の整備 2,500
山形県 金山町 柳原地区 テント他備品の整備 2,500
山形県 最上町 沢原自治会 テレビ他備品の整備 2,500
山形県 舟形町 大平町内会 掲示板他備品の整備 2,400
山形県 真室川町 新及位部落会 テント他備品の整備 2,100
山形県 大蔵村 鍵金野地区自治会 除雪機の整備 2,500
山形県 鮭川村 真木地区自治会 遊具他備品の整備 1,200
山形県 戸沢村 津谷囃子芸能保存会 袢天他備品の整備 2,500
山形県 高畠町 北目区 街路灯の整備 2,500
山形県 川西町 中小松公民館 提灯他備品の整備 2,000
山形県 小国町 舟渡公民館 やぐら他備品の整備 2,500
山形県 白鷹町 滝野区 テント他備品の整備 2,400
山形県 飯豊町 椿区民会 ゆかた他備品の整備 2,500
山形県 三川町 袖東町町内会 テント他備品の整備 2,300
山形県 庄内町 清川地区振興協議会 テント他備品の整備 2,500
山形県 遊佐町 高瀬まちづくりの会 デジタルカメラ他備品の整備 2,500
福島県 福島市 おおくぼ住吉太鼓 太鼓他備品の整備 2,500
福島県 会津若松市 対馬館団地町内会 除雪機の整備 1,800
福島県 郡山市 長者町会 御輿他備品の整備 2,500
福島県 いわき市 田人地域振興協議会 集会施設備品の整備 2,500
福島県 いわき市 宮１区 集会施設備品の整備 2,500
福島県 白河市 東釜子青年統一会 太鼓他備品の整備 2,300
福島県 須賀川市 四丁目町内会 太鼓他備品の整備 2,300
福島県 喜多方市 常磐町町内会 除雪機とLED防犯灯の整備 1,600
福島県 二本松市 針道三区 太鼓他備品の整備 2,400
福島県 田村市 上町若連会 山車の整備 2,500
福島県 南相馬市 塚原行政区 テーブル他備品の整備 2,200
福島県 南相馬市 石神行政区 神楽頭の修繕他備品の整備 1,300
福島県 伊達市 上小国中組太鼓保存会 太鼓他備品の整備 2,500
福島県 本宮市 本宮町愛宕町内会 防犯灯他備品の整備 2,400
福島県 川俣町 中丁祭り実行委員会 長袢天他備品の整備 2,000
福島県 鏡石町 鏡石駅前盆踊り保存会 やぐら他備品の整備 2,500
福島県 只見町 大倉雄和会 やぐら他備品の整備 2,500
福島県 南会津町 小高林・上ノ原地区 除雪機の整備 2,200
福島県 北塩原村 狐鷹森行政区 祭礼備品の整備 2,400
福島県 西会津町 野沢町内　克雪活動実行委員会 除雪機の整備 1,100
福島県 磐梯町 大寺連合会 LED防犯灯の整備 2,500
福島県 猪苗代町 神明町区会 LED防犯灯の整備 2,500
福島県 柳津町 野老沢区 太鼓他備品の整備 1,600
福島県 金山町 高倉地区 除雪機の整備 2,200
福島県 昭和村 下中津川区 LED防犯灯の整備 2,400
福島県 会津美里町 和泉新田自治区 太鼓等コミュニティ活動備品の整備 2,500
福島県 中島村 小針青年会 太鼓他備品の整備 1,300
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福島県 矢吹町 第二区自治会 太鼓他備品の整備 1,300
福島県 棚倉町 棚倉町下山本区 LED防犯灯の整備 2,400
福島県 塙町 塙二区 太鼓の整備 1,700
福島県 石川町 馬場町行政区 LED防犯灯の整備 2,500
福島県 浅川町 本町下組・畑田子供会 太鼓他備品の整備 1,300
福島県 三春町 御木沢地区まちづくり協会 獅子頭他備品の整備 1,400
福島県 双葉町 夢ふたば人 やぐら他備品の整備 2,500
福島県 浪江町 恵向仮設住宅自治会 プランター他備品の整備 2,500
福島県 新地町 小川自治会 祭礼備品の整備 1,500
福島県 新地町 大戸浜地区 テレビ他備品の整備 2,000
福島県 飯舘村 上飯樋行政区 コピー機とノートパソコンの整備 1,000
茨城県 水戸市 田見小路町内会 山車の整備 2,500
茨城県 日立市 諏訪学区コミュニティ推進会 テーブル等備品の整備 2,500
茨城県 土浦市 永国台町会 エアコン等備品の整備 2,200
茨城県 古河市 大和田下行政区 大鼓等等備品の整備 2,500
茨城県 石岡市 宮下町町内会 祭礼用備品の整備 2,500
茨城県 結城市 西の宮自治会 遊具等備品の整備 2,500
茨城県 龍ケ崎市 川原代ふれあい協議会 ステージの整備 2,500
茨城県 龍ケ崎市 龍ケ崎市 パトベスト等備品の整備 2,500
茨城県 下妻市 行田自治会 神輿等備品の整備 2,500
茨城県 常総市 本仲自治区 神輿の修繕 2,500
茨城県 常総市 宝町町内会 山車の整備 2,500
茨城県 北茨城市 富士ヶ丘区 ポール等備品の整備 2,500
茨城県 笠間市 日吉町区 山車修繕等備品の整備 2,500
茨城県 取手市 岡地区 エアコン等備品の整備 2,500
茨城県 牛久市 松ヶ丘行政区 ステージ等備品の整備 2,500
茨城県 つくば市 髙野台区会 ベンチ他備品の整備 1,300
茨城県 ひたちなか市 阿中学区明るく住みよい地域をつくる会 印刷機等備品の整備 2,500
茨城県 鹿嶋市 角内区 祭礼用ゆかた等備品の整備 2,500
茨城県 潮来市 芝宿区 大太鼓等備品の整備 2,500
茨城県 守谷市 西板戸井田園都市センター運営委員会 テレビ他備品の整備 1,000
茨城県 那珂市 向山自治会 エアコンの整備 1,200
茨城県 那珂市 戸崎自治会 パネル他備品の整備 1,100
茨城県 筑西市 神分自治会 エアコン等備品の整備 2,500
茨城県 坂東市 西坪行政区 山車の整備 2,500
茨城県 かすみがうら市戸崎区 山車の整備 2,500
茨城県 神栖市 本郷区 長胴太鼓等備品の整備 2,500
茨城県 行方市 内宿区 長胴太鼓等備品の整備 2,500
茨城県 鉾田市 借宿区 長胴太鼓等備品の整備 2,500
茨城県 茨城町 宮ヶ崎第六区 エアコン等備品の整備 2,400
茨城県 大子町 浅川のささら保存会 獅子頭等備品の整備 2,500
茨城県 八千代町 若行政区 宮太鼓等備品の整備 2,500
栃木県 宇都宮市 五代若松原地区まちづくり推進協議会 テント他備品の整備 2,500
栃木県 佐野市 山園地区コミュニティ推進協議会 簡易倉庫他備品の整備 1,500
栃木県 鹿沼市 南押原地区コミュニティ推進協議会 テーブル他備品の整備 2,500
栃木県 鹿沼市 見野自治会 太鼓他備品の整備 1,900
栃木県 日光市 今市地区自治会長会 発電機他備品の整備 2,500
栃木県 小山市 中河原自治会 山車他備品の整備 2,400
栃木県 真岡市 真岡地区地域公民館連絡協議会 エアコン他備品の整備 2,000
栃木県 真岡市 山前地区地域公民館連絡協議会 テレビ他備品の整備 2,100
栃木県 大田原市 大田原西地区自治公民館連絡協議会 テーブル他備品の整備 2,500
栃木県 矢板市 矢板市片岡地区コミュニティ推進協議会 簡易倉庫の整備 1,000
栃木県 那須塩原市 関谷下田野地区コミュニティづくり推進協議会 簡易倉庫他備品の整備 2,500
栃木県 那須塩原市 塩原温泉コミュニティ 簡易倉庫他備品の整備 2,500
栃木県 さくら市 喜連川公方太鼓 太鼓他備品の整備 1,900
栃木県 那須烏山市 横枕自治会 テーブル他備品の整備 2,500
栃木県 那須烏山市 日野町自治会 太鼓他備品の整備 2,500
栃木県 益子町 大沢本郷自治会 冷蔵庫他備品の整備 1,000
栃木県 茂木町 下砂田行政区 太鼓他備品の整備 2,500
栃木県 茂木町 下横町行政区 太鼓他備品の整備 2,500
栃木県 芳賀町 西水沼天満宮太々御神楽保存会 面他備品の整備 2,500
栃木県 岩舟町 岩舟武蔵太鼓会 太鼓他備品の整備 2,500
栃木県 塩谷町 玉生地区コミュニティ推進協議会 テント他備品の整備 2,500
群馬県 前橋市 桂萱地区自治会連合会 テント他備品の整備 2,500
群馬県 前橋市 城南地区自治会連合会 テント他備品の整備 2,500
群馬県 高崎市 歌川町山車保存会 緞帳幕の整備 2,500
群馬県 高崎市 飯塚町獅子舞保存会 獅子頭他備品の整備 2,500
群馬県 高崎市 高砂町町内会 山車の整備 1,600
群馬県 伊勢崎市 若葉町一区 エアコン他備品の整備 2,500
群馬県 伊勢崎市 本町一区 御輿の整備 2,500
群馬県 太田市 木崎地区区長会 エアコン他備品の整備 2,500
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群馬県 太田市 生品地区区長会 エアコン他備品の整備 2,500
群馬県 渋川市 渋川地区自治会連合会 印刷機他備品の整備 2,500
群馬県 藤岡市 日野地区区長会 テレビ他備品の整備 2,500
群馬県 富岡市 宮崎区 屋台の整備 2,500
群馬県 榛東村 第１６区自治会 エアコン他備品の整備 2,500
群馬県 上野村 上野村 太鼓他備品の整備 2,000
群馬県 下仁田町 旭町区 太鼓他備品の整備 1,600
群馬県 甘楽町 甘楽町第１２区 獅子頭他備品の整備 2,500
群馬県 中之条町 宮元町 山車他備品の整備 2,500
群馬県 嬬恋村 西窪区 やぐら他備品の整備 2,500
群馬県 草津町 滝下区 テント他備品の整備 1,500
群馬県 片品村 第８区 太鼓他備品の整備 2,500
群馬県 川場村 川場湯原区 冷蔵庫他備品の整備 1,400
群馬県 みなかみ町 おいで祭り実行委員会 太鼓他備品の整備 2,500
群馬県 みなかみ町 今宿壮建 御輿他備品の整備 2,100
群馬県 板倉町 板倉町 エアコン他備品の整備 2,000
群馬県 邑楽町 第26区(寺中)自治会 エアコン他備品の整備 2,500
埼玉県 川越市 藤間南自治会 テーブル他備品の整備 2,500
埼玉県 川越市 倉ヶ谷戸自治会 テーブル他備品の整備 2,500
埼玉県 熊谷市 伊勢町自治会 屋台の修繕 2,500
埼玉県 川口市 木曽呂第二町会 テント他備品の整備 2,500
埼玉県 川口市 大東町会 テント他備品の整備 2,500
埼玉県 川口市 安行町会 テーブル他備品の整備 2,500
埼玉県 行田市 向友会 まつり用品の整備 2,500
埼玉県 行田市 桜ヶ丘自治会 デスク他備品の整備 2,500
埼玉県 秩父市 取方桜井町会 秩父屋台囃子用太鼓他備品の整備 2,500
埼玉県 秩父市 上野町会 エアコン他備品の整備 2,500
埼玉県 所沢市 新所沢地区町会連合会 リヤカー他備品の整備 2,500
埼玉県 飯能市 本郷自治会 底抜け屋台の整備 2,500
埼玉県 加須市 花崎一丁目町内会 テント他備品の整備 2,400
埼玉県 本庄市 西富田自治会 お囃子用具の整備 2,400
埼玉県 東松山市 古凍自治会 神輿の修繕 2,500
埼玉県 東松山市 本三自治会 山車の修繕他備品の整備 2,500
埼玉県 春日部市 春日部市東中野区 コピー機他備品の整備 2,400
埼玉県 春日部市 豊町西地区 テーブル他備品の整備 2,500
埼玉県 春日部市 武里団地５街区町会 テレビ他備品の整備 2,500
埼玉県 狭山市 狭山台地区自治会連合会 テント他備品の整備 2,300
埼玉県 羽生市 新郷第３区 エアコン他備品の整備 2,500
埼玉県 鴻巣市 上閭自治会 半天他備品の整備 1,700
埼玉県 鴻巣市 加美町内会 半天他備品の整備 2,500
埼玉県 深谷市 下高島自治会 大人神輿他備品の整備 2,500
埼玉県 上尾市 今泉町会 テーブル他備品の整備 2,500
埼玉県 上尾市 中平塚町内会 テーブル他備品の整備 2,500
埼玉県 上尾市 公団住宅尾山台団地自治会 テーブル他備品の整備 2,500
埼玉県 越谷市 越谷市大沢地区自治会連合会 テント他備品の整備 2,500
埼玉県 戸田市 笹目１丁目町会 テーブル他備品の整備 2,500
埼玉県 戸田市 南原町会 エアコン他備品の整備 2,400
埼玉県 入間市 東金子地区区長会 ポップコーン機他備品の整備 2,500
埼玉県 桶川市 久保団地自治会 テーブル他備品の整備 1,900
埼玉県 久喜市 久喜市江面本田（第５１区）自治会 エアコン他備品の整備 2,500
埼玉県 久喜市 東一丁目祭典保存会 山車他備品の整備 2,500
埼玉県 久喜市 菖蒲神輿 神輿他備品の整備 2,500
埼玉県 北本市 北本１丁目自治会 山車の整備 2,500
埼玉県 八潮市 鶴ヶ曽根（二）町会 エアコン他備品の整備 1,300
埼玉県 富士見市 鶴瀬東2丁目南町会 神輿の整備 2,500
埼玉県 三郷市 東町みなみ町会 子供神輿他備品の整備 2,500
埼玉県 三郷市 番匠免町会 テント他備品の整備 2,400
埼玉県 蓮田市 綾瀬自治会 掲示板他備品の整備 2,500
埼玉県 坂戸市 関間第１区自治会 提灯他備品の整備 2,400
埼玉県 坂戸市 大字厚川 エアコン他備品の整備 2,000
埼玉県 日高市 日高市下鹿山区 まつり用品他備品の整備 2,500
埼玉県 吉川市 吉川市須賀自治会 カラオケ機他備品の整備 2,500
埼玉県 ふじみ野市 上野台自治会 会議用テーブル他備品の整備 2,500
埼玉県 白岡市 上野田第１行政区 音響放送設備他備品の整備 1,600
埼玉県 白岡市 篠津１神山行政区 締太鼓他備品の整備 2,400
埼玉県 毛呂山町 長瀬二区自治会 獅子頭他備品の整備 2,400
埼玉県 越生町 越生東二区　おまつりの会 獅子頭他備品の整備 2,500
埼玉県 小川町 下小川三区自治会 テーブル他備品の整備 2,400
埼玉県 吉見町 吉見町コミュニティづくり推進協議会 スピーカー他備品の整備 2,500
埼玉県 横瀬町 横瀬町第１５区会 照明設備他備品の整備 2,500
埼玉県 皆野町 三沢獅子舞保存会 獅子頭他の修繕 2,500
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埼玉県 小鹿野町 小鹿野１０区 和太鼓他備品の整備 2,500
埼玉県 美里町 古郡行政区 エアコン他備品の整備 2,500
埼玉県 神川町 神川町コミュニティ協議会 テント他備品の整備 1,100
埼玉県 上里町 四丁目行政区 テント他備品の整備 2,500
埼玉県 寄居町 本町町内会 神輿の修繕 2,500
埼玉県 宮代町 宮代台自治会 まつり用品他備品の整備 2,500
埼玉県 杉戸町 第２０区三本木町内会 太鼓他備品の整備 2,500
埼玉県 松伏町 みどり自治会 エアコン他備品の整備 2,500
千葉県 銚子市 潮鼓会 太鼓他備品の整備 2,500
千葉県 船橋市 子供和太鼓　高野太鼓 太鼓の整備 2,500
千葉県 館山市 川崎町内会 神輿の修繕 2,500
千葉県 木更津市 南方町区町内会 山車の修繕他備品の整備 2,500
千葉県 松戸市 和太鼓　金龍組 太鼓の修繕他備品の整備 2,500
千葉県 野田市 野田大杉ばやし社中 太鼓他備品の整備 2,500
千葉県 東金市 菱沼獅子連 太鼓他備品の整備 2,000
千葉県 旭市 萩園区 太鼓の整備 2,500
千葉県 習志野市 屋敷連合町会 テント他備品の整備 2,500
千葉県 勝浦市 新官区 神輿の修繕 1,800
千葉県 流山市 木自治会 LED防犯灯の整備 1,000
千葉県 我孫子市 四丁目祭礼委員会 山車の修繕他備品の整備 2,500
千葉県 君津市 人見自治会 神輿の修繕 2,500
千葉県 富津市 相野谷区 神輿備品他備品の整備 2,400
千葉県 四街道市 鹿渡二区自治会 太鼓他備品の整備 2,500
千葉県 八街市 大東区 太鼓他備品の整備 2,500
千葉県 印西市 古新田町内会 簡易倉庫他備品の整備 2,500
千葉県 白井市 白井市自治連合会 テント他備品の整備 2,300
千葉県 富里市 七栄連合区 音響設備の整備 2,500
千葉県 南房総市 松田区 山車の修繕 2,500
千葉県 香取市 川上区 神輿の修繕他備品の整備 2,400
千葉県 山武市 根蔵区囃子保存会 獅子舞用具の修繕他備品の整備 2,500
千葉県 いすみ市 夷隅町江川向自治会 神輿の修繕 1,300
千葉県 酒々井町 大鷲自治会 簡易倉庫他備品の整備 2,000
千葉県 多古町 塙区 臼他備品の整備 2,500
千葉県 東庄町 東今泉区 太鼓の整備 2,500
千葉県 九十九里町 九十九里大漁節保存会 踊り衣装の整備 2,300
千葉県 睦沢町 岩井区 草刈り機の整備 1,100
東京都 千代田区 千代田区神保町地区町会連合会 テント他備品の整備 2,400
東京都 港区 南麻布富士見町会 神輿の整備 2,500
東京都 新宿区 新宿区 氷削機他備品の整備 2,500
東京都 品川区 品川区 トランシーバー他備品の整備 2,100
東京都 大田区 矢口地区自治会連合会 テント他備品の整備 2,500
東京都 中野区 東中野五丁目小滝町会 神輿の修繕 2,500
東京都 杉並区 阿佐谷元六丁目町会 神輿他備品の整備 2,500
東京都 北区 岸町二丁目町会 神輿の購入 2,500
東京都 荒川区 荒川三丁目中央会 神輿の修繕 2,500
東京都 荒川区 東尾久四丁目中央町会 山車の修繕 2,500
東京都 荒川区 南千住瑞光町会 神輿の修繕 2,500
東京都 板橋区 稲荷台自治会 神輿他備品の整備 2,500
東京都 板橋区 清水北町会 神輿の修繕 2,500
東京都 足立区 梅田正和町会 神輿他備品の整備 2,400
東京都 八王子市 八王子市町会自治会連合会 会議テーブル他備品の整備 2,500
東京都 立川市 羽衣町二丁目北町会 太鼓他備品の整備 1,400
東京都 武蔵野市 けやきコミュニティ協議会 テレビ他備品の整備 2,500
東京都 三鷹市 三鷹駅周辺住民協議会 テーブル他活動備品の整備 2,500
東京都 青梅市 青梅市自治会連合会第１支会 パソコン他備品の整備 2,500
東京都 昭島市 昭島市自治会連合会 広報掲示板の整備 1,400
東京都 調布市 調布市 メッシュビブスの整備 1,000
東京都 町田市 町田市町内会・自治会連合会 トランシーバー他備品の整備 1,700
東京都 国立市 国立市東四丁目祭礼委員会 祭礼備品の整備 2,500
東京都 福生市 福生市 アンプ他備品の整備 2,500
東京都 狛江市 狛江市 エアコン他備品の整備 2,500
東京都 清瀬市 竹丘団地中央自治会 テーブル他備品の整備 2,100
東京都 武蔵村山市 武蔵村山市 机他備品の整備 2,100
東京都 あきる野市 あきる野市町内会自治会連合会 ＡＥＤ他備品の整備 2,500
東京都 日の出町 日の出町 簡易倉庫の整備 2,200
東京都 新島村 新島村自治会連合会 テント他備品の整備 2,500
東京都 小笠原村 小笠原村 テーブル他備品の整備 2,200
神奈川県 平塚市 豊田地区自治会連絡協議会 パソコン他備品の整備 2,400
神奈川県 鎌倉市 腰越地区町内自治会連合会 ワイヤレス放送機材他備品の整備 2,500
神奈川県 藤沢市 エスタテラ湘南台自治会 餅つきセット他備品の整備 2,500
神奈川県 小田原市 小田原市自治会総連合 印刷機他備品の整備 2,500
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都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成決定額
（千円）

神奈川県 茅ヶ崎市 香川自治会 長胴太鼓他備品の整備 2,100

神奈川県 秦野市
上地区みんなで住みよいまちづくり運動推進
委員会

簡易倉庫他備品の整備 2,500

神奈川県 厚木市 金田地区まちなみ推進委員会 芝刈機他備品の整備 1,000
神奈川県 大和市 大和市自治会連絡協議会 プリンター複合機他備品の整備 2,500
神奈川県 伊勢原市 伊勢原市 ワイヤレスアンプ他備品の整備 2,100
神奈川県 座間市 東原コミュニティセンター管理運営委員会 デスクトップパソコン他備品の整備 2,500
神奈川県 南足柄市 沼田自治会 やぐら他備品の整備 2,400
神奈川県 綾瀬市 綾瀬市 紙折り機他備品の整備 2,500
神奈川県 葉山町 葉山町一色第二町内会 公園遊具他備品の整備 2,200
神奈川県 大磯町 大磯町 かき氷機他備品の整備 1,600
神奈川県 中井町 井ノ口自治会連合会 音響機器他備品の整備 2,000
神奈川県 大井町 大井町自治会連合会 掲示板の整備 1,600
神奈川県 山北町 山北連合自治会 綿菓子機他備品の整備 1,900
神奈川県 開成町 開成町自治会長連絡協議会 エアコン他備品の整備 2,500
神奈川県 箱根町 箱根町仙石原地域自治会連合会 ストーブ他備品の整備 2,500
神奈川県 真鶴町 真鶴町自治会連合会 輪転機他備品の整備 2,500
神奈川県 愛川町 愛川町細野区会 長胴太鼓他備品の整備 2,500
神奈川県 清川村 清川村 コミュニティ活動備品の整備 1,500
新潟県 長岡市 蔵王二丁目町内会 神輿他備品の整備 2,500
新潟県 長岡市 飯塚中島区 宮太鼓他備品の整備 2,500
新潟県 長岡市 下山連合町内会 エアコン他備品の整備 2,500
新潟県 三条市 貝喰新田区自治会 簡易倉庫他備品の整備 1,100
新潟県 柏崎市 中通コミュニティ振興協議会 印刷機他備品の整備 2,500
新潟県 柏崎市 高浜コミュニティ振興協議会 ステージ他備品の整備 2,500
新潟県 新発田市 上三光自治会 神輿他備品の整備 2,500
新潟県 小千谷市 船岡町内会 まつり袢纏他備品の整備 2,500
新潟県 小千谷市 山谷坪野子供会 卓上形アンプ他備品の整備 2,500
新潟県 加茂市 加茂市天神林区 エアコン他備品の整備 2,500
新潟県 加茂市 秋房会 エアコン他備品の整備 2,400
新潟県 十日町市 北新田町内コミュニティ促進有志の会 神輿他備品の整備 2,500
新潟県 十日町市 稲葉集落会 祭礼のぼりさお支柱一式の整備 2,500
新潟県 見附市 今町酒田音頭保存会 太鼓他備品の整備 2,500
新潟県 村上市 岩船横新町区 祭り屋台の整備 2,500
新潟県 村上市 大須戸区 音響設備他備品の整備 2,300
新潟県 村上市 鳥屋区 獅子頭他備品の整備 2,500
新潟県 村上市 有明区 神輿他備品の整備 2,400
新潟県 村上市 岩船下大町町内会 太鼓他備品の整備 2,400
新潟県 燕市 分水小学校区まちづくり協議会 ステージの整備 2,500
新潟県 燕市 島上ヲミワケ太鼓 太鼓他備品の整備 2,400
新潟県 糸魚川市 青海竹のからかい保存会 法被他備品の整備 2,500
新潟県 妙高市 妙高市地域づくり協議会 印刷機等コミュニティ活動備品の整備 1,500
新潟県 五泉市 東本町ニ丁目町内会 パソコン他備品の整備 2,500
新潟県 五泉市 川内町内会 テレビ他備品の整備 2,200
新潟県 五泉市 寺本町内会 テレビ他備品の整備 2,200
新潟県 上越市 下牧町内会 除雪機の整備 2,200
新潟県 上越市 柿崎区水野町内会 除雪機の整備 2,200
新潟県 上越市 中野町内会 除雪機の整備 2,300
新潟県 上越市 ＮＰＯ法人三和区振興会 テントの整備 1,000
新潟県 上越市 北代町内会 防犯灯の整備 2,500
新潟県 上越市 達野町内会 除雪機の整備 2,500
新潟県 上越市 三ケ字連合会 防犯灯の整備 2,500
新潟県 阿賀野市 百津自治会 祭礼用備品の整備 2,500
新潟県 阿賀野市 稲荷町自治会 祭礼用備品の整備 2,500
新潟県 佐渡市 下り羽保存会 台車他備品の整備 2,500
新潟県 佐渡市 小泊活性化友の会 太鼓他備品の整備 2,300
新潟県 佐渡市 浜若連 提灯他備品の整備 2,200
新潟県 魚沼市 西名区 エアコン他備品の整備 1,800
新潟県 魚沼市 小庭名区 エアコン他備品の整備 1,100
新潟県 魚沼市 魚沼太鼓 附締太鼓他備品の整備 2,400
新潟県 南魚沼市 三分区 放送設備他備品の整備 2,500
新潟県 胎内市 西栄組山車保存会 山車の整備 2,500
新潟県 胎内市 北成田自治会 エアコン他備品の整備 1,400
新潟県 弥彦村 大字矢作 テント他備品の整備 2,500
新潟県 田上町 中店自治会 神輿他備品の整備 2,000
新潟県 田上町 四千堂 エアコン他備品の整備 2,400
新潟県 阿賀町 安用区 除雪機の整備 2,000
新潟県 阿賀町 柴倉区 除雪機の整備 2,000
新潟県 阿賀町 平瀬区 除雪機の整備 1,300
新潟県 出雲崎町 大字石井町町内会 祭礼備品の整備 2,500
新潟県 湯沢町 一之町町内会 街路灯の整備 2,500
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都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成決定額
（千円）

新潟県 津南町 子種自治会 除雪機の整備 2,300
新潟県 関川村 下関自治会 座卓他備品の整備 2,500
富山県 富山市 音川地区ふるさとづくり推進協議会 発電機他備品の整備 2,100
富山県 富山市 町村自治連合会 神輿他備品の整備 1,400
富山県 富山市 月岡校下自治振興会 パネル他備品の整備 2,500
富山県 高岡市 共盛会 胴幕他備品の整備 2,500
富山県 高岡市 加古川青年団 獅子頭他備品の整備 2,400
富山県 高岡市 北島青年団 獅子頭他備品の整備 2,500
富山県 高岡市 和田上町青年団 獅子頭他備品の整備 2,500
富山県 高岡市 舘ヶ丘獅子方保存会 獅子頭他備品の整備 2,500
富山県 高岡市 定塚町五丁目獅子舞保存会 獅子頭他備品の整備 2,500
富山県 高岡市 竹上がり物保存会 太鼓他備品の整備 2,500
富山県 氷見市 仏生寺地区地域づくり協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
富山県 氷見市 上田子自治会 遊具の整備 2,500
富山県 氷見市 氷見市自治振興委員連合会 プリンタ他備品の整備 2,500
富山県 黒部市 植木東区町内会 草刈機他備品の整備 1,400
富山県 黒部市 浦山自治振興会 パネル他備品の整備 1,800
富山県 黒部市 布施谷ふるさと活性化委員会 テント他備品の整備 2,300
富山県 砺波市 般若自治振興会 エアコン他備品の整備 2,500
富山県 小矢部市 柳町町内会 テーブル他備品の整備 2,500
富山県 小矢部市 赤倉自治会 神輿他備品の整備 2,400
富山県 南砺市 荒木自治会 テーブル他備品の整備 2,500
富山県 南砺市 川島町 座布団他備品の整備 1,500
富山県 南砺市 皆葎振興会 獅子舞用衣装他備品の整備 2,300
富山県 南砺市 田屋自治会 獅子舞用衣装他備品の整備 2,000
富山県 南砺市 岩木自治会 太鼓他備品の整備 2,500
富山県 南砺市 吉松集落自治会 獅子頭他備品の整備 2,500
富山県 射水市 西和導育団 獅子頭他備品の整備 2,400
富山県 射水市 東新町獅子舞保存会 獅子頭他備品の整備 2,500
富山県 射水市 浅井報徳地域振興会 煙霧器他備品の整備 2,100
富山県 立山町 東大森獅子舞保存会 獅子頭他備品の整備 2,500
富山県 入善町 青木中北自治会 掲示板他備品の整備 2,400
石川県 金沢市 米泉校下青年会 やぐらの整備 2,500
石川県 七尾市 大泊町町会 祭礼用具の整備 2,300
石川県 七尾市 祖浜町町会 祭礼用具の整備 2,200
石川県 小松市 正蓮寺町町内会 視聴覚設備及び機具の整備 1,800
石川県 輪島市 マリンタウンおもてなし委員会 テント他備品の整備 2,300
石川県 輪島市 気勝平町内会 公園遊具の整備 1,500
石川県 珠洲市 二本松区 除雪機他備品の整備 1,200
石川県 加賀市 塩屋町まちづくり推進協議会 獅子頭の整備 2,500
石川県 加賀市 山中青年団 獅子頭の整備 1,800
石川県 羽咋市 千路町会 祭礼用具の整備 2,500
石川県 羽咋市 千代町町会 神輿の修繕 2,500
石川県 かほく市 かほく市町会区長会連合会 遊具の整備 2,200
石川県 白山市 石川じょんがら保存会 太鼓、三味線の整備 2,500
石川県 津幡町 庄町青年団 祭礼用具の整備 2,500
石川県 内灘町 ハマナス町会 ステージの整備 2,500
石川県 志賀町 赤崎子供会 祭礼用具の整備 1,600
石川県 宝達志水町 柳瀬獅子舞保存会 祭礼用具の整備 2,500
石川県 宝達志水町 門前神輿保存会 神輿の修復 2,500
石川県 中能登町 金丸区 祭礼用具の整備 2,500
石川県 中能登町 福田区 祭礼用具の整備 2,500
石川県 穴水町 沖波区自治会 祭礼用具の整備 2,500
福井県 福井市 日之出地区自治会連合会 ステージの整備 2,500
福井県 福井市 国見地区自治会連合会 テント他備品の整備 2,200
福井県 福井市 文里子供太鼓 太鼓他備品の整備 2,200
福井県 小浜市 加斗夢づくりコミュニティ委員会 除雪機他備品の整備 2,500
福井県 小浜市 口名田むらづくり推進委員会 除雪機他備品の整備 2,500
福井県 小浜市 神田地区自治会 祭礼用具の整備 2,500
福井県 大野市 高砂町１区 みこし他備品の整備 2,500
福井県 大野市 水落町二区町内会 倉庫他備品の整備 2,500
福井県 勝山市 新町区 発電機他備品の整備 1,200
福井県 勝山市 旭町１丁目区 やぐら他備品の整備 2,500
福井県 鯖江市 あずま町内会 エアコン他備品の整備 2,200
福井県 鯖江市 下野田町町内会 エアコン他備品の整備 1,400
福井県 あわら市 金津祭山車保存会 山車の整備 2,500
福井県 越前市 王子保地区自治振興会 イス他備品の整備 2,500
福井県 越前市 南地区自治振興会 イス他備品の整備 2,400
福井県 越前市 ふくま振興会 イス他備品の整備 2,400
福井県 坂井市 中庄区 三味線他備品の整備 2,500
福井県 坂井市 三國會所 ゆかた他備品の整備 2,100

10



都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
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福井県 坂井市 磯部地区まちづくり協議会 テーブル他備品の整備 2,500
福井県 永平寺町 天龍太鼓　親の会 太鼓の整備 2,500
福井県 越前町 打越区 遊具の整備 2,500
福井県 美浜町 郷市区 遊具の整備 2,500
福井県 高浜町 若宮区 テント他備品の整備 1,800
福井県 おおい町 岡安区神楽保存会 太鼓他備品の整備 2,500
福井県 若狭町 大鳥羽区 ポールの整備 1,100
山梨県 富士吉田市 新倉太々神楽保存会 おかめ衣装他備品の整備 2,500
山梨県 大月市 絆粋 大太鼓の整備 1,300
山梨県 韮崎市 韮崎市 液晶テレビ他備品の整備 2,500
山梨県 南アルプス市 野牛島区 冷暖房機他備品の整備 2,100
山梨県 南アルプス市 古市場区 複写機他備品の整備 2,200
山梨県 北杜市 高根ふるさと太鼓保存会 太鼓修繕他備品の整備 2,500
山梨県 甲斐市 双葉唐松団地自治会 コピー機他備品の整備 2,500
山梨県 甲斐市 敷島台自治会 ステージ他備品の整備 2,500
山梨県 笛吹市 一宮町市之蔵区 会議用テーブル他備品の整備 2,200
山梨県 上野原市 甲斐之國上野原三頭太鼓 祭礼用長胴太鼓他備品の整備 2,500
山梨県 中央市 中央市 テント他備品の整備 1,000
山梨県 市川三郷町 三珠歌舞伎太鼓の会 桶胴太鼓他備品の整備 2,500
山梨県 市川三郷町 市川マップの会 展示用木目パネル他備品の整備 2,300
山梨県 身延町 西嶋区 神楽用獅子頭他備品の整備 2,400
山梨県 身延町 上大島区 神楽用獅子頭他備品の整備 1,300
山梨県 富士川町 天神中條区 LED灯他備品の整備 2,500
山梨県 富士川町 穂積を育てる会 屋外組立式テント他備品の整備 2,400
山梨県 道志村 和出村祭典委員会 イベント用テント他備品の整備 2,500
山梨県 山中湖村 旭日丘区 テント他備品の整備 1,000
山梨県 丹波山村 奥秋地区自治会 発電機他備品の整備 1,400
山梨県 丹波山村 下組地区自治会 座卓他備品の整備 2,500
長野県 長野市 八幡自治会 山車他お祭り用備品の整備 2,500
長野県 長野市 山崎区 映像設備他備品の整備 2,400
長野県 松本市 横沢地域町会 山車の修繕 2,500
長野県 松本市 七嵐町会 テント他備品の整備 1,800
長野県 上田市 矢沢自治会 獅子頭他お祭り用備品の整備 1,100
長野県 上田市 上田市 ステージ他備品の整備 2,500
長野県 岡谷市 橋原区 エアコン他備品の整備 1,800
長野県 飯田市 本町三丁目自治会 祭礼用備品の整備 2,500
長野県 飯田市 飯田市 ステージ他備品の整備 2,500
長野県 諏訪市 中金子区 テーブル他備品の整備 2,500
長野県 諏訪市 城南一丁目区 テーブル他備品の整備 2,000
長野県 須坂市 幸高町区 印刷機他備品の整備 2,500
長野県 小諸市 松井区 テーブル他備品の整備 2,400
長野県 伊那市 孤軍高遠城伝承会 袢天他備品の整備 1,500
長野県 駒ケ根市 中割区 アンプ他備品の整備 1,200
長野県 中野市 若宮区 テーブル他備品の整備 2,500
長野県 大町市 海の口自治会 獅子他お祭り用備品の整備 2,500
長野県 大町市 八日町自治会 法被他備品の整備 2,500
長野県 飯山市 上倉区 獅子頭他お祭り用備品の整備 2,300
長野県 飯山市 中町区 お祭り用屋台他備品の整備 2,400
長野県 茅野市 茅野市 椅子他備品の整備 2,500
長野県 塩尻市 上町町内会 祭礼用備品の整備 2,500
長野県 佐久市 十二町区 太鼓他備品の整備 2,500
長野県 千曲市 上町区 のぼり旗他備品の整備 1,500
長野県 千曲市 千曲市 やぐら他備品の整備 2,500
長野県 東御市 中八重原区 屋外放送設備の整備 2,500
長野県 東御市 中屋敷区 法被他備品の整備 2,400
長野県 安曇野市 立足区 会議用イス他備品の整備 2,500
長野県 佐久穂町 花さく太鼓愛好会 太鼓の整備 2,500
長野県 御代田町 小田井区 テント他備品の整備 1,000
長野県 御代田町 平和台区 テレビ他備品の整備 1,000
長野県 立科町 真蒲自治会 除雪機他備品の整備 1,400
長野県 立科町 西塩沢区 発電機他備品の整備 2,200
長野県 青木村 夫神神楽保存会 獅子頭他備品の整備 2,500
長野県 長和町 立岩自治会 ステージの整備 2,500
長野県 下諏訪町 下諏訪町 除雪機の整備 2,500
長野県 富士見町 小六区 テーブル他備品の整備 2,100
長野県 富士見町 平岡区 コピー機他備品の整備 2,100
長野県 辰野町 辰野町 除雪機の整備 2,300
長野県 箕輪町 木下区 冷暖房設備の整備 2,500
長野県 飯島町 荒田自治会 獅子頭他備品の整備 2,200
長野県 南箕輪村 久保区 屋内放送設備他備品の整備 2,400
長野県 南箕輪村 塩ノ井区 エアコン他備品の整備 2,100
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都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成決定額
（千円）

長野県 中川村 南田島地区 獅子頭他備品の整備 2,300
長野県 宮田村 町三区 公園遊具の整備 1,000
長野県 阿南町 深見諏訪・津島神社祇園祭り保存会 太鼓他お祭り用備品の整備 1,000
長野県 阿智村 中関区自治会 御輿の整備 1,900
長野県 平谷村 平谷村盆踊り保存会 ステージの整備 2,500
長野県 根羽村 根羽村 テント他備品の整備 1,400
長野県 泰阜村 泰阜村 除雪機他備品の整備 2,200
長野県 喬木村 伊久間区 太鼓他お祭り用備品の整備 2,500
長野県 豊丘村 堀越区 獅子幌他備品の整備 1,900
長野県 上松町 常盤町区 テレビ他備品の整備 1,300
長野県 木祖村 木祖村 テント他備品の整備 1,100
長野県 木曽町 新万郡区 テント他備品の整備 2,200
長野県 木曽町 門前区 パネル他備品の整備 2,500
長野県 麻績村 市野川区 のぼり旗他備品の整備 2,500
長野県 朝日村 朝日村 テント他備品の整備 2,300
長野県 筑北村 中村区 ポールの整備 2,400
長野県 池田町 内鎌自治会 綿菓子機他備品の整備 1,700
長野県 松川村 松川村 コピー機他備品の整備 2,500
長野県 小谷村 信州小谷太鼓 和太鼓の整備 2,500
長野県 小布施町 六川自治会 神楽の整備 2,500
長野県 高山村 高山村 除雪機他備品の整備 2,500
長野県 山ノ内町 穂波温泉区 法被他備品の整備 2,500
長野県 木島平村 大町区 獅子頭他備品の整備 2,500
長野県 野沢温泉村 虫生区 提灯他備品の整備 2,500
長野県 信濃町 古間区 テント他備品の整備 2,500
長野県 小川村 細越組 御神楽他備品の整備 2,500
長野県 飯綱町 寺村組 お祭り用旗竿の整備 2,500
長野県 栄村 小赤沢区 除雪機の整備 2,300
岐阜県 岐阜市 鶉自治会連合会 太鼓他備品の整備 2,500
岐阜県 関市 肥田瀬中村自治会 テーブル他備品の整備 2,000
岐阜県 関市 上肥田瀬自治会 テーブル他備品の整備 2,500
岐阜県 中津川市 大平区 エアコン他備品の整備 2,000
岐阜県 中津川市 蛭川振興会 テント他備品の整備 2,300
岐阜県 中津川市 大久手獅子保存会 獅子頭他備品の整備 2,500
岐阜県 羽島市 大浦区 エアコン他備品の整備 2,500
岐阜県 羽島市 小熊コミュニティセンター運営委員会 テント他備品の整備 2,000
岐阜県 羽島市 新生町自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,100
岐阜県 恵那市 山岡町自治連合会 テント備品の整備 2,100
岐阜県 美濃加茂市 宮西一自治会 テント他備品の整備 2,000
岐阜県 各務原市 各務原市自治会連合会 複写機の整備 2,500
岐阜県 可児市 桜ヶ丘自治会 太鼓他備品の整備 1,300
岐阜県 郡上市 郡上宝暦義民太鼓保存会 長胴太鼓他備品の整備 2,500
岐阜県 下呂市 尾崎第三区 除雪機の整備 1,600
岐阜県 下呂市 無数原区 除雪機の整備 1,500
岐阜県 岐南町 岐南町 遊具の整備 2,500
岐阜県 白川町 白川口自治協議会 放送設備他備品の整備 2,000
岐阜県 白川町 佐見地区まつり囃子保存会 太鼓他備品の整備 1,700
岐阜県 白川村 白川郷どぶろく祭り保存会 祭り用備品の整備 2,400
岐阜県 白川村 飯島区自治会 太鼓他備品の整備 2,300
静岡県 沼津市 沼津市自治会連合会 自治会掲示板の整備 2,500
静岡県 熱海市 栄町町内会 御仮屋の修繕 2,500
静岡県 三島市 泉町自治会 太鼓他備品の整備 2,500
静岡県 三島市 旭ヶ丘町内会 太鼓他備品の整備 2,500
静岡県 富士宮市 貴船区 太鼓他備品の整備 2,500
静岡県 富士宮市 大和区 太鼓他備品の整備 2,500
静岡県 伊東市 湯川三丁目町内会 山車他の修繕 2,500
静岡県 伊東市 松原湯端町町内会 半天等備品の整備 1,600
静岡県 島田市 ふるさと伊太を明るくする会 コピー機他備品の整備 1,900
静岡県 島田市 六合コミュニティ委員会 プリンター他備品の整備 2,200
静岡県 富士市 西宮島区町内会 太鼓他備品の整備 2,500
静岡県 富士市 吉原本町三丁目町内会 山車の修繕 2,500
静岡県 磐田市 石田組自治会 屋台水引幕他備品の整備 2,500
静岡県 磐田市 太郎馬自治会 屋台彫刻の整備 2,500
静岡県 焼津市 利右衛門自治会 エアコン他備品の整備 2,500
静岡県 焼津市 静岡県指定無形民俗文化財獅子木遣り保存 獅子頭胴幕等他備品の整備 1,200
静岡県 掛川市 飛鳥小区自治会 太鼓他備品の整備 2,500
静岡県 掛川市 菊浜区 太鼓他備品の整備 2,300
静岡県 藤枝市 時ケ谷第一町内会 テーブル他備品の整備 1,500
静岡県 藤枝市 三輪向原町内会 コピー機他備品の整備 1,200
静岡県 御殿場市 中清水区 エアコンの整備 1,200
静岡県 袋井市 太田自治会 テーブル他備品の整備 2,500
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静岡県 下田市 伊勢町区町内会 祭典用太鼓台の整備 2,500
静岡県 裾野市 須山三区自治会 アンプ他備品の整備 2,400
静岡県 裾野市 富岡地区区長会 テント他備品の整備 2,100
静岡県 湖西市 仲町町内会 太鼓他備品の整備 1,500
静岡県 湖西市 新所原自治会 祭典用屋台の整備 2,500
静岡県 伊豆市 元村区 テーブル他備品の整備 2,200
静岡県 御前崎市 比木原町内会 屋台人形他備品の整備 2,500
静岡県 菊川市 白岩段自治会 祭典用屋台他備品の整備 2,500
静岡県 伊豆の国市 多田区 コミュニティ広場用遊具の整備 2,500
静岡県 牧之原市 福岡区 太鼓他備品の整備 2,300
静岡県 東伊豆町 奈良本区 テーブル他備品の整備 2,500
静岡県 河津町 浜区 テーブル他備品の整備 2,500
静岡県 南伊豆町 石井区 エアコン他備品の整備 1,300
静岡県 西伊豆町 築地自治会 ポータブルアンプ他備品の整備 1,800
静岡県 長泉町 中土狩区 テーブル他備品の整備 2,500
静岡県 吉田町 北区第一町内会ｺﾐｭﾆﾃｨ推進協議会 テーブル他備品の整備 2,500
静岡県 森町 宮代西町内会 太鼓他備品の整備 2,500
静岡県 森町 下宿町内会 太鼓セット他備品の整備 2,500
愛知県 豊橋市 嵩山校区自治会 アルミテント他備品の整備 2,500
愛知県 豊橋市 汐田校区自治会 ノートパソコン他備品の整備 2,500
愛知県 瀬戸市 本地連区自治会 コピー機他備品の整備 2,500
愛知県 半田市 岩滑コミュニティ推進協議会 会議テーブル他備品の整備 2,400
愛知県 豊川市 中部西地区市民館運営委員会 エアコン他備品の整備 2,500
愛知県 豊川市 中条地区市民館運営委員会 屋外掲示板他備品の整備 2,500
愛知県 津島市 高台寺小学校区コミュニティ推進協議会 サウンドシステム他備品の整備 2,500
愛知県 津島市 東小学校区コミュニティ推進協議会 冷蔵庫他備品の整備 2,500
愛知県 碧南市 大浜地区 冷蔵庫他備品の整備 2,200
愛知県 碧南市 新川地区 ノートパソコン他備品の整備 2,500
愛知県 豊田市 旭地区コミュニティ会議 カメラ他備品の整備 2,500
愛知県 安城市 相生町内会 カラオケシステム他備品の整備 2,000
愛知県 西尾市 山口町内会 テレビ他備品の整備 2,200
愛知県 西尾市 中畑町町内会 エアコン他備品の整備 2,300
愛知県 蒲郡市 西町町内会 山車の修繕 2,500
愛知県 犬山市 犬山西地区コミュニティ推進協議会 簡易倉庫他備品の整備 2,500
愛知県 常滑市 山方区 山車の提灯の整備 2,200
愛知県 常滑市 宮山区 芝刈り機他備品の整備 2,300
愛知県 江南市 力長区 発電機他備品の整備 2,500
愛知県 江南市 ナビタウン江南Ⅱ町内会 テレビ他備品の整備 2,400
愛知県 小牧市 タウン本庄区 冷蔵庫他備品の整備 1,500
愛知県 稲沢市 大里東市民センター地区まちづくり推進協議 テント他備品の整備 2,500
愛知県 新城市 上平井区 テレビ他備品の整備 2,500
愛知県 東海市 平洲コミュニティ 掃除機他備品の整備 2,500
愛知県 大府市 大府コミュニティ推進協議会 テレビ他備品の整備 2,500
愛知県 知多市 旭南コミュニティ プリンター他備品の整備 2,500
愛知県 豊明市 二村台２区 テント他備品の整備 2,500
愛知県 田原市 泉校区コミュニティ協議会 太鼓他備品の整備 2,300
愛知県 田原市 亀山校区コミュニティ協議会 テント他備品の整備 2,400
愛知県 愛西市 小茂井地区コミュニティ推進協議会 テント他備品の整備 1,800
愛知県 愛西市 西保下平自治会 まといの整備 2,300
愛知県 清須市 鍋片コミュニティ 扇風機他備品の整備 2,500
愛知県 清須市 新清洲ブロック ゆかた他備品の整備 1,000
愛知県 北名古屋市 徳重自治会 テレビ他備品の整備 2,500
愛知県 北名古屋市 宇福寺自治会 パソコン他備品の整備 2,500
愛知県 あま市 丹波地区コミュニティ協議会 冷蔵庫他備品の整備 2,000
愛知県 あま市 花正地区コミュニティ協議会 テレビ他備品の整備 1,900
愛知県 豊山町 大門自治会 発電機他備品の整備 1,500
愛知県 大口町 豊田区 プロジェクター他備品の整備 2,500
愛知県 扶桑町 羽根西コミュニティ推進協議会 プリンター他備品の整備 2,500
愛知県 大治町 大治太鼓保存会 太鼓他備品の整備 2,500
愛知県 東浦町 南ヶ丘自治会 テーブル他備品の整備 2,400
愛知県 東浦町 東浦県営住宅自治会 ポップコーン機他備品の整備 2,500
愛知県 南知多町 南知多町　師崎地区 複合機他備品の整備 2,400
愛知県 南知多町 知多半島和太鼓こころ会 太鼓他備品の整備 2,500
愛知県 武豊町 和太鼓　鼓打舞 太鼓他備品の整備 2,500
愛知県 武豊町 玉貫東区 ステージ他備品の整備 2,500
愛知県 設楽町 田口地区コミュニティ推進委員会 ステージ他備品の整備 2,500
三重県 津市 石橋自治会 太鼓他備品の整備 2,500
三重県 津市 栗真小川町自治会 コピー機他備品の整備 2,400
三重県 津市 楠原区自治会 交流板の整備 1,600
三重県 四日市市 伝統文化普及太鼓「ゆう」 太鼓の整備 2,500
三重県 四日市市 水沢お諏訪おどり保存会 締め太鼓他備品の整備 1,400
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三重県 伊勢市 神薗町自治会 遊具の整備 2,300
三重県 伊勢市 村松町会 放送設備の整備 1,200
三重県 伊勢市 常磐西世古町内会 液晶プロジェクター他備品の整備 1,700
三重県 松阪市 嬉野宇気郷住民協議会 パネル他備品の整備 2,400
三重県 松阪市 小黒田町 野田自治会 ノートパソコン他備品の整備 1,800
三重県 桑名市 桑名石取祭保存会 鉦の整備 2,500
三重県 桑名市 野田地区自治会連合会 簡易倉庫他備品の整備 2,100
三重県 桑名市 希望ケ丘自治会連合会 防犯灯の整備 2,500
三重県 鈴鹿市 白子東町自治会 山車の修繕 2,500
三重県 鈴鹿市 国府町上区自治会 椅子他備品の整備 1,600
三重県 名張市 赤目まちづくり委員会 屋外掲示板他備品の整備 1,500
三重県 名張市 竜口区 テレビ他備品の整備 2,200
三重県 名張市 赤目町一ノ井区 獅子舞他備品の整備 2,300
三重県 名張市 長瀬区 屋外放送設備他備品の整備 2,200
三重県 尾鷲市 三木浦町内会 ユニカール設備他備品の整備 2,500
三重県 亀山市 昼生地区まちづくり協議会 やぐら他備品の整備 2,100
三重県 亀山市 亀山市地区コミュニティ連絡協議会 ノートパソコンの整備 2,500
三重県 鳥羽市 高丘町内会 テレビ他備品の整備 2,500
三重県 鳥羽市 大明西町町内会 テレビ他備品の整備 2,500
三重県 鳥羽市 さくらが丘自治会 テレビ他備品の整備 1,900
三重県 いなべ市 川合自治会 太鼓の修繕 2,400
三重県 いなべ市 東一色自治会 公園遊具の整備 2,500
三重県 いなべ市 大字山口区 エアコンの整備 1,700
三重県 志摩市 立神自治会 印刷機他備品の整備 1,300
三重県 志摩市 塩屋地区自治会 テーブル他備品の整備 1,400
三重県 志摩市 畔名自治会 テーブル他備品の整備 2,100
三重県 伊賀市 比自岐地区住民自治協議会 音響設備他備品の整備 2,400
三重県 伊賀市 中馬野区 テレビ他備品の整備 2,500
三重県 伊賀市 白樫自治会 炊き出し器他備品の整備 2,400
三重県 伊賀市 坂下区 パソコン他備品の整備 2,400
三重県 多気町 四疋田自治会 テーブル他備品の整備 2,300
三重県 明和町 明宝苑自治会 スピーカー他備品の整備 1,000
三重県 明和町 大淀三世古自治会 山車の修繕 2,500
三重県 大台町 下楠区 遊具の整備 2,200
三重県 大台町 宮野区 遊具の整備 1,500
三重県 南伊勢町 迫間浦区 液晶テレビ他備品の整備 2,400
三重県 南伊勢町 神前浦区 トランシーバー他備品の整備 2,500
三重県 南伊勢町 切原区 掲示板他備品の整備 2,500
三重県 紀北町 白浦大白まつり祭典委員会 山車の修繕 1,700
三重県 紀北町 海山芸能道場賀楽多 太鼓他備品の整備 2,500
滋賀県 大津市 瀬田学区自治連合会 子ども神輿の整備 2,500
滋賀県 大津市 北船路自治会 子ども神輿の整備 2,500
滋賀県 彦根市 山之脇町自治会 子ども神輿の整備 1,400
滋賀県 彦根市 本町二丁目自治会 神輿・太鼓の修繕 2,500
滋賀県 彦根市 開出今町内会 遊具の整備 2,500
滋賀県 長浜市 月見ケ丘自治会 除雪機の整備 1,600
滋賀県 長浜市 神照町自治会 遊具の整備 2,500
滋賀県 長浜市 山階町自治会 遊具の整備 2,500
滋賀県 近江八幡市 老蘇学区まちづくり協議会 机他備品の整備 2,500
滋賀県 近江八幡市 竹町自治会 子ども神輿の整備 2,200
滋賀県 近江八幡市 末広町8丁目自治会 子ども神輿の整備 2,500
滋賀県 草津市 玄甫町町内会 子ども御輿他備品の整備 2,500
滋賀県 甲賀市 毛枚区自治会 複合機他備品の整備 1,800
滋賀県 甲賀市 川西区自治会 チェーンソー他備品の整備 2,400
滋賀県 野洲市 妓王まちづくり推進協議会 簡易倉庫他備品の整備 2,500
滋賀県 野洲市 乙窪自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,000
滋賀県 湖南市 三雲学区まちづくり協議会 簡易倉庫他備品の整備 2,500
滋賀県 湖南市 水戸学区まちづくり協議会 芝刈り機他備品の整備 2,400
滋賀県 高島市 針江区 和太鼓の整備 2,500
滋賀県 高島市 青柳区 和太鼓の整備 2,500
滋賀県 東近江市 八日市地区自治会連合会 テント他備品の整備 2,500
滋賀県 東近江市 五個荘地区まちづくり協議会 パネル他備品の整備 2,500
滋賀県 米原市 池下区 除雪機の整備 1,400
滋賀県 米原市 清滝区 エアコン他備品の整備 1,300
滋賀県 日野町 中在寺区 遊具の整備 2,500
滋賀県 日野町 大字上野田区 倉庫他備品の整備 2,500
滋賀県 竜王町 川守自治会 液晶テレビ他備品の整備 2,500
滋賀県 竜王町 弓削自治会 草刈機他備品の整備 2,500
滋賀県 愛荘町 上蚊野自治会 発電機他備品の整備 2,500
滋賀県 愛荘町 宮後自治会 太鼓他備品の整備 2,500
滋賀県 豊郷町 四十九院区 椅子他備品の整備 2,500
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滋賀県 甲良町 尼子区 LED照明器具他備品の整備 1,900
滋賀県 多賀町 栗栖区 除雪機械の整備 2,400
京都府 福知山市 土師新町南自治会 コンビネーション遊具の整備 2,400
京都府 福知山市 大江太鼓 太鼓の修繕 2,000
京都府 綾部市 上原町自治会 祭用太鼓の整備 2,500
京都府 宇治市 宇治市 遊具他備品の整備 1,300
京都府 宮津市 宮津西部地区神楽芸能保存会 獅子頭他備品の整備 2,500
京都府 宮津市 日置上自治会 獅子頭他備品の整備 1,800
京都府 宮津市 里波見自治会 エアコンの整備 1,400
京都府 宮津市 宮津市 除雪機の整備 2,500
京都府 亀岡市 亀岡市 防犯灯の整備 1,900
京都府 城陽市 城陽市青谷コミュ二ティセンター運営委員会 テーブル他備品の整備 2,500
京都府 八幡市 和っ鼓 長胴太鼓他備品の整備 2,500
京都府 京田辺市 河原区 和机他備品の整備 2,200
京都府 京丹後市 奥大野区 簡易倉庫他備品の整備 2,500
京都府 京丹後市 田村地区活性化協議会 移動用放送設備他備品の整備 2,500
京都府 木津川市 不二荘園自治会 掲示板他備品の整備 1,300
京都府 木津川市 橋本町町会 エアコン他備品の整備 1,100
京都府 久御山町 田井自治会 神輿他備品の整備 2,400
京都府 井手町 井手町 テント他備品の整備 2,500
京都府 精華町 菅井自治会 子供用神輿他備品の整備 2,300
京都府 伊根町 朝妻地区区長協議会 除雪機他備品の整備 2,300
京都府 与謝野町 明石区 ノートパソコン他備品の整備 2,500
京都府 与謝野町 薮後区 神楽鈴他の修繕 2,500
京都府 与謝野町 三河内地区 水引幕他備品の整備 2,500
大阪府 岸和田市 八木地区市民協議会 印刷機他備品の整備 2,500
大阪府 池田市 新町会 地車の整備 2,500
大阪府 泉大津市 泉大津市自治会連合会 印刷機他備品の整備 2,500
大阪府 貝塚市 貝塚市町会連合会 掲示板他備品の整備 2,500
大阪府 守口市 八番地車会 太鼓の整備 2,500
大阪府 枚方市 枚方市コミュニティ連絡協議会 アンプ他備品の整備 2,300
大阪府 茨木市 安威地区自治会連絡協議会 ステージの整備 2,500
大阪府 八尾市 八尾市 テレビ他備品の整備 2,500
大阪府 泉佐野市 泉佐野市町会連合会 掲示板の整備 1,100
大阪府 大東市 楠の里連合自治会 放送設備の整備 2,400
大阪府 和泉市 和泉市町会連合会 テレビ他備品の整備 2,500
大阪府 箕面市 箕面市 テーブル他備品の整備 2,500
大阪府 柏原市 本郷区運営委員会 太鼓他備品の整備 2,500
大阪府 高石市 高石市 エアコン他備品の整備 1,600
大阪府 藤井寺市 藤井寺市区長会 アンプ他備品の整備 2,500
大阪府 東大阪市 鴻池東校区自治連合会 簡易倉庫他備品の整備 2,500
大阪府 泉南市 岡中区 やぐらコマの整備 2,500
大阪府 四條畷市 なわて子ども太鼓教室実行委員会 和太鼓他備品の整備 2,200
大阪府 阪南市 桜ヶ丘自治会 コピー機他備品の整備 1,700
大阪府 能勢町 森上区自治会 地車の整備 2,500
大阪府 岬町 淡輪１６区 テーブル他備品の整備 2,500
大阪府 河南町 河南町中村地区自治連絡会 地車コマ他備品の整備 2,500
大阪府 千早赤阪村 小吹台自治会 テント他備品の整備 2,200
兵庫県 姫路市 豊富地区連合自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
兵庫県 洲本市 物部連合町内会 神輿の修繕 2,500
兵庫県 豊岡市 田鶴野地区区長会 長胴太鼓他備品の整備 2,500
兵庫県 加古川市 厄神屋台実行委員会 子供神輿の整備 2,500
兵庫県 赤穂市 上高谷自治会 パソコン他備品の整備 2,000
兵庫県 西脇市 前島町 太鼓屋台の修繕 2,500
兵庫県 西脇市 黒田庄津万井 布団屋台の修繕 2,500
兵庫県 三木市 花尻八雲会 屋台の修繕 2,500
兵庫県 高砂市 中筋１丁目自治会 プロジェクター他備品の整備 1,000
兵庫県 高砂市 中島自治会 エアコン他備品の整備 1,900
兵庫県 篠山市 くもべまちづくり協議会 冷蔵庫他備品の整備 1,900
兵庫県 養父市 建屋校区自治協議会 プロジェクター他備品の整備 2,500
兵庫県 養父市 町区 除雪機他備品の整備 2,500
兵庫県 丹波市 柏原自治協議会 エアコン他備品の整備 2,500
兵庫県 南あわじ市 土井自治会 だんじり用五段布団他備品の整備 2,500
兵庫県 南あわじ市 安住寺自治会 だんじり用提灯他備品の整備 2,500
兵庫県 朝来市 奥銀谷地域自治協議会 ステージ他備品の整備 2,500
兵庫県 淡路市 札場町内会 だんじりの修繕 2,500
兵庫県 多可町 上三原 太鼓他備品の整備 2,500
兵庫県 稲美町 菊徳自治会 子供神輿他備品の整備 2,500
兵庫県 播磨町 古宮連合自治会 獅子頭他備品の整備 2,500
兵庫県 市川町 鶴居区 空調設備の整備 1,400
兵庫県 神河町 長谷地区の振興を考える会 テント他備品の整備 2,500
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兵庫県 太子町 斑鳩ふるさとまちづくり協議会 テント他備品の整備 1,700
奈良県 橿原市 今井地区自治委員会 だんじり他備品の修繕 2,100
奈良県 橿原市 新賀自治会 テレビ他備品の整備 2,500
奈良県 橿原市 山之坊町自治会 テレビ他備品の整備 1,900
奈良県 桜井市 忍阪区 アンプ他備品の整備 2,500
奈良県 桜井市 岩坂区 複合機他備品の整備 1,300
奈良県 桜井市 大福・吉備区会 テント他備品の整備 2,500
奈良県 御所市 栗阪自治会 放送設備他備品の整備 1,300
奈良県 御所市 柏原北方区自治会 テント他備品の整備 1,900
奈良県 香芝市 香芝・旭ヶ丘ニュータウン自治会 御輿他備品の整備 2,400
奈良県 宇陀市 小附一区自治会 冷蔵庫他備品の整備 2,400
奈良県 宇陀市 おおうだ南部地域まちづくり協議会 テレビ他備品の整備 1,800
奈良県 宇陀市 室生連合自治会 複合機他備品の整備 2,500
奈良県 宇陀市 天満台西２丁目自治会 簡易倉庫他備品の整備 1,100
奈良県 宇陀市 古市場自治会 エアコン他備品の整備 2,500
奈良県 三郷町 信貴ヶ丘自治会 エアコン他備品の整備 1,800
奈良県 三郷町 勢野自治連合会 テレビ他備品の整備 1,700
奈良県 三宅町 三宅町 テント他備品の整備 2,500
奈良県 三宅町 三河自治会 エアコン他備品の整備 2,400
奈良県 広陵町 大垣内区 祭礼備品他備品の修繕 2,500
奈良県 黒滝村 黒滝村 除雪機他備品の整備 1,100
奈良県 十津川村 武蔵青年会 やぐら他備品の整備 1,200
和歌山県 和歌山市 湊御殿三丁目自治会 車椅子他備品の整備 1,200
和歌山県 海南市 原野地区自治会 イベント用具の整備 1,200
和歌山県 橋本市 賢堂区 太鼓他備品の整備 2,200
和歌山県 有田市 高田自治会 太鼓他備品の整備 2,400
和歌山県 御坊市 森岡区 太鼓他備品の整備 2,500
和歌山県 田辺市 三栖町内会 獅子頭他備品の整備 2,100
和歌山県 かつらぎ町 四郷千両太鼓育成クラブ 太鼓他備品の整備 2,500
和歌山県 かつらぎ町 敷地町内会 クリーンボックスの整備 2,300
和歌山県 湯浅町 山田区 太鼓他備品の整備 2,400
和歌山県 有田川町 糸野区 太鼓他備品の整備 2,500
和歌山県 美浜町 和田東中地区会 山車の整備 2,500
和歌山県 日高町 荊木区 幟他備品の整備 2,500
和歌山県 日高町 谷口区 屋台の整備 2,400
和歌山県 印南町 島田区 太鼓他備品の整備 2,500
和歌山県 みなべ町 東本庄区 獅子頭他備品の整備 2,300
和歌山県 みなべ町 西本庄区 だんじりの整備 2,400
和歌山県 日高川町 坂本区 屋台他備品の整備 2,500
和歌山県 白浜町 田野井区 太鼓他備品の整備 2,400
和歌山県 上富田町 朝来青年団第四支部 太鼓他備品の整備 2,500
和歌山県 すさみ町 掘切区 獅子頭他備品の整備 2,400
和歌山県 那智勝浦町 大野保郷会 法被他備品の整備 1,300
鳥取県 鳥取市 金沢集落 獅子頭他備品の整備 1,900
鳥取県 鳥取市 岩倉新道町内会 公園遊具の整備 1,500
鳥取県 米子市 大和地区自治会長連合会 アンプ他備品の整備 2,500
鳥取県 倉吉市 宮川町２丁目自治公民館 テレビ他備品の整備 1,300
鳥取県 倉吉市 河来見自治公民館 除雪機整備 2,000
鳥取県 境港市 大正町自治会 テント他備品の整備 2,400
鳥取県 境港市 福定町自治会 アンプ他備品の整備 2,300
鳥取県 岩美町 小田地区自治会 テント他備品の整備 2,500
鳥取県 岩美町 塩谷集落 除雪機整備 2,300
鳥取県 若桜町 大野自治会 エアコン他備品の整備 1,600
鳥取県 八頭町 北山集落 テレビ他備品の整備 2,500
鳥取県 八頭町 坂田集落 座卓他備品の整備 2,500
鳥取県 八頭町 上町集落 半纏他備品の整備 2,400
鳥取県 三朝町 みささ村地域協議会 テント他備品の整備 2,200
鳥取県 湯梨浜町 長瀬東部区 テレビ他備品の整備 1,400
鳥取県 湯梨浜町 久留東区 公民館備品整備 2,200
鳥取県 琴浦町 大熊自治会 テント他備品の整備 1,300
鳥取県 琴浦町 浦安５区 除雪機他備品の整備 1,100
鳥取県 北栄町 弓原自治会 除雪機他備品の整備 2,500
鳥取県 北栄町 土下自治会 テレビ他備品の整備 1,900
鳥取県 大山町 大雀集落 フェンス他備品の整備 1,800
鳥取県 大山町 別所自治会 除雪機整備 2,300
鳥取県 南部町 御内谷区 発電機他備品の整備 2,500
鳥取県 南部町 上阿賀区 公園遊具の整備整備 2,300
鳥取県 伯耆町 福永区自治会 除雪機他備品の整備 2,500
鳥取県 伯耆町 金屋谷区自治会 除雪機他備品の整備 2,300
鳥取県 江府町 本町二丁目集落 テレビ他備品の整備 2,100
鳥取県 江府町 宮ノ前集落 除雪機他備品の整備 1,600
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島根県 松江市 島根地区自治会連合会 太鼓他備品の整備 2,300
島根県 松江市 川部町内会 除雪機他備品の整備 1,200
島根県 松江市 津田地区町内会自治会連合会 ステージ他備品の整備 2,500
島根県 浜田市 久佐地区まちづくり振興会 放送設備他備品の整備 2,500
島根県 浜田市 下古市集落 テーブル他備品の整備 2,000
島根県 浜田市 有福神楽保持者会 神楽衣装他備品の整備 2,500
島根県 出雲市 出雲神代神楽伊野保存会 太鼓他備品の整備 2,500
島根県 出雲市 直江町親子会 みこしの整備 1,100
島根県 益田市 多田神楽保存会 神楽用衣装の整備 2,500
島根県 益田市 田囃子保存会「道川ゆうゆう会」 太鼓他備品の整備 2,500
島根県 大田市 忍原神楽団 神楽衣装他備品の整備 2,500
島根県 大田市 五十猛町自治協議会 テント他備品の整備 2,100
島根県 江津市 松平たすけ愛協議会 音響設備他備品の整備 1,600
島根県 雲南市 雲見の里いいし コミュニティ活動備品の整備 1,700
島根県 雲南市 田井地区振興協議会 除雪機他備品の整備 1,000
島根県 奥出雲町 阿井地区福祉振興協議会 ステージ他備品の整備 2,500
島根県 奥出雲町 下阿井押輿まつり保存会 神輿の整備 2,100
島根県 飯南町 谷自治振興会 ステージ他備品の整備 2,500
島根県 川本町 因原自治会 発電機他備品の整備 2,400
島根県 川本町 三原地区連合自治会 放送設備他備品の整備 2,400
島根県 美郷町 潮・曲利連合自治会 電飾他備品の整備 2,200
島根県 美郷町 地頭所神楽団 神楽他備品の整備 2,500
島根県 邑南町 下大畑区　戸主会 除雪機の整備 1,900
島根県 津和野町 麓耕自治会 炭窯他備品の整備 1,700
島根県 吉賀町 朝倉自治会長会 仮設トイレ他備品の整備 1,200
島根県 吉賀町 福川自治会 テーブル他備品の整備 2,500
島根県 隠岐の島町 八田区 複合機他備品の整備 1,900
島根県 隠岐の島町 都万目集落 アンプ他備品の整備 1,900
岡山県 倉敷市 呉妹地区まちづくり推進協議会 千歳楽の整備 2,500
岡山県 倉敷市 山地町内会 祭り備品の整備 2,500
岡山県 倉敷市 亀山公民館 祭り備品の整備 2,500
岡山県 倉敷市 西阿知町新田公民館 祭り備品の整備 2,200
岡山県 倉敷市 倉敷市児島下の町田和自治会 山車の整備 2,500
岡山県 倉敷市 平田町内会 屋外放送設備の整備 1,100
岡山県 津山市 津山市連合町内会城東支部 太鼓他備品の整備 2,400
岡山県 津山市 津山市連合町内会東津山支部 ＡＶ機器他備品の整備 2,500
岡山県 玉野市 レイク玉原町内会 机他備品の整備 1,100
岡山県 玉野市 広岡区 放送設備の整備 2,400
岡山県 笠岡市 馬飼地区自治振興会 屋外放送設備の整備 1,400
岡山県 笠岡市 大島の傘踊り保存会 やぐら他備品の整備 2,200
岡山県 高梁市 津川地域まちづくり推進員委員会 音響機器他備品の整備 1,700
岡山県 高梁市 高梁地域まちづくり推進委員会 テント他備品の整備 1,100
岡山県 高梁市 中井備中かぐら太鼓保存育成会 太鼓他備品の整備 2,500
岡山県 新見市 本郷婦人会 音響機器他備品の整備 2,500
岡山県 新見市 大田地区ふるさと振興協議会 音響機器等の整備 2,400
岡山県 新見市 上市地域振興会 神輿、祭り用品等の整備 2,400
岡山県 備前市 備前市日生町寒河コミュニティ推進協議会 地区内掲示板の設置 2,500
岡山県 備前市 北方区 エアコン他備品の整備 2,100
岡山県 備前市 福原商店会 音響設備等の整備 2,000
岡山県 瀬戸内市 中浦区自治会 御輿の整備 2,500
岡山県 赤磐市 是里むら テント他備品の整備 1,000
岡山県 赤磐市 東軽部区 簡易倉庫他備品の整備 2,300
岡山県 真庭市 若代・下岩コミュニティ協議会 御輿の整備 2,500
岡山県 浅口市 駅胡麻屋千歳楽保存会平成会 千歳楽の修繕 2,500
岡山県 和気町 和気区町おこし会 御輿の整備 2,300
岡山県 矢掛町 山田地区自治協議会 祭礼用具の整備 1,900
岡山県 新庄村 戸島地区 御輿の整備 1,100
岡山県 美咲町 大垪和協働のまちづくり協議会 ステージの整備 2,500
広島県 呉市 東川原石町自治会 屋外用放送設備の整備 2,000
広島県 呉市 阿賀町大坪谷自治会 屋外用放送設備の整備 2,300
広島県 竹原市 竹原第２地区協働のまちづくりネットワーク 簡易倉庫他備品の整備 2,500
広島県 竹原市 竹原町並保存会 提灯他備品の整備 2,500
広島県 三原市 和太鼓　永遠―ＴＯＷＡ― 和太鼓他備品の整備 2,500
広島県 三原市 須波コミュニティセンター運営委員会 印刷機他備品の整備 1,500
広島県 尾道市 河内地区みあがり踊り保存会 太鼓の整備 2,400
広島県 尾道市 中庄区長会 ステージ他備品の整備 2,500
広島県 福山市 日吉台学区まちづくり推進委員会 エアコン他備品の整備 2,400
広島県 府中市 元町町内会 太鼓他備品の整備 2,500
広島県 三次市 吉舎町自治振興連合会 テント他備品の整備 2,500
広島県 三次市 布野おんな太鼓 太鼓他備品の整備 2,500
広島県 庄原市 西城自治振興区 テーブル他備品の整備 2,500
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広島県 庄原市 亀谷自治会 テント他備品の整備 1,100
広島県 大竹市 新町三丁目自治会 テーブル他備品の整備 2,100
広島県 大竹市 本町２丁目自治会 テーブル他備品の整備 1,500
広島県 東広島市 風早自治協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
広島県 東広島市 草が城の里・河戸自治協議会 拡声器他備品の整備 1,500
広島県 廿日市市 友和地区コミュニティ推進協議会 テント他備品の整備 1,100
広島県 廿日市市 平良地区コミュニティ パソコン他備品の整備 1,000
広島県 安芸高田市 川根振興協議会 エアコン他備品の整備 2,500
広島県 安芸高田市 上佐一心会 ワイヤレスマイク他備品の整備 2,500
広島県 江田島市 是長１自治会 街路灯他備品の整備 2,400
広島県 江田島市 三吉Ⅰ自治会 パソコン他備品の整備 2,000
広島県 府中町 緑ｹ丘町内会 掲示板の整備 1,100
広島県 府中町 江本寺町内会 エアコン他備品の整備 1,300
広島県 海田町 海田町自治会連合会 掲示板の整備 1,400
広島県 熊野町 熊野町老人クラブ連合会 パネル他備品の整備 2,300
広島県 坂町 坂町住民福祉連絡協議会 屋外用放送設備の整備 1,500
広島県 北広島町 千代田地域づくり協議会 テーブル他備品の整備 1,600
広島県 北広島町 豊平地域自治振興会 テントの整備 2,400
広島県 大崎上島町 三里浜区 エアコン他備品の整備 2,500
広島県 大崎上島町 原田区 エアコン他備品の整備 2,500
広島県 世羅町 伊尾小谷地区コミュニティづくり推進協議会 ワイヤレスマイク他備品の整備 1,900
広島県 世羅町 昭和町組合 神輿他備品の整備 2,500
広島県 神石高原町 上組地域を発展させる会 マイク他備品の整備 2,400
広島県 神石高原町 高光自治振興会 マイク他備品の整備 2,000
山口県 下関市 下関市菊川町ふるさとづくり推進協議会 折りたたみテーブルの整備 1,200
山口県 宇部市 宇部市コミュニティ推進地区連絡協議会 テーブル他活動備品の整備 2,500
山口県 山口市 白石地区地域づくり協議会 簡易倉庫他活動備品の整備 2,500
山口県 山口市 おおどのコミュニティ協議会 音響設備他活動備品の整備 2,500
山口県 萩市 須佐地域ふるさとづくり協議会 アンプ他活動備品の整備 2,500
山口県 萩市 小川地区コミュニティ協議会 長机他活動備品の整備 2,400
山口県 防府市 防府市コミュニティ推進連絡会議 テント他活動備品の整備 2,500
山口県 上関町 上関町ふるさとづくり推進会議 音響設備他活動備品の整備 2,500
山口県 下松市 久保地区自治会連合会 簡易倉庫他活動備品の整備 2,500
山口県 岩国市 岩国市自治会連合会 パソコン他活動備品の整備 2,500
山口県 岩国市 山代神楽連絡協議会 舞台幕他活動備品の整備 2,300
山口県 光市 光市連合自治会協議会 テント他活動備品の整備 2,500
山口県 長門市 くじらと島想い パソコン他活動備品の整備 2,400
山口県 周防大島町 大島地区自治会連絡協議会 エアコン他活動備品の整備 2,000
山口県 柳井市 日積地区コミュニティ協議会 ステージ他活動備品の整備 2,500
山口県 美祢市 伊佐地区子ども会育成連絡協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
山口県 美祢市 荒川地区自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,400
山口県 周南市 勝間コミュニティ推進協議会 ステージ他活動備品の整備 2,500
山口県 山陽小野田市 山陽小野田市ふるさとづくり協議会 テント他活動備品の整備 2,500
山口県 田布施町 田布施町自治会連絡協議会 簡易倉庫他活動備品の整備 2,500
山口県 阿武町 奈古寿齢クラブ連絡協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
徳島県 徳島市 藝茶楽 大太鼓他備品の整備 2,500
徳島県 徳島市 渭北街づくり協議会 大太鼓他備品の整備 2,500
徳島県 鳴門市 市場獅子舞保存会 獅子頭他備品の整備 2,500
徳島県 小松島市 椋崎拍子保存会 染水引幕他備品の整備 2,500
徳島県 阿南市 橘東地区町内会 胴長大太鼓他備品の整備 2,000
徳島県 吉野川市 川島若連 屋台の整備 2,500
徳島県 吉野川市 瀬詰地区秋祭り実行委員会 宮太鼓他備品の整備 2,500
徳島県 吉野川市 特定非営利活動法人　美郷宝さがし探検隊 LED投光器他備品の整備 2,000
徳島県 阿波市 一条神社秋祭り君が代会屋台組 屋台の修繕他備品の整備 2,500
徳島県 美馬市 美馬市 高座椅子他備品の整備 2,500
徳島県 三好市 吉野連 大太鼓他備品の整備 2,500
徳島県 勝浦町 横瀬区 テーブル他備品の整備 1,600
徳島県 上勝町 上勝町 除雪機の整備 2,500
徳島県 上勝町 中津賀くるまざ会議 アンプ他備品の整備 2,500
徳島県 佐那河内村 佐那河内中畑･蝮塚・奥野々獅子保存会 獅子頭他備品の整備 2,500
徳島県 那賀町 辺川谷地区自治会 大太鼓他備品の整備 1,700
徳島県 那賀町 延野地区コミュニティ推進協議会 イス他備品の整備 1,300
徳島県 美波町 山河内公民館 御輿の修繕 2,500
徳島県 美波町 志和岐町内会 御輿の整備 2,500
徳島県 海陽町 角坂校友会 ステージ他備品の整備 2,500
徳島県 上板町 本流豆狸連 大太鼓他備品の整備 2,500
徳島県 つるぎ町 つるぎ町 エバーマット他備品の整備 2,000
徳島県 東みよし町 東みよし町 テント他備品の整備 2,500
香川県 高松市 円座校区コミュニティ協議会 イス他備品の整備 1,500
香川県 高松市 十河校区コミュニティ協議会 ステージの整備 2,500
香川県 高松市 川岡校区コミュニティ協議会 テントの整備 1,100
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香川県 高松市 松島地区コミュニティ協議会 イス他備品の整備 1,500
香川県 丸亀市 天守閣のある町城西 液晶テレビ他備品の整備 1,600
香川県 丸亀市 飯野地区地域づくり推進協議会 複合機他備品の整備 2,500
香川県 丸亀市 栗熊コミュニティ 複合機他備品の整備 2,400
香川県 坂出市 八十場自治会 テント他備品の整備 2,400
香川県 坂出市 東梶獅子舞保存会 だんじり飾り幕の整備 2,500
香川県 坂出市 折居太鼓台保存会 太鼓の整備 2,500
香川県 坂出市 鳥洲西太鼓台保存会 太鼓屋台他備品の整備 2,500
香川県 善通寺市 南町町若獅子組 獅子油単の整備 2,500
香川県 善通寺市 北原自治会 獅子油単他備品の整備 2,500
香川県 善通寺市 乾自治会 獅子油単他備品の整備 2,500
香川県 観音寺市 青岡自治会 太鼓台掛布団の整備 2,500
香川県 観音寺市 下萩原自治会 コミュニティ広場遊具の整備 2,500
香川県 さぬき市 さぬき市白羽自治会 獅子油単他備品の整備 2,500
香川県 さぬき市 さぬき市造田野間田西自治会 獅子油単他備品の整備 2,500
香川県 東かがわ市 水主第四自治会 神輿の整備 2,100
香川県 東かがわ市 中の丁・松魚自治会 獅子頭他備品の整備 2,500
香川県 三豊市 西上自治会 長胴太鼓他備品の整備 2,500
香川県 小豆島町 中山自治会 太鼓台の修繕 2,500
香川県 三木町 丸岡獅子連 獅子油単他備品の整備 2,500
香川県 三木町 四角寺・香蓮寺獅子連 獅子油単他備品の整備 2,300
香川県 三木町 四条自治会 獅子油単他備品の整備 2,000
香川県 綾川町 本村公民館 獅子油単他備品の整備 2,500
香川県 綾川町 中筋自治会 獅子頭他備品の整備 2,500
香川県 綾川町 萱原下地域伝統文化保存会 獅子油単他備品の整備 2,500
香川県 琴平町 横瀬太鼓台 太鼓台の整備 2,500
香川県 琴平町 石渕太鼓台 太鼓台の整備 2,500
香川県 琴平町 西中太鼓台 太鼓台土台の整備 2,500
香川県 多度津町 山階上、小原青年親睦会 獅子油単他備品の整備 2,300
香川県 多度津町 白鬚獅子舞保存会 獅子頭他備品の整備 1,900
香川県 まんのう町 野口上自治会 黒奴頭他備品の整備 2,500
香川県 まんのう町 久保川北自治会 太鼓台の整備 2,500
愛媛県 松山市 居相町内会 獅子頭他備品の整備 1,800
愛媛県 松山市 潮見地区まちづくり協議会 獅子頭他備品の整備 2,400
愛媛県 松山市 別府清水町内会 太鼓他備品の整備 2,500
愛媛県 松山市 柳原区 だんじり他備品の整備 2,500
愛媛県 松山市 西石井町内会 神輿の整備 2,500
愛媛県 今治市 ふれあい太鼓・絆 長胴太鼓他備品の整備 2,500
愛媛県 今治市 常盤地区体育文化振興会 ワイヤレスマイク他備品の整備 2,500
愛媛県 宇和島市 国永自治会 テント他備品の整備 1,300
愛媛県 宇和島市 白浜自治会 屋外用放送設備の整備 1,200
愛媛県 新居浜市 金栄校区連合自治会 テント他備品の整備 2,500
愛媛県 西条市 明穂自治会 屋外放送用設備の整備 2,200
愛媛県 西条市 河之内自治会 屋外用放送設備の整備 1,400
愛媛県 大洲市 粟津祇園太鼓保存会 長胴太鼓他備品の整備 2,500
愛媛県 伊予市 鳥ノ木東自治会 神輿他備品の整備 1,400
愛媛県 伊予市 伊予市湊町広報区長協議会 テーブル他備品の整備 1,900
愛媛県 四国中央市 東天満自治会 長胴太鼓の整備 2,500
愛媛県 西予市 おイネ太鼓 長胴太鼓他備品の整備 2,500
愛媛県 上島町 佐島区自治会 草刈機他備品の整備 1,700
愛媛県 松前町 大字大溝 ステージ他備品の整備 2,400
愛媛県 松前町 塩屋区 アンプ他備品の整備 1,300
愛媛県 内子町 石畳自治会 ミキサー他備品の整備 1,200
愛媛県 内子町 ちびっこ和太鼓サークル和奏 太鼓他備品の整備 2,200
愛媛県 愛南町 矢の町2地区 祭礼用具の整備 1,100
高知県 高知市 本宮川ほたるまつり実行委員会 テント他備品の整備 2,400
高知県 室戸市 土佐室戸勇魚太鼓 太鼓の整備 1,700
高知県 南国市 前浜地域盆踊り実行委員会 ポール他備品の整備 1,100
高知県 南国市 土佐のまほろば地区振興協議会 祭礼用具の整備 2,500
高知県 須崎市 南地区をよくする会 テーブル他備品の整備 1,000
高知県 宿毛市 還住薮地区 屋外放送施設の整備 1,000
高知県 土佐清水市 浦尻地区 神輿の整備 2,400
高知県 土佐清水市 市場町 神輿の整備 1,400
高知県 四万十市 九樹地区自治会 神輿他備品の整備 2,500
高知県 香南市 山北地区まちづくり協議会 テント他備品の整備 2,500
高知県 大川村 大川村子ども会育成協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,300
高知県 中土佐町 みなみのつどい テント他備品の整備 2,400
高知県 佐川町 みんなで福祉のまちづくり委員会黒岩地区部 テント他備品の整備 2,500
高知県 津野町 しらいし物語 音響機器他備品の整備 2,000
高知県 津野町 森の巣箱運営委員会 ステージの整備 2,400
高知県 四万十町 江師地区 テント他備品の整備 1,000
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高知県 大月町 清王地区会 神輿の整備 2,500
高知県 三原村 成山部落会 神輿の整備 2,500
高知県 黒潮町 本谷部落 神輿の整備 2,500
高知県 黒潮町 浜の宮部落 太鼓他備品の整備 1,600
高知県 黒潮町 荷稲部落 神輿の整備 2,500
福岡県 大牟田市 三川町二丁目公民館 テーブル他備品の整備 2,100
福岡県 久留米市 高良内校区老人クラブ連合会 和太鼓の整備 2,500
福岡県 飯塚市 鯰田子供山笠振興会 法被他備品の整備 2,500
福岡県 飯塚市 飯塚片島まちづくり協議会 テント他備品の整備 2,500
福岡県 飯塚市 綱分八幡宮放生会御神幸祭保存会 龍笛他備品の整備 2,500
福岡県 田川市 白鳥町区 狩衣他備品の整備 2,400
福岡県 柳川市 下町区 山車の整備 2,500
福岡県 八女市 下新庄町内会 エアコン他備品の整備 2,500
福岡県 八女市 下稲富町内会 パソコン他備品の整備 2,500
福岡県 八女市 光友5区高山区 テーブル他備品の整備 2,500
福岡県 大川市 木室コミュニティ協議会 扇風機他備品の整備 2,500
福岡県 中間市 中間市 椅子他備品の整備 2,500
福岡県 筑紫野市 筑紫区第一自治会 テーブル他備品の整備 2,500
福岡県 春日市 春日公園地区自治会 イベント用ステージ他備品の整備 2,500
福岡県 宗像市 自由ヶ丘地区コミュニティ運営協議会 カラー印刷機の整備 2,500
福岡県 太宰府市 高雄台区自治会 太鼓他備品の整備 1,700
福岡県 太宰府市 国分区自治会 ステージの整備 2,500
福岡県 福津市 福間南地域郷づくり推進協議会 パソコン他備品の整備 2,500
福岡県 うきは市 福富公民館 座椅子他備品の整備 2,500
福岡県 うきは市 末石区 エアコンの整備 1,000
福岡県 宮若市 脇田自治会 プロジェクター他備品の整備 2,400
福岡県 嘉麻市 小野谷区芸能保存会 獅子頭他備品の整備 1,600
福岡県 嘉麻市 上区芸能保存会 獅子頭他備品の整備 2,200
福岡県 嘉麻市 下臼井東東部公民館 太鼓他備品の整備 2,100
福岡県 朝倉市 池田んきびきび畑 簡易倉庫他備品の整備 2,300
福岡県 みやま市 大江公民館 掃除機他備品の整備 2,400
福岡県 みやま市 野田自治会 エアコン他備品の整備 2,000
福岡県 糸島市 二丈絆太鼓 太鼓他備品の整備 2,500
福岡県 那珂川町 西隈区 パソコン他備品の整備 2,500
福岡県 那珂川町 埋金区 テレビ他備品の整備 2,300
福岡県 宇美町 宇美町 テーブル他備品の整備 1,700
福岡県 篠栗町 田中区 太鼓他備品の整備 2,200
福岡県 須恵町 須恵町 テレビ他備品の整備 2,500
福岡県 粕屋町 甲仲原区 提灯他備品の整備 2,500
福岡県 芦屋町 江川台区 エアコン他備品の整備 2,500
福岡県 水巻町 高尾自治会 マイク他備品の整備 2,400
福岡県 鞍手町 中本町区 山笠用山車他備品の整備 1,200
福岡県 広川町 長徳区自治会 エアコン他備品の整備 2,500
福岡県 糸田町 糸田町 掲示板の整備 2,500
福岡県 苅田町 小波瀬区自治会 ステージ他備品の整備 2,500
福岡県 みやこ町 横瀬神楽講 神楽の衣装他備品の整備 2,500
福岡県 上毛町 上毛町地域づくり協議会 テント他備品の整備 2,400
福岡県 築上町 湊北自治会 本天幕の整備 2,400
佐賀県 佐賀市 上戸田自治会 テーブル他備品の整備 2,500
佐賀県 唐津市 広瀬区 衣装他備品の整備 1,800
佐賀県 唐津市 呼子町北部四町 胴長太鼓他備品の整備 1,500
佐賀県 鳥栖市 本町区 山車飾りの整備 2,500
佐賀県 多久市 桐野区自治会 屋外用放送設備の整備 2,200
佐賀県 伊万里市 浦川内区 屋外用放送設備の整備 1,200
佐賀県 武雄市 犬走区 フェンスの整備 1,500
佐賀県 武雄市 神六区 フェンスの整備 2,500
佐賀県 武雄市 北楢崎区 太鼓他備品の整備 2,500
佐賀県 鹿島市 常広区 和太鼓他備品の整備 2,200
佐賀県 小城市 石体部落 和太鼓他備品の整備 1,200
佐賀県 嬉野市 塩田地区地域コミュニティ運営協議会 ロッカー他備品の整備 2,400
佐賀県 嬉野市 嬉野小校区地域コミュニティ運営協議会 テント他備品の整備 2,200
佐賀県 嬉野市 不動地区振興会 テント他備品の整備 2,500
佐賀県 神埼市 久保山地区 掲示板の整備 1,600
佐賀県 基山町 基山町第10区自治会 テーブル他備品の整備 2,400
佐賀県 有田町 第一区 ゆかた他備品の整備 2,500
佐賀県 有田町 北ノ川内区 フェンス他備品の整備 2,500
佐賀県 大町町 高砂町区 ベンチ他備品の整備 1,500
佐賀県 江北町 八町北区 和太鼓他備品の整備 2,500
佐賀県 白石町 小島区 大太鼓他備品の整備 2,500
佐賀県 白石町 横手区 和太鼓他備品の整備 2,400
佐賀県 太良町 波瀬ノ浦区 フェンスの整備 2,300
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長崎県 長崎市 柿泊町ペーロン保存会 ペーロン船他備品の整備 2,200
長崎県 長崎市 八幡町自治会 お祭り（くんち）用備品の整備 2,500
長崎県 長崎市 新大工町自治会 お祭り（くんち）用備品の整備 2,500
長崎県 佐世保市 五葉太鼓 太鼓他備品の整備 2,500
長崎県 佐世保市 針尾地区町内公民館連合会 ステージの整備 2,500
長崎県 島原市 さつき会 お祭り用衣装の整備 2,200
長崎県 島原市 有明地区自治会連絡協議会 テントの整備 2,500
長崎県 諫早市 のんのこ諫早まつり振興会 お祭り用衣装の整備 2,500
長崎県 諫早市 諫早市 簡易テント他備品の整備 2,500
長崎県 松浦市 前田地区会 机他備品の整備 2,500
長崎県 松浦市 鷹島町阿翁浦地区和船競漕保存会 祭礼用和船他備品の整備 1,100
長崎県 対馬市 上対馬町太鼓保存会対馬愛鼓連 和太鼓の整備 2,500
長崎県 対馬市 朝鮮通信使行列振興会 お祭り用衣装他備品の整備 1,800
長崎県 壱岐市 芦辺浦会 ステージ他備品の整備 2,400
長崎県 五島市 五島市 テーブルの整備 2,500
長崎県 西海市 板浦郷会 音響機器他備品の整備 2,400
長崎県 雲仙市 雲仙市 展示用パネルの整備 2,300
長崎県 南島原市 和道　深江太鼓保存会 太鼓の整備 2,500
長崎県 長与町 高田地区コミュニティ活動推進会議 パソコン他備品の整備 1,600
長崎県 川棚町 下組郷自治会 公園設備の整備 2,500
長崎県 新上五島町 丸尾郷 ペーロン船の整備 1,000
熊本県 八代市 日奈久住民自治会 スピーカー他備品の整備 2,100
熊本県 八代市 内田区自治会 太鼓革張替他備品の整備 2,500
熊本県 荒尾市 中央地区協議会 屋外掲示板の整備 2,000
熊本県 水俣市 水俣市21区自治会 神輿の整備 2,400
熊本県 玉名市 玉名市中央公民館小田支館 音響設備他備品の整備 2,400
熊本県 山鹿市 下宮区会 テント他備品の整備 2,500
熊本県 菊池市 妻越区 無線放送システムの整備 2,500
熊本県 菊池市 稗方区 液晶テレビ他備品の整備 1,700
熊本県 宇土市 栄町区 テーブル他備品の整備 1,200
熊本県 上天草市 姫戸町塩屋区 ステージ他備品の整備 2,500
熊本県 宇城市 桂原区自治会 無線放送システムの整備 2,500
熊本県 宇城市 長崎区自治会 エアコン他備品の整備 2,200
熊本県 阿蘇市 古城3の2区 折りたたみ座卓他備品の整備 1,900
熊本県 阿蘇市 西小園区 座卓他備品の整備 2,500
熊本県 天草市 下田温泉太鼓踊り獅子舞保存会 獅子舞太鼓他備品の整備 2,500
熊本県 天草市 牛深まちづくり協議会 テントの整備 1,900
熊本県 合志市 東大池区 無線放送システムの整備 2,500
熊本県 合志市 南陽区 無線放送システムの整備 2,500
熊本県 長洲町 清源寺区自治会 無線放送システムの整備 2,500
熊本県 和水町 用木神楽組 太鼓他伝統芸能備品の整備 2,200
熊本県 大津町 真木区自治会 無線放送システムの整備 2,500
熊本県 菊陽町 菊陽町中代区 椅子他備品の整備 2,500
熊本県 高森町 上在区町内会 無線放送システムの整備 2,500
熊本県 嘉島町 かしま太鼓保存会 太鼓台座他備品の整備 2,500
熊本県 益城町 木山神楽保存会 袴他備品の整備 2,500
熊本県 甲佐町 古閑区 座卓他備品の整備 1,600
熊本県 山都町 上差尾自治振興区 テント他備品の整備 2,300
熊本県 津奈木町 日添地区 アンプ他備品の整備 2,300
熊本県 苓北町 坂瀬川ペーロンクラブ ペーロン他備品の整備 2,500
大分県 大分市 太田諏訪会 山車他備品の整備 1,500
大分県 大分市 吉野臥龍梅太鼓ジュニア 太鼓他備品の整備 2,500
大分県 別府市 亀川地おどり保存会 長胴太鼓他備品の整備 2,000
大分県 中津市 平小野自治公民館 屋外拡声装置他備品の整備 2,500
大分県 日田市 隈町協議会 テント他備品の整備 1,100
大分県 佐伯市 色利浦地区 放送用設備他備品の整備 2,500
大分県 佐伯市 西野浦神楽保存会 神楽面他備品の整備 2,500
大分県 佐伯市 佐伯藩弁財天様参り「菊姫行列実行委員会」 牛車の整備 2,500
大分県 臼杵市 南津留地区地域振興協議会 ステージ他備品の整備 2,500
大分県 臼杵市 七島会 盆踊り衣装他備品の整備 2,400
大分県 竹田市 禰疑野神楽座 神楽衣装他備品の整備 2,500
大分県 豊後高田市 花いっぱい運動推進グループ 生ゴミ処理機の整備 2,500
大分県 宇佐市 上乙女自治区 屋外放送設備の整備 1,900
大分県 豊後大野市 大野町白石御輿保存会 神輿の整備 2,500
大分県 豊後大野市 豊後大野市千歳町新殿地区神輿保存会 神輿の整備 2,400
大分県 豊後大野市 松尾子供神楽 神楽衣装他備品の整備 2,300
大分県 由布市 檪木神楽座 神楽衣装他備品の整備 2,500
大分県 国東市 武蔵町手野区 お祭り衣装他備品の整備 2,000
大分県 国東市 安岐町大添区 音響設備他備品の整備 1,300
大分県 九重町 豊後七福神会 七福神衣装他備品の整備 2,400
大分県 玖珠町 玖珠地区コミュニティ運営協議会 印刷機他備品の整備 2,500
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宮崎県 宮崎市 青島第24区自治会 書庫他備品の整備 2,400
宮崎県 宮崎市 小松台北町自治会 ガス炊飯器他備品の整備 1,800
宮崎県 宮崎市 広瀬台区会 エアコン他備品の整備 2,500
宮崎県 宮崎市 島山自治会 テーブル他備品の整備 1,100
宮崎県 宮崎市 堤地区自治会 エアコン他備品の整備 1,700
宮崎県 都城市 薄谷自治公民館 屋外用放送設備の整備 1,800
宮崎県 都城市 麓自治公民館 屋外用放送設備の整備 1,600
宮崎県 都城市 岩満自治公民館 屋外用放送設備の整備 2,500
宮崎県 延岡市 上平原公民館 屋外用放送設備の整備 2,500
宮崎県 延岡市 南古城公民館 屋外用放送設備の整備 2,500
宮崎県 延岡市 青葉台公民館 屋外用放送設備の整備 2,500
宮崎県 日南市 上中村自治公民館 神輿の整備 2,500
宮崎県 日南市 内之田自治公民館 屋外用放送設備の整備 2,500
宮崎県 日南市 仮屋講自治会 テーブル他備品の整備 2,500
宮崎県 小林市 元気太鼓クラブ 太鼓他備品の整備 2,500
宮崎県 日向市 美砂区自治公民館 屋外用放送設備の整備 2,500
宮崎県 串間市 石木田自治会 屋外用放送設備の整備 2,000
宮崎県 西都市 原田自治公民館 テレビ他備品の整備 2,000
宮崎県 えびの市 えびの市中部自治会 音響設備他備品の整備 2,000
宮崎県 三股町 三股町子ども会育成連絡協議会 太鼓他備品の整備 1,900
宮崎県 高鍋町 中鶴自治公民館 音響設備他備品の整備 2,400
宮崎県 新富町 新富町自治公民館連絡協議会 パソコン他備品の整備 2,500
宮崎県 西米良村 西米良村 掲示板他備品の整備 2,000
宮崎県 門川町 梅ノ木地区 屋外用放送設備の整備 2,500
宮崎県 諸塚村 諸塚村自治公民館連絡協議会 テント他備品の整備 2,500
宮崎県 椎葉村 不土野公民館 簡易倉庫他備品の整備 2,500
宮崎県 美郷町 神門下一区自治公民館 音響設備他備品の整備 2,500
宮崎県 美郷町 入下公民館 テーブル他備品の整備 2,200
宮崎県 高千穂町 三田井東公民館 音響設備他備品の整備 2,500
宮崎県 日之影町 日之影町 テーブル他備品の整備 2,500
鹿児島県 鹿児島市 福平校区公民館運営審議会 音響機器他備品の整備 2,500
鹿児島県 鹿児島市 緑ヶ丘町内会 ステージ他備品の整備 2,500
鹿児島県 鹿屋市 和太鼓集団　魂　～KｏKoRｏ～保存会 和太鼓の整備 2,500
鹿児島県 枕崎市 高見町公民館 エアコン他備品の整備 1,600
鹿児島県 阿久根市 波留区 テーブル他備品の整備 2,500
鹿児島県 出水市 六月田下自治会 液晶プロジェクター他備品の整備 2,500
鹿児島県 出水市 西大野原自治会 集会テント他備品の整備 2,500
鹿児島県 指宿市 湯之里自治公民館 祭り舞台他備品の整備 2,500
鹿児島県 西之表市 番屋峯地域自治会 テーブル他備品の整備 1,100
鹿児島県 薩摩川内市 亀山地区コミュニティ協議会 デジタル印刷機他備品の整備 1,900
鹿児島県 日置市 下中之里自治会 エアコン他備品の整備 2,500
鹿児島県 曽於市 高岡校区公民館 音響機材他備品の整備 2,300
鹿児島県 曽於市 大隅北校区公民館 音響機材他備品の整備 2,000
鹿児島県 いちき串木野市野平地区コミュニティ協議会 ステージ他備品の整備 2,400
鹿児島県 南さつま市 中野公民館 テレビ他備品の整備 2,500
鹿児島県 南さつま市 内山田すだち太鼓保存会 太鼓の整備 2,500
鹿児島県 志布志市 新橋校区公民館 かき氷機他備品の整備 2,400
鹿児島県 奄美市 西田町内会 カラオケ機他備品の整備 2,500
鹿児島県 南九州市 東垂水自治会 芝刈機他備品の整備 2,200
鹿児島県 伊佐市 荒平自治会 屋外無線放送施設の整備 2,400
鹿児島県 伊佐市 小川内自治会 屋外無線放送施設の整備 2,400
鹿児島県 姶良市 塩入地区公民館 エアコン他備品の整備 1,500
鹿児島県 姶良市 弥勒自治会 放送設備の整備 2,500
鹿児島県 さつま町 船木区公民館 音響設備の整備 1,500
鹿児島県 さつま町 永野区公民館 音響設備の整備 2,200
鹿児島県 長島町 長島町 防犯灯の整備 2,500
鹿児島県 長島町 長島町 太鼓の整備 2,100
鹿児島県 湧水町 老竹地区 テント他備品の整備 1,100
鹿児島県 湧水町 広田自治会 屋外無線放送設備の整備 2,400
鹿児島県 大崎町 持留地域づくり協議会 ステージ他備品の整備 2,500
鹿児島県 大崎町 岡別府自治公民館 伝統舞踊楽器他備品の整備 2,500
鹿児島県 錦江町 花瀬地区公民館 ステージの整備 2,500
鹿児島県 南大隅町 川南地区公民館 移動式音響設備他備品の整備 2,500
鹿児島県 肝付町 谷山迫振興会 屋外無線放送施設の整備 2,500
鹿児島県 肝付町 大脇振興会 ワイヤレス放送システムの整備 2,400
鹿児島県 中種子町 浜津脇自治公民館 エアコン他備品の整備 1,600
鹿児島県 南種子町 島間地区自治公民館 救命胴衣他備品の整備 1,800
鹿児島県 屋久島町 永田区 テーブル他備品の整備 2,500
鹿児島県 屋久島町 宮之浦区 イベントテント他備品の整備 2,500
鹿児島県 宇検村 宇検集落会 特設テント他備品の整備 2,500
鹿児島県 宇検村 須古集落会 エアコン他備品の整備 2,500

22



都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成決定額
（千円）

鹿児島県 瀬戸内町 瀬戸内町 テント他備品の整備 2,500
鹿児島県 龍郷町 龍郷集落 空調設備他備品の整備 2,400
鹿児島県 喜界町 西目集落 テーブル他備品の整備 2,400
鹿児島県 喜界町 蒲生集落 グランドゴルフセット一式他備品の整備 2,000
鹿児島県 徳之島町 港川区 テーブル他備品の整備 2,500
鹿児島県 徳之島町 諸田集落会 テーブル他備品の整備 2,500
鹿児島県 天城町 松原上区自治会 プロジェクター他備品の整備 2,500
鹿児島県 天城町 松原西区自治会 簡易倉庫の整備 1,800
鹿児島県 伊仙町 上面縄集落自治会 床上型マイクスタンド他備品の整備 2,500
鹿児島県 和泊町 玉城字 エアコン他備品の整備 1,200
鹿児島県 和泊町 出花字 エアコンの整備 2,500
鹿児島県 知名町 屋子母字 放送設備の整備 2,400
鹿児島県 与論町 西区自治公民館 エアコン他備品の整備 1,800
沖縄県 那覇市 那覇市自治会長会連合会 パソコン他備品の整備 2,500
沖縄県 石垣市 石垣市 音響設備他備品の整備 2,400
沖縄県 糸満市 兼城自治会 屋外放送設備の整備 2,500
沖縄県 豊見城市 豊見城市 屋外放送設備他備品の整備 2,500
沖縄県 うるま市 うるま市自治会長連絡協議会 プロジェクター他備品の整備 2,500
沖縄県 宮古島市 大浦自治会 音響設備他備品の整備 2,500
沖縄県 南城市 南城市 テント他備品の整備 2,500
沖縄県 国頭村 桃原地区 遊具の整備 2,500
沖縄県 東村 東村 エアコン他備品の整備 2,400
沖縄県 今帰仁村 呉我山区 コピー機他備品の整備 2,400
沖縄県 本部町 浜元地区行政区 屋外掲示板他備品の整備 2,500
沖縄県 恩納村 南恩納区自治会 ステージ他備品の整備 2,500
沖縄県 宜野座村 漢那区 屋外無線放送設備の整備 2,500
沖縄県 北中城村 北中城村自治会長会 パソコン他備品の整備 2,500
沖縄県 中城村 南上原自治会 簡易簡易倉庫他備品の整備 2,500
沖縄県 西原町 小波津団地 音響設備他備品の整備 2,400
沖縄県 南風原町 南風原町 エアコン他備品の整備 2,500
沖縄県 伊平屋村 島尻自治会 乾燥機他備品の整備 2,500
沖縄県 伊是名村 伊是名村 ワイヤレスアンプ他備品の整備 2,500
沖縄県 久米島町 儀間青年会 音響機器他備品の整備 2,500
沖縄県 八重瀬町 八重瀬町 製氷機他備品の整備 2,200
合計 1,524団体 3,360,100

23



平成26年度コミュニティ助成金決定額
（コミュニティセンター助成金）

都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成決定額
（千円）

青森県 弘前市 浜の町町会 コミュニティセンターの建設 14,900
青森県 七戸町 蒼前常会 コミュニティセンターの建設 8,700
青森県 横浜町 鶏沢町内会 コミュニティセンターの大規模修繕 5,300
青森県 五戸町 下大町自治会 コミュニティセンターの建設 4,200
岩手県 大船渡市 大江田河内自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
岩手県 奥州市 玉里第五区自治会 コミュニティセンターの建設 10,600
宮城県 登米市 下町町内会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 15,000
宮城県 涌谷町 ９の１区自治会 コミュニティセンターの大規模修繕 8,000
宮城県 美里町 荻埣行政区自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 13,800
秋田県 横手市 中島町内会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 6,100
秋田県 横手市 梨木愛宕会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 15,000
秋田県 にかほ市 桂坂部落 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 13,200
秋田県 羽後町 二条道自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 8,300
山形県 大江町 蛍水区 コミュニティセンターの建設 15,000
山形県 金山町 楢台地区 コミュニティセンターの建設 7,300
山形県 川西町 地縁団体・新町自治会 コミュニティセンターの建設 12,300
福島県 西会津町 徳沢自治区 コミュニティセンターの建設 7,200
福島県 猪苗代町 関脇地区会 コミュニティセンターの建設 15,000
福島県 三春町 中町町内会 コミュニティセンターの建設 9,400
福島県 三春町 大字北成田区 コミュニティセンターの建設 13,400
栃木県 佐野市 高萩町会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 15,000
栃木県 小山市 寒川自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 15,000
栃木県 壬生町 六美町南部自治会 コミュニティセンターの建設 13,600
群馬県 沼田市 西倉内町区 コミュニティセンターの建設 15,000
群馬県 館林市 栄町区 コミュニティセンターの建設 15,000
群馬県 みどり市 大間々町第８区 コミュニティセンターの建設 15,000
埼玉県 幸手市 北１丁目３区自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 15,000
埼玉県 吉見町 久米田自治会 コミュニティセンターの建設 9,100
埼玉県 上里町 勝場区民会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 13,600
千葉県 富津市 高根区 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 9,900
千葉県 栄町 地縁法人　矢口区 コミュニティセンターの建設 15,000
千葉県 睦沢町 寺崎区 コミュニティセンターの建設 15,000
東京都 練馬区 小竹町会 コミュニティセンターの建設 15,000
東京都 あきる野市 瀬戸岡町会 コミュニティセンターの建設 15,000
神奈川県 鎌倉市 鎌倉山町内会 コミュニティセンターの建設 15,000
神奈川県 茅ヶ崎市 本宿自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
神奈川県 三浦市 毘沙門区 コミュニティセンターの建設 15,000
新潟県 上越市 石橋町内会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 15,000
新潟県 阿賀野市 中島四自治会 コミュニティセンターの建設 9,800
新潟県 胎内市 高橋自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
富山県 黒部市 中新町内会 コミュニティセンターの建設 15,000
富山県 小矢部市 和沢自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
富山県 入善町 下飯野自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
石川県 白山市 新徳丸区町内会 コミュニティセンターの建設 15,000
石川県 内灘町 内灘町 コミュニティセンターの建設 15,000
石川県 穴水町 穴水町 コミュニティセンターの建設 12,100
福井県 福井市 新種池町自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
福井県 鯖江市 鳥羽１・２丁目区会 コミュニティセンターの建設 15,000
福井県 越前町 乙坂区 コミュニティセンターの建設 15,000
山梨県 甲斐市 上町南区自治会 コミュニティセンターの建設 8,700
山梨県 笛吹市 下岩下区 コミュニティセンターの建設 15,000
山梨県 笛吹市 徳条区 コミュニティセンターの建設 12,500
長野県 中野市 東山区 コミュニティセンターの建設 14,700
長野県 大町市 南原町自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
長野県 安曇野市 本村区 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 15,000
岐阜県 関市 八幡区自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
岐阜県 羽島市 八幡区自治会 コミュニティセンターの建設 12,100
岐阜県 土岐市 河合区自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
静岡県 島田市 島田市中溝町自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
静岡県 磐田市 十五番組自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
静岡県 牧之原市 第５町内会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 5,200
愛知県 清須市 祢宜家地区自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
三重県 津市 栗真町屋町連合自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
三重県 松阪市 船江町自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
三重県 桑名市 芳ケ崎自治会 コミュニティセンターの建設 14,200
滋賀県 近江八幡市 川原町自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 14,100
滋賀県 野洲市 新上屋自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
滋賀県 東近江市 北清水町自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
京都府 福知山市 口榎原自治会 コミュニティセンターの大規模修繕 15,000
大阪府 泉佐野市 日根野野口町内会 コミュニティセンターの建設 15,000
大阪府 大東市 緑が丘２丁目自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
大阪府 羽曳野市 北王水町会 コミュニティセンターの建設 15,000
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兵庫県 明石市 小久保6丁目自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 7,200
兵庫県 宝塚市 逆瀬台自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 15,000
奈良県 大和郡山市 八条町自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
奈良県 御所市 茅原自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
奈良県 平群町 西宮自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
和歌山県 橋本市 垂井区 コミュニティセンターの大規模修繕 15,000
鳥取県 鳥取市 和奈見自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 9,800
鳥取県 米子市 新道自治会 コミュニティセンターの建設 4,100
鳥取県 倉吉市 越中町自治公民館 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 15,000
鳥取県 湯梨浜町 松崎１区 コミュニティセンターの建設 4,200
鳥取県 琴浦町 八橋２区自治会 コミュニティセンターの大規模修繕 4,200
鳥取県 伯耆町 みどり区自治会 コミュニティセンターの建設 6,500
島根県 松江市 陽南台自治会 コミュニティセンターの建設 10,300
島根県 出雲市 丸ヶ谷町内会 コミュニティセンターの建設 10,600
島根県 益田市 中須自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
岡山県 井原市 円地自治連合会 コミュニティセンターの建設 12,400
岡山県 備前市 神根本区 コミュニティセンターの建設 4,100
岡山県 真庭市 焼芝コミュニティ協議会 コミュニティセンターの建設 13,900
山口県 下関市 郷杜屋自治会 コミュニティセンターの建設 5,800
山口県 下関市 西区自治会 コミュニティセンターの建設 4,000
山口県 下関市 河内町自治会 コミュニティセンターの建設 5,700
香川県 三豊市 塩生自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 15,000
香川県 三豊市 中自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 11,400
香川県 三木町 高木中自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 8,500
愛媛県 西条市 下町南自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 12,900
愛媛県 東温市 山之内区 コミュニティセンターの建設 15,000
愛媛県 砥部町 高尾田区 コミュニティセンターの建設 15,000
福岡県 柳川市 島田行政区 コミュニティセンターの建設 10,700
福岡県 八女市 月足行政区 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 11,600
福岡県 朝倉市 田島区会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 13,400
福岡県 みやま市 三ノ溝区 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 9,300
佐賀県 佐賀市 下満自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 12,600
佐賀県 鳥栖市 原古賀町区 コミュニティセンターの大規模修繕 15,000
佐賀県 白石町 岡崎区 コミュニティセンターの建設 11,000
長崎県 雲仙市 牛口西自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 14,800
熊本県 菊池市 岩本区 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 12,400
熊本県 阿蘇市 黒流町区 コミュニティセンターの建設 12,400
熊本県 菊陽町 杉並台自治会 コミュニティセンターの建設 12,400
熊本県 津奈木町 染竹地区 コミュニティセンターの建設 7,800
大分県 竹田市 高練木自治会 コミュニティセンタ－の建設 9,000
大分県 杵築市 鴨川区 コミュニティセンタ－の建設 15,000
大分県 豊後大野市 宇対瀬区 コミュニティセンタ－の建設 8,400
宮崎県 都城市 大王自治公民館 コミュニティセンターの建設 13,900
宮崎県 日向市 堀一方区 コミュニティセンターの建設 15,000
宮崎県 高原町 小塚区 コミュニティセンターの建設 13,800
鹿児島県 指宿市 山川町区公民館 コミュニティセンターの建設 15,000
鹿児島県 薩摩川内市 野首自治会 コミュニティセンターの建設 9,600
鹿児島県 日置市 平古自治会 コミュニティセンターの建設 8,700
鹿児島県 姶良市 楠園自治会 コミュニティセンターの建設 11,700
沖縄県 糸満市 西区興西会 コミュニティセンターの建設 15,000
沖縄県 豊見城市 名嘉地自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
沖縄県 うるま市 上江洲自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
合計 124団体 1,546,400
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平成26年度コミュニティ助成金決定額
（地域防災組織育成助成金　区分ア）

都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成決定額
（千円）

北海道 美唄市 美唄市 担架他備品の整備 1,500
北海道 森町 さわやか町内会 発電機他備品の整備 2,000
北海道 釧路町 昆布森西地区連合町内会自主防災組織 発電機他備品の整備 2,000
北海道 浜中町 丸山散布自治会自主防災組織 発電機他備品の整備 1,700
青森県 青森市 南部八区連合町会自主防災会 発電機他備品の整備 2,000
青森県 八戸市 柏崎地区連合町内会自主防災会 発電機他備品の整備 1,500
青森県 黒石市 石名坂自主防災会 発電機他備品の整備 2,000
青森県 平川市 長田町会自主防災会 防災倉庫他備品の整備 500
青森県 平内町 沼館地区自主防災会 発電機他備品の整備 1,000
青森県 鰺ヶ沢町 淀町町内会 物置他備品の整備 2,000
青森県 階上町 野場中行政区自主防災会 トランシーバー他備品の整備 1,700
岩手県 盛岡市 土淵地域活動推進協議会 発電機他備品の整備 2,000
岩手県 宮古市 箱石防火委員会 プロジェクター他備品の整備 600
岩手県 花巻市 石鳥谷第16区町内会防災部会 防災倉庫他備品の整備 1,900
岩手県 北上市 黒沢尻東地区防災連絡協議会 トランシーバー他備品の整備 1,800
岩手県 久慈市 新井田地区自主防災委員会 救命胴衣他備品の整備 2,000
岩手県 遠野市 遠野市 発電機他備品の整備 1,900
岩手県 陸前高田市 田谷地区自主防災会 トランシーバー他備品の整備 1,900
岩手県 陸前高田市 松峰支部自主防災会 防災倉庫他備品の整備 2,000
岩手県 二戸市 下米沢自治防災会 防災倉庫他備品の整備 2,000
岩手県 奥州市 上姉体町内会自主防災部 消火栓ホース他備品の整備 1,100
岩手県 葛巻町 城内小路自治会自主防災隊 除雪機の整備 1,900
岩手県 滝沢村 上の山自治会 リヤカー他備品の整備 600
岩手県 大槌町 大槌町公民館吉里吉里分館運営委員会 テント他備品の整備 1,900
岩手県 岩泉町 小川地区自主防災協議会 発電機他備品の整備 1,200
岩手県 普代村 普代上区自主防災会 ヘルメット他備品の整備 1,700
岩手県 洋野町 緑ヶ丘町内会自主防災組織 プロジェクター他備品の整備 1,400
宮城県 石巻市 向陽町新栄会自主防災会 折りたたみリヤカー他備品の整備 1,400
宮城県 塩竈市 舟入二丁目東町内会自主防災会 防災備蓄倉庫の整備 400
宮城県 気仙沼市 小鯖自主防災会 防災移動式かまど他備品の整備 1,000
宮城県 白石市 鷹巣自主防災会 無線機他備品の整備 2,000
宮城県 岩沼市 北長谷町内会自主防災組織 土のう倉庫他備品の整備 1,400
宮城県 東松島市 東松島市自主防災組織連絡協議会 防災かまどセット他備品の整備 2,000
宮城県 美里町 不動堂７区自主防災会 投光器他備品の整備 1,000
秋田県 横手市 本町下丁自主防災組織 投光器他備品の整備 1,000
秋田県 大館市 大館市自主防災組織連絡協議会 ヘルメット他備品の整備 1,700
秋田県 湯沢市 柳田防災会 発電機他備品の整備 1,900
秋田県 美郷町 元本堂自主防災会 テント他備品の整備 2,000
秋田県 美郷町 石神行政区自主防災組織 発電機他備品の整備 1,700
山形県 上山市 金生地区会自主防災会 発電機他備品の整備 2,000
山形県 長井市 今泉区防災会 ヘルメット他備品の整備 2,000
山形県 河北町 荒町東地区自主防災会 テント他備品の整備 2,000
山形県 大江町 第九区自主防災会 発電機他備品の整備 2,000
山形県 舟形町 木友自主防災組織「さくら会」 除雪機他備品の整備 1,800
山形県 真室川町 宮沢町内会 投光器他備品の整備 1,400
山形県 川西町 大塚地区自主防災組織連合会 リヤカーの整備 1,200
福島県 白河市 西三坂町内会自主防災会 防災資機材の整備 800
福島県 須賀川市 森宿区自主防災会 煮炊き釜他備品の整備 1,900
福島県 田村市 中町自衛消防隊 消火栓関連機材他備品の整備 2,000
福島県 南相馬市 北泉自主防災組織 防災用ヘルメット他備品の整備 1,200
福島県 南相馬市 横手自主防災組織 発電機他備品の整備 800
福島県 三春町 八島台自主防災会 物置他備品の整備 1,100
茨城県 日立市 日立市 ポケット付きベスト他備品の整備 600
茨城県 常総市 内守谷地区安全対策協議会 移動かまど他備品の整備 2,000
茨城県 牛久市 牛久市 発電機他備品の整備 2,000
茨城県 守谷市 守谷市 移動かまど他備品の整備 2,000
茨城県 那珂市 那珂市 発電機他備品の整備 1,100
茨城県 大子町 大子地区自主防災会 発電機他備品の整備 2,000
栃木県 足利市 足利市自主防災組織連絡協議会 訓練用テントの整備 500
栃木県 鹿沼市 鹿沼市 防災倉庫他備品の整備 2,000
栃木県 日光市 日光市 発電機他備品の整備 1,900
栃木県 壬生町 城内自治会自主防災会 防災倉庫の整備 400
栃木県 壬生町 六美北部自治会ワンワン防災会 防災倉庫の整備 400
群馬県 桐生市 本町二丁目自主防災会 防災倉庫他備品の整備 2,000
群馬県 安中市 細野地区自主防災会 防災倉庫の整備 600
群馬県 中之条町 中之条町沢田第六区自主防災会 防災倉庫他備品の整備 1,800
群馬県 玉村町 下新田区自主防災組織（いのち守り隊） リヤカー他備品の整備 1,900
群馬県 板倉町 板倉町第３１区行政区自主防災防犯組織 防災倉庫他備品の整備 1,800
群馬県 千代田町 千代田町第5区自主防災会 防災倉庫他備品の整備 1,900
埼玉県 東松山市 沢口町自治会自主防災会 防災倉庫他備品の整備 1,900
埼玉県 鴻巣市 天神第一・第二自治会自主防災会 移動かまど他備品の整備 1,700
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埼玉県 ふじみ野市 コスモふじみ野自主防災会 ワイヤレスアンプ他備品の整備 1,800
埼玉県 白岡市 沖山２自主防災会 発電機他備品の整備 1,700
埼玉県 宮代町 山崎地区自主防災会 移動用ＰＡアンプ他備品の整備 1,900
千葉県 市川市 グリーンビレッジ市川大野ヒルズ自主防災会 リアカー他備品の整備 400
千葉県 勝浦市 勝浦市吉尾区自主防災会 発電機他備品の整備 500
千葉県 流山市 西初石１・２丁目自治会自主防災会 トランシーバー他備品の整備 1,100
千葉県 八千代市 勝田台自治会６丁目防災会 テント他備品の整備 600
千葉県 鎌ケ谷市 受所自治会自主防災会 手回し充電ラジオ他備品の整備 1,600
千葉県 一宮町 矢畑区自主防災会 災害避難用テント他備品の整備 1,700
千葉県 長生村 住友自主防災会 トランシーバーの整備 700
千葉県 御宿町 御宿台区自主防災防犯会 物置他備品の整備 2,000
東京都 文京区 文京区 スタンドパイプ他備品の整備 1,500
東京都 板橋区 ＪＲ東日本十条社宅自治会住民防災組織 ベンクイックW型他備品の整備 1,800
東京都 日野市 暁自治会自主防災会 折りたたみリヤカー他備品の整備 1,900
東京都 東大和市 東大和市 スタンドパイプ他備品の整備 1,900
東京都 東久留米市 東久留米市 可搬式消防ポンプ他備品の整備 1,900
神奈川県 綾瀬市 寺尾北自治会自主防災会 無線機他備品の整備 1,300
神奈川県 二宮町 二宮町 消火用資機材の整備 2,000
神奈川県 松田町 松田町仲町屋自主防災会 可搬ポンプ他備品の整備 2,000
神奈川県 開成町 開成町自治会長連絡協議会 ＡＥＤの整備 2,000
神奈川県 箱根町 箱根町 発電機他備品の整備 2,000
新潟県 新発田市 上館自主防災会 発電機他備品の整備 1,900
新潟県 村上市 脇川集落自主防災会 リヤカー他備品の整備 600
新潟県 燕市 水道町四丁目自主防災会 発電機他備品の整備 1,700
新潟県 阿賀野市 学校町防災会 発電機他備品の整備 2,000
新潟県 南魚沼市 五日町区自主防災会 投光器他備品の整備 2,000
富山県 富山市 新庄北連合自主防災会 発電機他備品の整備 1,700
富山県 高岡市 野村校下自主防災組織連絡協議会 防災倉庫他備品の整備 2,000
富山県 滑川市 上大浦町内会自主防災会 リヤカー他備品の整備 1,600
富山県 黒部市 石田地区自主防災会 テント他備品の整備 1,800
富山県 砺波市 鷹 地区自主防災会 炊き出し釜他備品の整備 2,000
富山県 南砺市 南山田地区自主防災組織 炊き出し釜他備品の整備 2,000
石川県 七尾市 横田町地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ・自主防災組織 動力ポンプ他備品の整備 1,500
石川県 加賀市 橋立地区まちづくり推進協議会 トランシーバー他備品の整備 2,000
石川県 羽咋市 鹿島路町自主防災組織 発電機他備品の整備 1,500
石川県 津幡町 津幡町 発電機他備品の整備 2,000
石川県 内灘町 大学２丁目地区自主防災会 発電機他備品の整備 400
石川県 志賀町 志賀町 トランシーバー他備品の整備 2,000
福井県 小浜市 中名田地区自主防災会 発電機他備品の整備 900
福井県 小浜市 青井区自主防災会 防災倉庫他備品の整備 1,000
福井県 大野市 阿難祖地頭方区自主防災会 消防ホース他備品の整備 1,500
福井県 あわら市 中番区防災会 発電機他備品の整備 2,000
福井県 越前市 のびゆくおおむし振興会 除雪機他備品の整備 1,500
福井県 南越前町 鋳物師自主防災会 防災倉庫他備品の整備 1,900
福井県 美浜町 宮代自主防災会 発電機他備品の整備 2,000
山梨県 甲府市 下飯田町自治会自主防災部 救助工具他備品の整備 1,600
山梨県 甲府市 睦美会自治会防災部 物置他備品の整備 500
山梨県 大月市 彦田自主防災会 物置他備品の整備 500
山梨県 南アルプス市 桃の丘団地自治会 自家発電機他備品の整備 1,300
山梨県 上野原市 尾続区自主防災会 可搬消防ポンプの整備 1,100
山梨県 富士川町 高下区自主防災会 可搬式ポンプ他備品の整備 900
山梨県 道志村 長又地区自主防災会 非常用トイレ他備品の整備 1,700
長野県 長野市 大豆島地区自主防災会連絡協議会 初期消火用具他備品の整備 2,000
長野県 松本市 第一地区防災連合会 簡易無線機他備品の整備 1,800
長野県 上田市 大久保自治会 防災倉庫他備品の整備 2,000
長野県 飯山市 山口区自主防災会 発電機他備品の整備 1,400
長野県 茅野市 丸山区 デジタル無線機他備品の整備 300
長野県 軽井沢町 中軽井沢区自主防災会 防災倉庫他備品の整備 1,300
長野県 飯島町 追引自主防災会 防災倉庫他備品の整備 2,000
長野県 下條村 下條村 避難所照明器具他備品の整備 1,500
岐阜県 多治見市 元町１・２丁目町内会自主防災隊 ヘルメット他備品の整備 1,800
岐阜県 中津川市 駒場地区自主防災会連合会 テント他備品の整備 2,000
岐阜県 羽島市 小熊町自主防災会 備蓄倉庫他備品の整備 1,300
岐阜県 恵那市 三郷町自治連合会 テント他備品の整備 500
岐阜県 飛騨市 飛騨市 テントの整備 2,000
岐阜県 郡上市 郡上市 消防用ホース他備品の整備 2,000
静岡県 三島市 大場自主防災会 テント他備品の整備 2,000
静岡県 富士宮市 城山区自主防災会 簡易無線機の整備 1,000
静岡県 磐田市 東新町自主防災会 救助資機材他備品の整備 1,500
静岡県 藤枝市 高柳仁平自主防災会 可搬ポンプ他備品の整備 2,000
静岡県 藤枝市 青葉町中自主防災会 無線機他備品の整備 1,700
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静岡県 東伊豆町 東伊豆町 ビブス他備品の整備 1,800
静岡県 森町 森町 可搬ポンプの整備 2,000
愛知県 瀬戸市 瀬戸市 発電機他備品の整備 2,000
愛知県 半田市 協和区自主防災会 折り畳み式リヤカー他備品の整備 500
愛知県 春日井市 春日井市 可搬式動力消防ポンプの整備 400
愛知県 知多市 八幡コミュニティ防災組織 発電機他備品の整備 1,900
愛知県 知立市 南陽区自主防災会 テント他備品の整備 1,300
愛知県 美浜町 美浜緑苑自主防災会 折り畳み式リヤカー他備品の整備 2,000
三重県 松阪市 桜町自主防災組織 物置他備品の整備 2,000
三重県 桑名市 天神ヶ丘地区自治会連合会自主防災隊 投光器他備品の整備 1,000
三重県 熊野市 遊木町自主防災組織 防災倉庫他備品の整備 2,000
三重県 志摩市 畔名自主防災会 防災用備蓄倉庫他備品の整備 1,900
三重県 明和町 ガーデンタウン明星自治会自主防災会 可搬消防ポンプ他備品の整備 2,000
三重県 度会町 小萩区自主防災会 防災倉庫他備品の整備 600
三重県 度会町 鮠川区自主防災会 防災倉庫の整備 1,000
三重県 御浜町 芝地・下地自主防災組織 発電機他備品の整備 1,100
滋賀県 近江八幡市 小田町自治会 備蓄倉庫他備品の整備 1,900
滋賀県 甲賀市 前野区自主防災組織 クイック四つ折り担架他備品の整備 1,200
滋賀県 野洲市 五条自治会 消防ポンプ他備品の整備 2,000
滋賀県 東近江市 市原野町自主防災組織 可搬式消防ポンプ他備品の整備 2,000
滋賀県 米原市 顔戸区 可搬式ポンプの整備 1,100
滋賀県 竜王町 小口自治会 バルーン投光器の整備 700
滋賀県 豊郷町 三ツ池自警団 消防ポンプ他備品の整備 1,600
京都府 亀岡市 畑野町自主防災会 消火栓格納箱他備品の整備 2,000
京都府 城陽市 寺田西校区自主防災会 防災備蓄毛布の整備 2,000
京都府 京田辺市 普賢寺区 非常用放送設備の整備 1,700
京都府 木津川市 加茂町兎並西区自主防災会 発電機他備品の整備 700
京都府 精華町 精華町 発電機他備品の整備 1,500
大阪府 吹田市 吹田市 ヘルメット他備品の整備 2,000
大阪府 貝塚市 貝塚市町会連合会 簡易トイレ他備品の整備 2,000
大阪府 松原市 松原市自主防災組織連絡協議会 救助工具セットの整備 2,000
大阪府 高石市 高石市自主防災組織連絡協議会 車椅子の整備 1,800
大阪府 四條畷市 四條畷市 トランシーバー他備品の整備 2,000
大阪府 大阪狭山市 ライオンズマンション大阪狭山自主防災組織 倉庫他備品の整備 1,900
兵庫県 尼崎市 尼崎市 金工用具セット他備品の整備 2,000
兵庫県 川西市 川西市自主防災組織連絡協議会 非常用投光器他備品の整備 2,000
兵庫県 丹波市 丹波市防災会 AED他備品の整備 2,000
兵庫県 多可町 奥荒田自主防災会 小型動力ポンプ他備品の整備 2,000
兵庫県 播磨町 古田東部連合自治会自主防災会 発電機他備品の整備 1,700
奈良県 御所市 柳原地区自主防災会 毛布他備品の整備 300
奈良県 御所市 今住地区自主防災会 消防用ホース他備品の整備 400
奈良県 葛城市 太田自主防災組織 消防ポンプ他備品の整備 2,000
奈良県 三郷町 夕陽ケ丘地区自主防災会 発電機他備品の整備 1,200
奈良県 三郷町 里ヶ丘・緑ヶ丘自主防災会 移動かまど他備品の整備 2,000
奈良県 三宅町 伴堂2丁目自主防災･防犯会 簡易トイレ他備品の整備 1,900
奈良県 河合町 高塚台2丁目自主防災会 移動式煮炊き釜他備品の整備 1,800
和歌山県 橋本市 西ノ島自治会自主防災組織 リヤカー他備品の整備 300
和歌山県 有田市 有田市 防災倉庫他備品の整備 2,000
和歌山県 広川町 広川町 炊き出し器他備品の整備 1,300
和歌山県 みなべ町 みなべ町 無線機他備品の整備 1,500
和歌山県 北山村 北山村 ヘルメット他備品の整備 500
鳥取県 鳥取市 大正地区自主防災会連絡協議会 大型炊き出し器他備品の整備 1,700
鳥取県 倉吉市 宮川町２丁目自主防災会 テント他備品の整備 1,500
鳥取県 境港市 高松町自治会防災部 発電機他備品の整備 1,100
鳥取県 北栄町 大島自主防災組織「防災大島」 小型消防ポンプ他備品の整備 2,000
鳥取県 伯耆町 大滝集落 小型消防ポンプ他備品の整備 1,500
鳥取県 日南町 山上まちづくりの会 発電機他備品の整備 2,000
鳥取県 江府町 池の内自衛消防隊組織 小型消防ポンプ他備品の整備 700
島根県 松江市 松江市自主防災委員会 炊飯器他備品の整備 500
島根県 出雲市 北浜地区災害対策本部 発電機他備品の整備 2,000
島根県 雲南市 躍動と安らぎの里づくり鍋山 物置他備品の整備 1,600
島根県 隠岐の島町 津戸区自主防災組織 担架他備品の整備 1,900
岡山県 倉敷市 倉敷ハイツ自主防災会 防災倉庫他備品の整備 1,800
岡山県 玉野市 上山田自主防災会 発電機他備品の整備 1,500
岡山県 新見市 正田地域振興会 防災資機材他備品の整備 900
岡山県 瀬戸内市 大富町内会自主防災会 防災倉庫他備品の整備 2,000
広島県 呉市 宮原地区自主防災会連合会 救助工具セットの整備 1,000
広島県 三原市 木々津沖町内自主防災会 コピー機他備品の整備 2,000
広島県 三原市 和田町自主防災会 防災倉庫他備品の整備 2,000
広島県 尾道市 瀬戸田地域自主防災会連絡協議会 消防用ホースの整備 2,000
広島県 福山市 福山市 発電機他備品の整備 2,000
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広島県 庄原市 美湯ハイツ防災会 消防用ホース他備品の整備 1,900
広島県 東広島市 正力防犯防災まもり隊 投光器他備品の整備 1,300
広島県 府中町 尾首町内会自主防災会 メガホン他備品の整備 2,000
山口県 柳井市 竹の浦地区防災組織委員会 発電機他備品の整備 2,000
山口県 周南市 久米地区自主防災協議会 発電機他備品の整備 2,000
山口県 山陽小野田市 山陽小野田市セーフティネットワーク 発電機他備品の整備 2,000
山口県 周防大島町 東和地区自治会連絡協議会 発電機他備品の整備 1,800
山口県 田布施町 麻里布地域防災会 発電機他備品の整備 1,900
徳島県 鳴門市 川東地区自主防災会 投光器他備品の整備 2,000
徳島県 三好市 東川原地区住民福祉協議防災会 発電機他備品の整備 2,000
徳島県 石井町 石井町 ランタン他備品の整備 2,000
徳島県 美波町 東町町内会 防災用かまど他備品の整備 900
徳島県 北島町 グリーンタウンみどり会 発電機他備品の整備 1,600
香川県 高松市 十河校区自主防災連合会 テント他備品の整備 2,000
香川県 坂出市 東山自主防災会 テント他備品の整備 1,600
香川県 観音寺市 落合自主防災会 投光器他備品の整備 2,000
香川県 さぬき市 上の坊自主防災組織 簡易トイレ他備品の整備 500
香川県 三豊市 上高野地区自主防災会 トランシーバ他備品の整備 2,000
香川県 土庄町 小海自主防災組織 投光器他備品の整備 2,000
香川県 琴平町 高藪下組自治会防災隊 防災車イス他備品の整備 700
香川県 多度津町 11区自主防災会 パソコン他備品の整備 1,700
愛媛県 松山市 北条地区自主防災組織連合会 寸胴鍋他備品の整備 2,000
愛媛県 今治市 近見地区自主防災会 防災倉庫他備品の整備 1,300
愛媛県 宇和島市 番城自主防災会 簡易トイレの整備 1,600
愛媛県 伊予市 森地区自主防災会 消防用ホース他備品の整備 700
愛媛県 西予市 周木地区自主防災組織 発電機他備品の整備 2,000
高知県 いの町 高岩地区自主防災会 有線放送設備他備品の整備 1,800
高知県 仁淀川町 長者地域自主防災組織 防災倉庫他備品の整備 1,200
高知県 佐川町 荷稲自主防災組織 防災倉庫他備品の整備 1,600
高知県 日高村 日高村 水浄化装置の整備 2,000
高知県 黒潮町 浜地区自主防災組織 防災倉庫他備品の整備 2,000
福岡県 久留米市 四郎丸地区自主防災会 リヤカー他備品の整備 1,100
福岡県 田川市 田川市 物置の整備 1,100
福岡県 筑後市 西牟田校区コミュニティ協議会 物置他備品の整備 1,900
福岡県 小郡市 宝城南自主防災組織 卓上型アンプ他備品の整備 900
福岡県 古賀市 古賀市花鶴丘３丁目自治会 防災倉庫他備品の整備 800
福岡県 那珂川町 山田区自主防災会 コードリール他備品の整備 1,800
佐賀県 佐賀市 坂井自治会自主防災組織 担架他備品の整備 1,000
佐賀県 唐津市 江川町自主防災会 消防用ホース他備品の整備 300
佐賀県 鳥栖市 松原町区防災会 発電機他備品の整備 300
佐賀県 武雄市 船の原区自主防災会 倉庫他備品の整備 1,600
佐賀県 神埼市 神埼市仲田町団地地区自主防災会 消防用ホース他備品の整備 1,100
長崎県 平戸市 平戸市 簡易式トイレ他備品の整備 2,000
長崎県 壱岐市 山口自治公民館自主防災組織 電池メガホン他備品の整備 2,000
長崎県 五島市 五島市 パック毛布他備品の整備 1,800
長崎県 南島原市 境町自治会自主防災組織 折りたたみリアカー他備品の整備 2,000
熊本県 荒尾市 月田区自主防災会 ワイヤレス防災放送システムの整備 2,000
熊本県 阿蘇市 阿蘇市 災害対応工具セット他備品の整備 500
熊本県 大津町 高尾野区自主防災会 発電機他備品の整備 2,000
熊本県 山都町 滝上一区自主防災組織 特殊布担架他備品の整備 300
熊本県 山都町 木原谷地区自主防災班 夜光ベスト他備品の整備 900
熊本県 苓北町 苓北町 発電機他備品の整備 1,900
大分県 別府市 別府市連合防災協議会 消火体験装置他備品の整備 1,300
大分県 日田市 石井町２丁目自治会 屋外拡声装置他備品の整備 2,000
大分県 佐伯市 宮野浦地区自主防災会 災害用造水機他備品の整備 2,000
大分県 豊後高田市 高島地区自主防災会 ＡＥＤ他備品の整備 1,400
大分県 国東市 国東町深江区 スピーカー他備品の整備 900
宮崎県 宮崎市 宮崎市 投光器他備品の整備 1,700
宮崎県 都城市 川内自治公民館 屋外放送設備他備品の整備 1,000
宮崎県 日南市 日南市 メガホン他備品の整備 2,000
宮崎県 小林市 上町中区 担架他備品の整備 2,000
宮崎県 高鍋町 黒谷自治公民館防災会 簡易無線機他備品の整備 1,100
鹿児島県 鹿児島市 武町防災会 プロジェクター他備品の整備 900
鹿児島県 枕崎市 湯穴自主防災会 防災用ハロゲンライトセット他備品の整備 1,000
鹿児島県 南九州市 春向集落自主防災組織 発電機他備品の整備 1,000
鹿児島県 肝付町 上之馬場２区振興会自主防災組織 備蓄倉庫他備品の整備 1,900
鹿児島県 瀬戸内町 清水集落自主防災組織 小型消防ポンプ他備品の整備 1,800
沖縄県 浦添市 仲西自治会自主防災会 折りたたみ担架他備品の整備 2,000
沖縄県 南城市 前川区自治会自主防災会 テント他備品の整備 2,000
沖縄県 北谷町 美浜区自治会自主防災委員会 アルミ担架他備品の整備 2,000
沖縄県 西原町 西原台団地自治会自主防災会 備蓄倉庫他備品の整備 2,000
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都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成決定額
（千円）

合計 284団体 439,100
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平成26年度コミュニティ助成金決定額
（地域防災組織育成助成金　区分イ）

都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成決定額
（千円）

北海道 釧路市 釧路市 救命胴衣の整備 900
北海道 － 南空知消防組合 防火衣他備品の整備 1,000
北海道 － 石狩北部地区消防事務組合 防火衣他備品の整備 1,000
青森県 板柳町 板柳町 団旗の整備 1,000
青森県 佐井村 佐井村 雨衣の整備 900
青森県 五戸町 五戸町 投光機他備品の整備 1,000
岩手県 北上市 北上市 救助用ボートの整備 1,000
岩手県 紫波町 紫波町 制服他備品の整備 1,000
岩手県 大槌町 大槌町 制服他備品の整備 800
岩手県 普代村 普代村 安全編上靴の整備 1,000
岩手県 洋野町 洋野町 ヘルメットの整備 1,000
宮城県 七ヶ浜町 七ヶ浜町 ワンタッチ水槽他備品の整備 800
秋田県 秋田市 秋田市 蘇生訓練人形他備品の整備 1,000
秋田県 にかほ市 にかほ市 トランシーバー他備品の整備 1,000
山形県 最上町 最上町 防火衣他備品の整備 1,000
福島県 白河市 白河市 小型動力ポンプ他備品の整備 1,000
福島県 桑折町 桑折町 ヘルメット他備品の整備 1,000
福島県 平田村 平田村 テント他備品の整備 900
茨城県 古河市 古河市 組立水槽他備品の整備 1,000
茨城県 結城市 結城市 発電機他備品の整備 1,000
茨城県 高萩市 高萩市 ジャッキ他備品の整備 1,000
栃木県 壬生町 壬生町 防火衣他備品の整備 600
栃木県 岩舟町 岩舟町 ヘッドライト他備品の整備 1,000
群馬県 大泉町 大泉町 ヘルメットの整備 1,000
群馬県 － 館林地区消防組合 防火衣他備品の整備 1,000
埼玉県 上尾市 上尾市 携帯型無線機他備品の整備 1,000
埼玉県 日高市 日高市 デジタル無線機の整備 1,000
千葉県 佐倉市 佐倉市 トランシーバーの整備 900
千葉県 市原市 市原市 ライフジャケットの整備 1,000
千葉県 栄町 栄町 消防用ホースの整備 1,000
東京都 日野市 日野市 チェンソー他備品の整備 1,000
東京都 羽村市 羽村市 テント他備品の整備 1,000
神奈川県 寒川町 寒川町 投光器他備品の整備 1,000
神奈川県 大井町 大井町 防火衣他備品の整備 1,000
新潟県 糸魚川市 糸魚川市 組立式簡易水槽の整備 1,000
新潟県 南魚沼市 南魚沼市 投光機の整備 900
富山県 高岡市 高岡市 AEDトレーナー他備品の整備 1,000
富山県 小矢部市 小矢部市 ワイヤレスマイク他備品の整備 900
石川県 金沢市 金沢市 発電機他備品の整備 700
石川県 小松市 小松市 ワイヤレスマイク他備品の整備 800
石川県 内灘町 内灘町 防火衣他備品の整備 1,000
福井県 － 敦賀美方消防組合 防寒着の整備 1,000
福井県 － 鯖江・丹生消防組合 消防用ホースの整備 1,000
山梨県 山梨市 山梨市 消防用ホースの整備 1,000
山梨県 上野原市 上野原市 安全靴の整備 1,000
長野県 飯田市 飯田市 エンジンカッター他備品の整備 1,000
長野県 東御市 東御市 消防用ホースの整備 1,000
長野県 南相木村 南相木村 防寒着の整備 1,000
岐阜県 山県市 山県市 テントの整備 600
岐阜県 東白川村 東白川村 活動服の整備 1,000
静岡県 下田市 下田市 投光器他備品の整備 900
静岡県 東伊豆町 東伊豆町 救命胴衣他備品の整備 1,000
愛知県 小牧市 小牧市 エンジンカッター他備品の整備 1,000
愛知県 知立市 知立市 防火衣他備品の整備 900
愛知県 幸田町 幸田町 テレビ他備品の整備 900
三重県 桑名市 桑名市 アルミ防火帽他備品の整備 1,000
三重県 鳥羽市 鳥羽市 折り畳み式ストレッチャー他備品の整備 1,000
滋賀県 栗東市 栗東市 小型動力ポンプ他備品の整備 1,000
滋賀県 野洲市 野洲市 煙体験ハウス他備品の整備 700
京都府 宮津市 宮津市 長靴他備品の整備 1,000
京都府 城陽市 城陽市 小型動力ポンプの整備 1,000
京都府 京田辺市 京田辺市 小型動力ポンプの整備 1,000
大阪府 泉大津市 泉大津市 投光器他備品の整備 1,000
大阪府 枚方市 枚方市 投光器の整備 1,000
大阪府 太子町 太子町 防火衣他備品の整備 900
兵庫県 尼崎市 尼崎市 救命胴衣の整備 1,000
兵庫県 上郡町 上郡町 投光器の整備 1,000
奈良県 五條市 五條市 エンジンカッター他備品の整備 1,000
奈良県 三宅町 三宅町 水槽他備品の整備 1,000
和歌山県 和歌山市 和歌山市 ヘルメットの整備 1,000
和歌山県 橋本市 橋本市 投光器他備品の整備 700
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都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成決定額
（千円）

和歌山県 紀の川市 紀の川市 簡易無線機他備品の整備 1,000
鳥取県 三朝町 三朝町 水槽他備品の整備 1,000
島根県 松江市 松江市 雨衣の整備 1,000
島根県 出雲市 出雲市 ヘルメットの整備 1,000
岡山県 倉敷市 倉敷市 簡易無線機他備品の整備 1,000
岡山県 玉野市 玉野市 D-1級軽可搬ポンプ他備品の整備 1,000
広島県 大竹市 大竹市 煙体験ハウス他備品の整備 1,000
広島県 府中町 府中町 消防用ホースの整備 1,000
山口県 防府市 防府市 小型動力ポンプの整備 1,000
山口県 長門市 長門市 ヘルメットの整備 700
徳島県 牟岐町 牟岐町 絶縁手袋他備品の整備 1,000
徳島県 － 美馬西部消防組合 ヘルメットの整備 900
香川県 宇多津町 宇多津町 心肺蘇生法訓練用マネキン他備品の整備 1,000
愛媛県 四国中央市 四国中央市 救命胴衣の整備 1,000
愛媛県 砥部町 砥部町 組立水槽他備品の整備 1,000
高知県 高知市 高知市 小型動力ポンプ他備品の整備 900
高知県 黒潮町 黒潮町 小型動力ポンプ他備品の整備 1,000
福岡県 大牟田市 大牟田市 トランシーバー他備品の整備 1,000
福岡県 中間市 中間市 防火服の整備 1,000
佐賀県 伊万里市 伊万里市 防火衣の整備 900
佐賀県 小城市 小城市 組立水槽他備品の整備 1,000
長崎県 壱岐市 壱岐市 組立水槽の整備 1,000
長崎県 南島原市 南島原市 トランシーバー他備品の整備 1,000
熊本県 荒尾市 荒尾市 ヘルメットの整備 1,000
熊本県 氷川町 氷川町 投光器の整備 1,000
大分県 竹田市 竹田市 活動服の整備 1,000
大分県 日出町 日出町 小型消防ポンプの整備 1,000
宮崎県 延岡市 延岡市 小型消防ポンプ他備品の整備 800
宮崎県 川南町 川南町 消防用ホースの整備 1,000
鹿児島県 阿久根市 阿久根市 小型動力ポンプ他備品の整備 1,000
鹿児島県 宇検村 宇検村 チェンソー他備品の整備 1,000
沖縄県 沖縄市 沖縄市 トランシーバー他備品の整備 900
沖縄県 － 本部町今帰仁村消防組合 救命胴衣他備品の整備 1,000
合計 104団体 99,800
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平成26年度コミュニティ助成金決定額
（地域防災組織育成助成金　区分ウ）

都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成決定額
（千円）

北海道 － 北留萌消防組合 ③煙体験用資機材 600
青森県 － 中部上北広域事業組合 ③煙体験用資機材 500

青森県 － 八戸地域広域市町村圏事務組合
②心肺蘇生訓練用マネキンセット、AEDト
レーナー

600

岩手県 大槌町 大槌町 ③煙体験用資機材 600

宮城県 － 仙南地域広域行政事務組合
②心肺蘇生訓練用マネキンセット、AEDト
レーナー

600

宮城県 － 大崎地域広域行政事務組合
②心肺蘇生訓練用マネキンセット、AEDト
レーナー

600

山形県 川西町 川西町
①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練装
置セット

300

茨城県 常陸太田市 常陸太田市
②心肺蘇生訓練用マネキンセット、AEDト
レーナー

600

茨城県 高萩市 高萩市
②心肺蘇生訓練用マネキンセット、AEDト
レーナー

600

茨城県 那珂市 那珂市 ③煙体験用資機材 400
栃木県 足利市 足利市 ③煙体験用資機材 600

栃木県 － 芳賀地区広域行政事務組合
①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練装
置セット

600

群馬県 伊勢崎市 伊勢崎市
①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練装
置セット

600

群馬県 太田市 太田市
①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練装
置セット

600

新潟県 小千谷市 小千谷市 ③煙体験用資機材 600

富山県 砺波市 砺波市
①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練装
置セット

600

石川県 内灘町 内灘町
①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練装
置セット

600

福井県 － 南越消防組合 ③煙体験用資機材 500

岐阜県 郡上市 郡上市
②心肺蘇生訓練用マネキンセット、AEDト
レーナー

200

愛知県 岡崎市 岡崎市
②心肺蘇生訓練用マネキンセット、AEDト
レーナー

600

愛知県 瀬戸市 瀬戸市
①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練装
置セット

600

愛知県 犬山市 犬山市 ③煙体験用資機材 600

大阪府 岸和田市 岸和田市
①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練装
置セット

600

大阪府 豊中市 豊中市
①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練装
置セット

400

大阪府 河内長野市 河内長野市
①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練装
置セット

600

大阪府 摂津市 摂津市
②心肺蘇生訓練用マネキンセット、AEDト
レーナー

200

兵庫県 尼崎市 尼崎市
①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練装
置セット

600

奈良県 奈良市 奈良市
②心肺蘇生訓練用マネキンセット、AEDト
レーナー

600

和歌山県 和歌山市 和歌山市
②心肺蘇生訓練用マネキンセット、AEDト
レーナー

600

島根県 松江市 松江市
①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練装
置セット

200

島根県 － 益田地区広域市町村圏事務組合
①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練装
置セット

400

岡山県 玉野市 玉野市
①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練装
置セット

500

愛媛県 松山市 松山市 ③煙体験用資機材 600
福岡県 中間市 中間市 ③煙体験用資機材 600

福岡県 糸島市 糸島市
①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練装
置セット

600

福岡県 － 京築広域市町村圏事務組合
①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練装
置セット

600

福岡県 － 直方・鞍手広域市町村圏事務組合 ③煙体験用資機材 500

福岡県 －
久留米広域市町村圏事務組合
（久留米市女性防火クラブ連合会）

①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練装
置セット

400

佐賀県 有田町 有田町
①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練装
置セット

600

防火防災訓練用資器材

33



都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成決定額
（千円）

長崎県 長崎市 長崎市
②心肺蘇生訓練用マネキンセット、AEDト
レーナー

500

熊本県 － 八代広域行政事務組合 ③煙体験用資機材 600

熊本県 － 有明広域行政事務組合
②心肺蘇生訓練用マネキンセット、AEDト
レーナー

600

宮崎県 － 宮崎県東児湯消防組合
②心肺蘇生訓練用マネキンセット、AEDト
レーナー

600

鹿児島県 － 阿久根地区消防組合 ③煙体験用資機材 300
鹿児島県 － 指宿南九州消防組合 ③煙体験用資機材 500
沖縄県 那覇市 那覇市 ③煙体験用資機材 600
沖縄県 石垣市 石垣市 ③煙体験用資機材 500
小計 47団体 24,900

※助成対象資器材例

都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成決定額
（千円）

北海道 － 檜山広域行政組合 視聴覚資機材セット 800
栃木県 壬生町 壬生町 視聴覚資機材セット 900
群馬県 － 利根沼田広域市町村圏振興整備組合 視聴覚資機材セット 700
東京都 八王子市 八王子市 視聴覚資機材セット 100
神奈川県 平塚市 平塚市 視聴覚資機材セット 200
福井県 大野市 大野市 視聴覚資機材セット 900
大阪府 松原市 松原市 視聴覚資機材セット 500
山口県 下関市 下関市 視聴覚資機材セット 1,000

福岡県 －
久留米広域市町村圏事務組合
（うきは市婦人防火クラブ）

視聴覚資機材セット 400

佐賀県 － 杵藤地区広域市町村圏組合 視聴覚資機材セット 1,000
沖縄県 名護市 名護市 視聴覚資機材セット 1,000
小計 11団体 7,500
合計 58団体 32,400

※助成対象資器材例

視聴覚資器材セット
　液晶ビジョン（据え置き・天吊り両用型液晶ビデオ
　投写装置）ビデオデッキ（ＤＶＤも可。）、スクリーン（100型三脚付）
　ビデオムービカメラ・デジタルカメラ・アクセサリーキット、アンプ，スピーカー及び付属品一式

防火広報用視聴覚資器材

①消火訓練用資器材
消火訓練用放射器具・模擬消火訓練装置セット（光波消火器セット、水消火器セット等）

②心肺蘇生訓練用資器材
心肺蘇生訓練用マネキンセット、AEDトレーナー

③煙体験用資機材
煙体験ハウス、煙発生装置
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平成26年度コミュニティ助成金決定額
（地域防災組織育成助成金　区分エ）

都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成決定額
（千円）

北海道 － 士別地方消防事務組合 幼年消防用鼓笛隊セット 400
青森県 東通村 東通村 幼年消防用鼓笛隊セット 400
青森県 － 下北地域広域行政事務組合 幼年消防用鼓笛隊セット 400
青森県 － 八戸地域広域市町村圏事務組合 幼年消防用鼓笛隊セット 400
岩手県 － 久慈広域連合 幼年消防用鼓笛隊セット 400
宮城県 登米市 登米市 幼年消防用鼓笛隊セット 400
宮城県 － 塩釜地区消防事務組合 幼年消防用鼓笛隊セット 400
秋田県 湯沢市 湯沢市 幼年消防用鼓笛隊セット 400
栃木県 宇都宮市 宇都宮市 幼年消防用鼓笛隊セット 400
群馬県 前橋市 前橋市 幼年消防用鼓笛隊セット 400
埼玉県 越谷市 越谷市 幼年消防用鼓笛隊セット 400
埼玉県 － 埼玉西部消防組合 幼年消防用鼓笛隊セット 400
新潟県 見附市 見附市 幼年消防用鼓笛隊セット 400
石川県 金沢市 金沢市 幼年消防用鼓笛隊セット 400
石川県 輪島市 輪島市 幼年消防用鼓笛隊セット 400
石川県 野々市市 野々市市 幼年消防用鼓笛隊セット 400
長野県 池田町 池田町 幼年消防用鼓笛隊セット 300
三重県 － 松坂地区広域消防組合 幼年消防用鼓笛隊セット 400
滋賀県 － 甲賀広域行政組合 幼年消防用鼓笛隊セット 400
大阪府 － 泉州南消防組合 幼年消防用鼓笛隊セット 400
和歌山県 有田市 有田市 幼年消防用鼓笛隊セット 400
和歌山県 御坊市 御坊市 幼年消防用鼓笛隊セット 400
島根県 浜田市 浜田市 幼年消防用鼓笛隊セット 400
島根県 出雲市 出雲市 幼年消防用鼓笛隊セット 400
島根県 － 雲南広域連合 幼年消防用鼓笛隊セット 400
島根県 － 江津邑智消防組合 幼年消防用鼓笛隊セット 400
岡山県 総社市 総社市 幼年消防用鼓笛隊セット 400
岡山県 瀬戸内市 瀬戸内市 幼年消防用鼓笛隊セット 400
広島県 安芸高田市 安芸高田市 幼年消防用鼓笛隊セット 400
広島県 北広島町 北広島町 幼年消防用鼓笛隊セット 400
山口県 防府市 防府市 幼年消防用鼓笛隊セット 400
山口県 － 光地区消防組合 幼年消防用鼓笛隊セット 400
福岡県 － 久留米広域市町村圏事務組合 幼年消防用鼓笛隊セット 400
佐賀県 唐津市 唐津市 幼年消防用鼓笛隊セット 400
佐賀県 伊万里市 伊万里市 幼年消防用鼓笛隊セット 400
佐賀県 － 佐賀中部広域連合 幼年消防用鼓笛隊セット 400
長崎県 壱岐市 壱岐市 幼年消防用鼓笛隊セット 400
熊本県 － 山鹿植木広域行政事務組合 幼年消防用鼓笛隊セット 400
熊本県 － 宇城広域連合 幼年消防用鼓笛隊セット 400
熊本県 － 菊池広域連合 幼年消防用鼓笛隊セット 400
宮崎県 えびの市 えびの市 幼年消防用鼓笛隊セット 400
宮崎県 － 宮崎県東児湯消防組合 幼年消防用鼓笛隊セット 400
鹿児島県 － 指宿南九州消防組合 幼年消防用鼓笛隊セット 400
合計 43団体 17,100

※助成対象資器材例

幼年消防用鼓笛隊セット
　メジャーバトン、太鼓（大・中・小、キャリングホルダー付）、シンバル、ベルリラ、マーチングキーボード、ベスト、ベレー帽、指導書な
ど
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平成26年度コミュニティ助成金決定額
（地域防災組織育成助成金　区分オ）

都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成決定額
（千円）

北海道 根室市 根室市 D-1ポンプ一式他備品の整備 1,000
青森県 － 下北地域広域行政事務組合 D-1ポンプ一式他備品の整備 1,000
宮城県 気仙沼市 気仙沼市 D-1ポンプ一式他備品の整備 1,000
秋田県 － 鹿角広域行政組合 D-1ポンプ一式他備品の整備 1,000
山形県 大石田町 大石田町 D-1ポンプ一式の整備 1,000
栃木県 小山市 小山市 D-1ポンプ一式他備品の整備 1,000
富山県 滑川市 滑川市 D-1ポンプ一式の整備 700
石川県 輪島市 輪島市 D-1ポンプ一式の整備 800
石川県 白山市 白山市 D-1ポンプ一式他備品の整備 900
石川県 能登町 能登町 D-1ポンプ一式他備品の整備 1,000
福井県 勝山市 勝山市 D-1ポンプ一式他備品の整備 1,000
福井県 － 若狭消防組合 D-1ポンプ一式他備品の整備 1,000
福井県 － 南越消防組合 D-1ポンプ一式他備品の整備 1,000
長野県 須坂市 須坂市 D-1ポンプ一式他備品の整備 1,000
岐阜県 郡上市 郡上市 D-1ポンプ一式他備品の整備 1,000
愛知県 長久手市 長久手市 D-1ポンプ一式の整備 900
滋賀県 － 湖北地域消防組合 D-1ポンプ一式他備品の整備 900
和歌山県 橋本市 橋本市 D-1ポンプ一式の整備 700
島根県 大田市 大田市 D-1ポンプ一式他備品の整備 1,000
広島県 北広島町 北広島町 D-1ポンプ一式他備品の整備 1,000
山口県 萩市 萩市 D-1ポンプ一式の整備 800
徳島県 小松島市 小松島市 D-1ポンプ一式他備品の整備 1,000
徳島県 － 美馬西部消防組合 D-1ポンプ一式の整備 800
高知県 宿毛市 宿毛市 D-1ポンプ一式他備品の整備 1,000
長崎県 壱岐市 壱岐市 D-1ポンプ一式他備品の整備 1,000
大分県 臼杵市 臼杵市 D-1ポンプ一式の整備 1,000
宮崎県 五ヶ瀬町 五ヶ瀬町 D-1ポンプ一式他備品の整備 1,000
小計 27団体 25,500

都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成決定額
（千円）

東京都 日の出町 日の出町 D-1ポンプ一式他備品の整備 1,000
岡山県 瀬戸内市 瀬戸内市 D-1ポンプ一式他備品の整備 1,000
小計 2団体 2,000
合計 29団体 27,500

初期消火活動及び応急救護普及活動

初期消火活動及び予防活動
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平成26年度コミュニティ助成金決定額
（地域防災組織育成助成金　区分カ）

都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成決定額
（千円）

北海道 － 大雪消防組合 訓練用消火器他備品の整備 1,000
北海道 － 富良野広域連合 活動服他備品の整備 1,000
北海道 － 利尻礼文消防事務組合 投光器他備品の整備 800
青森県 五戸町 五戸町 メガホン他備品の整備 1,000
宮城県 塩竃市 塩竃市 ワイヤレスアンプ他備品の整備 1,000
福島県 － 喜多方地方広域市町村圏組合 活動服他備品の整備 1,000
埼玉県 － 吉川松伏消防組合 D-1ポンプ一式他備品の整備 1,000
東京都 墨田区 墨田区 消防用ホース他備品の整備 700
東京都 江戸川区 江戸川区 活動服他備品の整備 1,000
東京都 八王子市 八王子市 簡易型蘇生法訓練モデルセットの整備 100
神奈川県 大和市 大和市 D-1ポンプ一式他備品の整備 1,000
神奈川県 湯河原町 湯河原町 活動服他備品の整備 1,000
富山県 砺波市 砺波市 マイクセット他備品の整備 1,000
石川県 － 能美広域事務組合 活動服他備品の整備 700
福井県 永平寺町 永平寺町 プロジェクター他備品の整備 400
長野県 － 岳北広域行政組合 活動服の整備 800
愛知県 尾張旭市 尾張旭市 活動服他備品の整備 800
兵庫県 尼崎市 尼崎市 活動服他備品の整備 900
奈良県 御所市 御所市 プロジェクター他備品の整備 700
和歌山県 新宮市 新宮市 救命胴衣の整備 100
徳島県 鳴門市 鳴門市 訓練用消火器の整備 200
愛媛県 八幡浜市 八幡浜市 活動服他備品の整備 900
愛媛県 新居浜市 新居浜市 活動服他備品の整備 900
愛媛県 － 伊予消防等事務組合 活動服他備品の整備 500
高知県 四万十市 四万十市 炊き出し機セット他備品の整備 1,000
福岡県 － 粕屋南部消防組合 活動服他備品の整備 1,000
福岡県 － 久留米広域市町村圏事務組合 活動服他備品の整備 1,000
大分県 別府市 別府市 活動服他備品の整備 1,000
鹿児島県 － 指宿南九州消防組合 AEDトレーナー他備品の整備 1,000
沖縄県 名護市 名護市 AEDトレーナー他備品の整備 1,000
合計 30団体 24,500
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平成26年度コミュニティ助成金決定額
（青少年健全育成助成金）

都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成決定額
（千円）

北海道 八雲町 八雲町青少年健全育成協議会 設立３０周年記念講演会事業 800
北海道 鷹栖町 鷹栖町 コオーディネーショントレーニング親子体験 700
青森県 横浜町 吹越町内会 野菜づくり等体験による健やか交流事業 800
岩手県 奥州市 奥州市 エコキッズ親子環境保全活動事業 900
宮城県 名取市 那智が丘青少年健全育成会 親子ふれあい食育体験交流事業 900
山形県 鶴岡市 鼠ヶ関自治会 親子を対象とした和太鼓の体験事業 1,000
茨城県 稲敷市 稲敷市音楽団体　i-tones（アイトーン） 青少年向けコンサート等の実施 300
千葉県 酒々井町 酒々井町 勝っタネ！くん親子コンサート 700
東京都 町田市 町田市 大池沢親子で楽しむ野外料理入門 400
新潟県 十日町市 伊達集落夜店の会 親子で楽しむ秋の収穫祭 300
新潟県 上越市 上越市 「渡辺竜王を招く親子御城将棋（仮題）」 1,000
石川県 羽咋市 邑知地区まちづくり推進協議会 青少年と共につくるまちづくり事業 300
石川県 津幡町 井上の郷土文化を考える会 おやこ郷土研究教室 500
福井県 福井市 福井市 ことばの教室における運動教室 400
山梨県 北杜市 北杜市 親子お箸づくり教室の開催 300
長野県 須坂市 須坂市 スポーツ講演会＆ランニング教室 1,000
岐阜県 神戸町 神戸町 親子ミニ和太鼓づくり体験教室 1,000
静岡県 御殿場市 御殿場市青少年健全育成会連絡協議会 親子映画のつどい開催 300
静岡県 清水町 清水町 親子ふれあい音楽教室 900
愛知県 犬山市 東小学校区コミュニティ推進協議会 東小コミュニティフェスティバル 700
三重県 菰野町 菰野町 はじめての将棋体験教室 1,000
三重県 明和町 業平夢太鼓 「親子でどん・みんなでどんどん」の実施 900
滋賀県 長浜市 六荘地区地域づくり協議会 体験型安全教室 500
大阪府 茨木市 茨木市 図書館利用促進事業 1,000
兵庫県 たつの市 播州新宮越部太鼓 親子ドンドコ教室 1,000
鳥取県 湯梨浜町 湯梨浜町 ゆりはま子育て応援フェスタspecial 1,000
岡山県 笠岡市 笠岡市 イベント「かさおか子どもフェスティバル」 1,000
岡山県 真庭市 真庭市 科学実験教室 1,000
徳島県 藍住町 正法寺川を考える会 野外体験自然観察会 300
徳島県 佐那河内村 青少年育成佐那河内村民会議 親子アウトドア教室 1,000
香川県 高松市 栗林校区コミュニティ協議会 プロスポーツチームとの運動会他 700
愛媛県 松山市 桑原地区まちづくり協議会 自然環境体感イベント 900
愛媛県 八幡浜市 和太鼓集団雅組 太鼓体験教室 1,000
高知県 中土佐町 矢井賀太鼓「浜千鳥」 親子どんどこ事業 1,000
福岡県 久留米市 久留米市 科学実験教室 900
福岡県 八女市 上陽地区まちづくり協議会 「ふるさと上陽探検隊」の実施 1,000
大分県 佐伯市 佐伯市 野菜づくり体験及び食育イベント 900
沖縄県 本部町 本部町子ども会育成連絡協議会 マリン体験と講演会 1,000
沖縄県 久米島町 久米島町 科学実験教室 300
合計 39団体 29,600
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平成26年度コミュニティ助成金決定額
（共生の地域づくり助成金）

都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成決定額
（千円）

北海道 幕別町 幕別町 コミュニティ施設のバリアフリー化 2,000
青森県 黒石市 黒石市 バリアフリー車両の整備 10,000
岩手県 金ヶ崎町 金ヶ崎町 バリアフリー車両の整備 8,200
宮城県 山元町 山元町 災害時要援護者のための地域防災リーダー育成研修 800
秋田県 鹿角市 鹿角市 コミュニティ施設へのユニバーサルデザイン遊具の整備 9,600
山形県 上山市 上山市 コミュニティ施設のバリアフリー化工事 10,000
福島県 会津坂下町 会津坂下町 バリアフリー車両の整備 9,400
茨城県 日立市 日立市 コミュニティ施設のバリアフリー化工事 10,000
埼玉県 嵐山町 嵐山町 コミュニティ施設へのユニバーサルデザイン遊具の整備 8,600
千葉県 栄町 栄町 コミュニティ施設のバリアフリー化工事 7,200
東京都 小金井市 小金井市 コミュニティ施設のバリアフリー化工事 10,000
神奈川県 大和市 大和市 バリアフリー車両の整備 7,800
富山県 滑川市 滑川市 バリアフリー車両の整備 10,000
福井県 鯖江市 鯖江市 公園のユニバーサルデザイン対応設備の整備 9,900
長野県 木曽町 木曽町 コミュニティ施設のバリアフリー化工事 5,700
岐阜県 高山市 高山市 コミュニティ施設へのバリアフリー化備品の整備 7,200
愛知県 長久手市 長久手市 バリアフリー車両の整備 10,000
三重県 津市 津市 バリアフリー車両の整備 10,000
滋賀県 高島市 高島市 ユニバーサルデザインに配慮した公共施設の整備 9,000
京都府 伊根町 伊根町 コミュニティ施設のバリアフリー化工事 10,000
大阪府 熊取町 熊取町 コミュニティ施設へのユニバーサルデザイン備品の整備 2,300
兵庫県 猪名川町 猪名川町 バリアフリー対応車両の整備 10,000
奈良県 川西町 川西町 バリアフリー対応車両の整備 3,800
和歌山県 紀の川市 紀の川市 コミュニティ施設へのユニバーサルデザイン遊具の整備 9,900
島根県 西ノ島町 西ノ島町 コミュニティ施設へのユニバーサルデザイン備品の整備 2,100
岡山県 矢掛町 矢掛町 コミュニティ施設のバリアフリー化工事 5,300
広島県 呉市 呉市 バリアフリー車両の整備 10,000
山口県 長門市 長門市 公園のユニバーサルデザイン対応設備の整備 10,000
徳島県 小松島市 小松島市 コミュニティ施設のバリアフリー化工事 10,000
愛媛県 東温市 東温市 公共施設のバリアフリー化 10,000
高知県 土佐清水市 土佐清水市 親子でわくわく交流会の実施 700
福岡県 鞍手町 鞍手町 バリアフリー車両の整備 10,000
佐賀県 伊万里市 伊万里市 コミュニティ施設のバリアフリー化工事 10,000
長崎県 松浦市 松浦市 公園のユニバーサルデザイン対応設備の整備 10,000
熊本県 宇城市 宇城市 バリアフリー車両の整備 4,000
大分県 日出町 日出町 バリアフリー車両の整備 7,800
宮崎県 高千穂町 高千穂町 コミュニティ施設のバリアフリー化工事 7,200
鹿児島県 南大隅町 南大隅町 バリアフリー車両の整備 10,000
合計 38団体 298,500
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平成26年度コミュニティ助成事業決定額
（地域の芸術環境づくり助成金）

都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成決定額
（千円）

北海道 帯広市 一般財団法人帯広市文化スポーツ振興財団 第3回帯広市民バレエ「くるみ割り人形」 3,000
北海道 滝川市 「白石加代子　百物語」滝川公演実行委員会 「白石加代子　百物語」滝川公演 1,500

北海道 深川市
特定非営利活動法人深川市舞台芸術交流協
会

伝統音楽を町づくりの力に～開館10周年
事業「和太鼓松村組」

1,200

北海道 壮瞥町
壮瞥町地域交流センター運営ボランティア実
行委員会

地域交流センター山美湖5周年記念事業
高島ちさ子　カジュアル・クラシック

1,700

青森県 鶴田町 鶴田アートフェスティバル実行委員会 アートミュージアムinつるた 1,500

岩手県 盛岡市 公益財団法人文化振興事業団
盛岡劇場「劇団モリオカ市民」公演『あの年
の盛岡1933』

3,000

岩手県 久慈市 久慈市
市文化会館開館15周年事業「音楽の贈り
物vol.2」ポップスとクラシックの融合

5,000

岩手県 遠野市 狂言風オペラ遠野公演実行委員会 狂言風オペラ遠野公演 3,100
岩手県 西和賀町 にしわが町民劇場実行委員会 にしわが町民劇場開催事業 2,800

宮城県 美里町 美里町文化会館
町文化会館開館35周年記念町民劇場（仮
称）

2,400

秋田県 能代市 能代オペラ音楽祭実行委員会 能代オペラ「椿姫」全幕 3,300
秋田県 能代市 仲道郁代ピアノリサイタル実行委員会 仲道郁代ピアノリサイタル 1,100
福島県 いわき市 いわき芸術文化交流館 ANUNAｺﾝｻｰﾄ＆交流ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ(仮) 2,600

福島県 喜多方市 喜多方市ふるさと振興株式会社
喜多方･夢･ｱｰﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ2014大原美術館
所蔵作品展「せぴろまの夢 ぴはﾋﾟｶｿのﾋﾟ」
展

5,000

茨城県 日立市 市民のための能を知る会実行委員会 第20回　初秋ひたち能と狂言 1,300

茨城県 取手市 取手アートプロジェクト実行委員会
郊外のクリエイティヴ－生活景のなかの
アート（仮）

2,600

栃木県 小山市
市制60周年記念市民オペラ「小山物語」実行
委員会

市制60周年記念市民オペラ「小山物語」 4,800

栃木県 下野市 下野市教育委員会
国指定史跡下野国分寺跡保存整備事業
完成記念　国分寺薪能

5,000

埼玉県 川越市 川越市立美術館
たまもの in 川越　藻ねから草間弥生まで
埼玉県立近代美術館の名品

2,500

埼玉県 川口市 公益財団法人川口総合文化センター
東京バレエ団　子どものためのバレエ「ね
むれる森の美女」

2,800

埼玉県 草加市 公益財団法人草加市文化協会 歌とダンスのファンタジー 3,000
千葉県 東金市 公益財団法人東金文化・スポーツ振興財団 市制施行60周年記念「第九演奏会」 3,400

千葉県 市原市
中房総国際芸術祭　いちはらアート×ミックス
実行委員会

市原市白鳥地区を舞台とした芸術環境づく
り

5,000

東京都 墨田区 公益財団法人墨田区文化振興財団
まちと音楽、みんなで世界へ平和のﾒｯｾｰ
ｼﾞ～すみだ平和祈念ｺﾝｻｰﾄ2015～

5,000

東京都 世田谷区 公益財団法人せたがや文化財団 桑原甲子雄の写真展（仮称） 5,000

東京都 調布市 調布市せんがわ劇場演劇事業実行委員会
せんがわシアター121（仮）演劇展覧会～
劇場を日常生活の中へ～

5,000

東京都 羽村市
羽村市教育委員会生涯学習部生涯学習セン
ターゆとろぎ

伝統文化交流事業「ゆとろぎ演芸公演～
江戸を感じる初笑い～（仮）」

800

神奈川県 横須賀市 公益財団法人横須賀芸術文化財団 東京バレエ団「くるみ割り人形」 4,500

神奈川県 逗子市 逗子文化プラザホール（逗子市文化振興課）
～光と音が奏でる風景～東京シティ・フィ
ルハーモニック管弦楽団（仮）

1,500

神奈川県 南足柄市 南足柄市文化会館
（仮称）神奈川ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団ﾒﾝﾊﾞｰ
による室内楽ｺﾝｻｰﾄと中学生の合同演奏
会及び中学生向けｸﾘﾆｯｸ

500

新潟県 見附市
アルカディア運営グループ　代表者株式会社
NKSコーポレーション長岡支店

ミュージカル　小野小町 1,600

新潟県 上越市
株式会社NKSコーポレーション（上越文化会
館指定管理者）

シエナ・ウインド・オーケストラ＆上越市民
吹奏楽団ジョイントコンサート

2,600

新潟県 魚沼市 第24回全国地芝居サミットin魚沼大会実行委 第24回全国地芝居サミットin魚沼大会 4,800

富山県 富山市 公益財団法人富山市民文化事業団
2015年北陸新幹線開通記念公演　ミュー
ジカル「ショウ・ボート」

5,000

富山県 小矢部市 公益財団法人クロスランドおやべ
クロスランドおやべ開館20周年記念事業
「おやべ第九演奏会」

3,200

富山県 南砺市 アートで遊ぼう実行委員会 和紙アートコンクールinなんと 600

石川県 金沢市 公益財団法人金沢芸術創造財団
開館10周年記念事業　フードクリエイション
「祝宴」（仮）

5,000

石川県 金沢市 金沢市民芸術村アクションプラン実行委員会 青少年のためのジャズコンサート 800
石川県 珠洲市 珠洲市 狂言新発見！大藏流狂言 800

福井県 勝山市 勝山市
市制施行60周年･市文化協会創立50周年
記念子どもたちが輝く♪演奏会

2,000

福井県 あわら市 公益財団法人金津創作の森財団 ｱｰﾄﾄﾞｷｭﾒﾝﾄト2014「久世建二展」（仮称） 2,000

福井県 若狭町 若狭町
三浦一馬と京フィル「タンゴ＆シネマ」with
地元合唱団

1,400

山梨県 甲斐市 公益財団法人やまなし文化学習協会 ｼｰｴｰﾃｨﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ「6週間のﾀﾞﾝｽﾚｯｽﾝ」 2,400

40



都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成決定額
（千円）

山梨県 笛吹市
公益財団法人ふえふき文化・スポーツ振興財
団

ふえふき協奏曲第１番～３番 1,900

長野県 上田市 交流文化芸術センター（市立美術館） 市立美術館開館記念「山本鼎のすべて」展 5,000
長野県 茅野市 株式会社地域文化創造 生誕100年　矢崎博信展（仮） 4,100
長野県 御代田町 文楽長野公演実行委員会 「文楽を知る・見る・楽しむ」 4,700
長野県 売木村 売木村 うるぎ星の森音楽祭実施事業（仮） 4,100
岐阜県 大垣市 公益財団法人大垣市文化事業団 錯覚・錯視展（仮称） 2,300
岐阜県 多治見市 公益財団法人多治見市文化振興事業団 ウィーン・ヴィルトゥオーゼン 2,500
岐阜県 瑞浪市 瑞浪市教育委員会 ﾆｭｰｲﾔｰｺﾝｻｰﾄ2015「櫻堂ものがたり」 2,700
岐阜県 山県市 山県市教育委員会 開館１０周年記念花咲きコンサート 800
静岡県 富士市 公益財団法人富士市文化振興財団 プリマ・ヴィスタ弦楽四重奏団演奏会 300
愛知県 豊橋市 公益財団法人豊橋文化振興財団 穂の国の『転校生』 5,000
愛知県 安城市 安城市 廣村正彰のデザインの世界展（仮題） 3,800
愛知県 知立市 ちりゅう芸術創造協会 まちおこし音楽劇『愛・かきつばた姫』 3,700
愛知県 東栄町 東栄町 東栄町和太鼓「絆」プロジェクト事業 2,900
三重県 四日市市 公益財団法人四日市市文化まちづくり財団 第4回四日市市民演劇公演 2,400
三重県 鈴鹿市 公益財団法人鈴鹿市文化振興財団 富良野GROUP公演「夜想曲－ノクターン」 2,100
三重県 名張市 名張市 ミュージカル「小野小町」公演 2,300

滋賀県 高島市 市民音楽祭実行委員会
市誕生10周年記念事業「たかしま市民音
楽祭＆高島市さとやま劇場」（仮称）

800

京都府 宇治市 第13回宇治市第九コンサート実行委員会 第13回宇治市第九コンサート 600

京都府 八幡市 公益財団法人やわた市民文化事業団
大阪交響楽団による吹奏楽ｸﾘﾆｯｸ・ｱｳﾄﾘｰ
ﾁおよび合同演奏付きのｺﾝｻｰﾄ

2,900

大阪府 池田市 一般財団法人いけだ市民文化振興財団 ０歳からの親子コンサート 2,000
大阪府 貝塚市 一般財団法人貝塚市文化振興事業団 釈場復活プロジェクト「秋桜講釈会」 400

大阪府 河内長野市 公益財団法人河内長野市文化振興財団
市制６０周年記念市民参加創作ﾐｭｰｼﾞｶﾙ
「高向玄理☆KUROMARO☆物語」～奥河
内ふるさと学　国博士高向玄理より

4,100

兵庫県 豊岡市
特定非営利活動法人コミュニティアートセン
タープラッツ

水害10周年メモリアル演劇「水の彼方に
（仮称）」制作と上演

1,600

兵庫県 三木市 公益財団法人三木市文化振興財団 創作オペレッタ「三木合戦」 1,100

兵庫県 川西市
川西市民創作ミュージカル「川西の金太郎」実
行委員会

市制60周年記念ミュージカル続「川西の金
太郎」～黒姫蜘蛛編～

5,000

兵庫県 丹波市 丹波市まちづくり部生涯学習センター 合併10周年記念　劇術文化まちづくり事業 1,800
奈良県 大淀町 大淀町 大淀町能プログラム～広めよう能楽の輪 4,600

和歌山県 和歌山市
公益財団法人和歌山市文化スポーツ振興財
団

ダンス×マリンバ公演からなるつながる
“ひととひと”

600

和歌山県 田辺市 田辺市 大阪交響楽団名曲セレクション2015 3,900

和歌山県 古座川町 古座川せせらぎコンサート実行委員会
古座川せせらぎコンサート（校歌CD制作完
成記念）

1,900

島根県 松江市 松江市
写真家・植田正治が撮る松江　－変わらな
い風景と移りゆく風景－

700

島根県 浜田市 公益財団法人浜田市教育文化振興事業団 体験型現代美術展『変身アート』（仮題） 3,700
島根県 安来市 安来市教育委員会 新市発足10周年記念　米原雲海展 5,000

島根県 雲南市 株式会社キラキラ雲南
ヤン・ヴァン・デル・ロースト式　雲南ウィン
ドオーケストラ　ワークショップ&公演

3,000

岡山県 笠岡市 笠岡市立竹喬美術館 「没後60年　菊池契月展」 3,000
岡山県 真庭市 真庭市 絵本に綴る吹奏楽コンサート 1,200

広島県 熊野町 一般財団法人筆の里振興事業団
筆の里工房開館20周年記念特別展「日本
の書と筆の宇宙（仮称）」

5,000

山口県 山口市
公益財団法人山口市文化振興財団（山口情
報芸術センター[YCAM]）

YCAM InterLab＋安藤洋子共同研究開発
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ「Reactor for Awareness in
Motion(RAM)」

5,000

山口県 山陽小野田市 山陽小野田市文化会館
誰でも楽しめるオペラ「ドニゼッティ作曲
愛の妙薬」公演

1,100

香川県 丸亀市 公益財団法人ミモカ美術振興財団 拡張するファッション 5,000

香川県 東かがわ市 一般財団法人パペットナビゲート
30周年記念行事・とらまる人形劇カーニバ
ル2014　プレイベント特別公演

400

愛媛県 久万高原町 町立久万美術館
町立久万美術館2014年度企画展「孤高の
画家－馬越舛太郎」（仮称）

1,900

高知県 高知市 公益財団法人高知市文化振興事業団 日本舞踊家集団「弧の会」 1,800
高知県 須崎市 須崎市 SUSAKI SPACIFIC（仮称） 1,800
福岡県 直方市 公益財団法人直方文化青少年協会 「たへえの城～鷹取城築城異聞～」 2,600
福岡県 田川市 株式会社ケイミックス 田川市民ミュージカル『炭坑よ　永久に』 5,000

福岡県 筑後市 公益財団法人筑後市文化振興公社
市制60周年・サザンクス筑後20周年記念
市民ミュージカル「彼方へ、流れの彼方へ
2014」公演

3,000

福岡県 宗像市 公益財団法人　宗像ユリックス 仲道郁代　ピアノで遊んでみませんか？ 1,400

佐賀県 武雄市 アウトリーチと演奏会開催実行委員会
混成合唱とピアノのための　空、海、大地と
木のうた　演奏会

5,000
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都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成決定額
（千円）

長崎県 諫早市 諫早がんばらんば音楽会実行委員会 諫早がんばらんば音楽会事業 2,600

大分県 大分市 ホルトホール大分みらい共同事業体
ｺﾝﾃﾝﾎﾟﾗﾘｰﾀﾞﾝｽ・ｶﾙﾁｬｰ発信「ﾀﾞﾝｽ・ﾊﾟｰﾄ
ﾅｰ nobody can imitate project in Oita!!」

3,200

大分県 豊後大野市 豊後大野市 豊後大野市全国神楽大会 5,000
宮崎県 都城市 公益財団法人都城市文化振興財団 豊かな心と身体を育む子供支援事業（仮） 1,500
宮崎県 延岡市 公益財団法人延岡総合文化センター ひむかオペラ　歌劇「カルメン」 5,000

鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市
特別企画展「西洋近代美術の潮流（仮
称）」

5,000

鹿児島県 大崎町 はばたけ大隅実行委員会 地域の魅力発信映画上映事業 5,000

鹿児島県 中種子町 中種子町文化会館種子島こり～な
若狭姫物語（種子島から未来へ）種子島公
演

2,000

鹿児島県 徳之島町 徳之島町 島民劇「島の夫婦」 2,500

沖縄県 沖縄市 musix実行委員会
アジアの中の日本～音楽と芸能で結ぶ絆
～

5,000

沖縄県 うるま市 うるま市 小那覇　舞天（仮題）演劇公演 2,100
合計 104団体 298,500
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平成26年度コミュニティ助成金決定額
（地域国際化推進助成金）

①国際理解分野

都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成決定額
（千円）

青森県 十和田市
特定非営利活動法人
プロ・ワークス十和田

ご当地NGO発！　青少年研修とベトナム文
化交流プログラム確立事業

800

青森県 十和田市
特定非営利活動法人
十和田国際交流協会

カナダ青少年語学研修交流整備事業 2,000

兵庫県 丹波市 氷上町東地区国際交流協会
協会設立20周年記念事業
～こどもでつながる国際交流～

2,000

奈良県 橿原市 社団法人まちづくり国際交流センター 地域国際化推進助成事業 2,000

山口県 長門市 フューチャー長門
楊貴妃伝説を活用した日中友好関係構築
強化及び情報発信環境整備推進事業

1,300

香川県 まんのう町 まんのう町国際交流協会 満濃池おもてなし事業 1,500

福岡県 岡垣町 岡垣国際交流協会
地域国際化推進助成事業『茶馬古道』が
結ぶ人々の絆Tea Exchange in Okagaki

2,000

佐賀県 有田町 陶都有田国際交流協会
姉妹都市マイセン市35周年
記念パネル展事業

300

宮崎県 えびの市
特定非営利活動法人
えびの市国際交流協会

中国留学生交流20周年事業 1,900

小計 9団体 13,800

②多文化共生分野

都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成決定額
（千円）

埼玉県 ふじみ野市 ふじみ野国際交流センター
ポケットに入れる
「外国人災害時緊急カード」制作

1,800

新潟県 佐渡市
公益財団法人
鼓童文化財団

国際交流広場
「ハーバーマーケット」

1,700

岐阜県 大垣市
公益財団法人
大垣国際交流協会

地域国際交流事業 300

岐阜県 可児市
特定非営利活動法人
可児市国際交流協会

在住外国人の自立に向けた
地域社会参加促進事業

2,000

三重県 四日市市 学校法人　ニッケン学園 ニッケン学園創立10周年記念事業 1,900
京都府 京丹後市 京丹後市国際交流協会 多文化共生策定事業 800

福岡県 久留米市
公益財団法人
久留米観光コンベンション国際交流協会

多言語ウェブページ作成事業 2,000

小計 7団体 10,500
合計 16団体 24,300
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平成26年度コミュニティ助成金決定額
（活力ある地域づくり助成金）

都道府県 市(区)町村 事業実施主体 事業内容
助成決定額
（千円）

北海道 ニセコ町 ニセコ町
有島記念館を軸とした鉄道遺産の活用に
よる地域活性化事業

2,000

北海道 東川町 東川町写真の町実行委員会 写真の町東川賞収蔵作品図録制作 2,000
青森県 八戸市 八戸市 工場アート八戸工場大学 2,000
岩手県 奥州市 いさわ水の郷夏祭り実行委員会 いさわの夏祭り復活プロジェクト 2,000

宮城県 川崎町 川崎町商工会青年部
地域の共生並びに活性化を目的とした地
域活性化イベント事業

2,000

秋田県 横手市 横手市 秋田・横手地域の食資源を見直そう 2,000

秋田県 男鹿市 男鹿市教育委員会
史跡「脇本城跡」国指定１０周年記念シン
ポジウム

1,800

福島県 喜多方市 太極拳フェスティバル実行委員会 喜多方太極拳フェスティバル 2,000
茨城県 高萩市 高萩市 歴史を活かしたまちづくり事業 2,000

群馬県 館林市 館林市教育委員会
館林市制施行６０周年記念プラネタリウム
特別番組制作・投影事業

2,000

埼玉県 上尾市 上尾市
「自転車のまち”あげお”」ステップアップ大
作戦

2,000

千葉県 長生村 ながいきそば倶楽部
ながいきそばオーナー制によるそばの栽
培およびそば打ち体験イベント

1,800

東京都 小金井市 小金井市 地域資源活用プロジェクト 2,000

神奈川県 小田原市 おだわら森林・林業・木材再生協議会
小田原産木材利用拡大事業及び木育推
進事業

2,000

新潟県 小千谷市 小千谷市 小千谷巫女爺サミット・伝統芸能まつり 2,000

富山県 小矢部市 小矢部市
「（仮称）猛将　木曾義仲～乱世に開いた
希望の花～」マンガ副読本製作事業

2,000

富山県 立山町 布橋潅頂会実行委員会
「布橋潅頂会」を活用した地域活性化イベ
ント事業

2,000

長野県 長野市 鬼無里地区歴史風致維持向上協議会
伝えよう！歴史と伝統　地域の文化財を活
用した中山間地域の活性化

2,000

岐阜県 多治見市 多治見市 感動体験講座～たじみゅうじあむ２０１４～ 1,100
静岡県 焼津市 「焼津鰹三昧」実行委員会 焼津鰹三昧 2,000
三重県 津市 津市 お城を中心とした活力ある地域づくり事業 2,000
滋賀県 守山市 守山市 守山特産展品開戦略事業 2,000
京都府 笠置町 笠置町 笠置町お宝活用活性化事業 2,000
大阪府 阪南市 （仮称）はんなんコットンまつり実行委員会 はんなんコットンまつり 1,900

兵庫県 宍粟市 宍粟市
宍粟の豊かな森林資源を活用した地域活
性化事業～森林セラピーの推進～

1,600

鳥取県 鳥取市 河原城フェスティバル実行委員会 河原城開館２０周年記念事業 2,000

岡山県 倉敷市 くらしき朝市実行委員会
（仮称）高梁川流域交易「目指せ！朝市日
本一」事業

2,000

広島県 熊野町 熊野町
熊野筆を活かした町並みギャラリーイベン
ト

2,000

徳島県 上勝町 上勝町 かみかつ美しい村事業（仮称） 2,000
徳島県 佐那河内村 佐那河内村 佐那河内オルタナティブ・ヴィレッジ構想 2,000
徳島県 つるぎ町 会音の和実行委員会 会音の和実行委員会イベント助成事業 2,000

愛媛県 今治市 今治市中心市街地再生協議会
水軍の足跡を辿る「自転車ヒロバ航海ゾー
ン」づくり

2,000

高知県 土佐市 土佐市
地域の魅力を再発見！！土佐まるごとアド
ベンチャー

1,000

高知県 大月町 大月町 大月町祝い凧文化継承事業 800

福岡県 福津市 福津市
合併10周年記念事業-津屋崎祇園山笠
300周年記念イベント-

2,000

熊本県 八代市 「ミニ・やっちろ！！」実行委員会 子どものマチ”ミニやっちろ!!”2014 1,100

熊本県 相良村 相良村
地域資源を活かした「相性が良くなる村＝
相良村」PR事業

2,000

大分県 日田市 日田市
教育遺産世界遺産登録推進国際シンポジ
ウム2014の開催

2,000

大分県 豊後高田市 豊後高田市
国東半島峯道ロングトレイルの活用促進を
図るためのPR事業

2,000

宮崎県 小林市 小林市
「てなんど」～小林市地域資源発掘・発信
プロジェクト～

2,000

鹿児島県 錦江町 錦江やまんなか協議会
花瀬川石畳PRプロジェクト「やまんなか音
楽会inはなぜ」開催事業

2,000

小計 41団体 77,100

ア　地域資源活用助成事業
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都道府県 市(区)町村 事業実施主体 事業内容
助成決定額
（千円）

栃木県 栃木市 うずま川遊会
新しい「栃木市」誕生記念「巴波川を活用し
た開運・幸来活性化プロジェクト」

2,000

福井県 越前町 越前町 越前町合併１０周年記念シンポジウム 2,000

奈良県
桜井宇陀広域
連合

桜井宇陀広域連合
桜井宇陀・伊勢本街道観光スタンプラリー
マラソン（inみつえ)

2,000

島根県 雲南広域連合 神々の国しまね雲南地域実行委員会
雲南地域（１市２町）地域資源魅力発信に
よる活性化促進事業

1,700

岡山県
井笠圏域振興
協議会

井笠圏域振興協議会 井笠圏域結婚推進事業 2,000

福岡県 筑紫野市
長崎街道筑前六宿開通400年記念事業実行
委員会

長崎街道筑前六宿開通400年記念事業 2,000

長崎県 大村市 大村市
大村湾を活かしたまちづくり自治体ネット
ワーク事業

2,000

小計 7団体 13,700

都道府県 市(区)町村 事業実施主体 事業内容
助成決定額
（千円）

北海道 長沼町 長沼町 夕やけ市自立看板設置事業 3,800
山形県 上山市 上山市 上山市誘導案内サイン整備工事 5,600
東京都 羽村市 羽村市 羽村駅東口道路照明灯（LED)設置工事 10,000
石川県 輪島市 輪島市 総持寺通り商店街魅力向上事業 8,100

山梨県 大月市 大月市
大月商店街ポイントカードシステム構築事
業

10,000

香川県 東かがわ市 東かがわ市
三本松商店街LEDシンボル街路灯設置事
業

9,900

福岡県 飯塚市 飯塚市
飯塚市本町商店街街なか交流・健康ひろ
ば整備事業

10,000

佐賀県 鹿島市 鹿島市
祐徳門前商店街における屋外放送設備の
設置

3,700

長崎県 島原市 島原市 島原市商店街街路灯等LED化事業 8,800
宮崎県 西都市 西都市 平助地区商店街街路灯LED化事業 9,600
小計 10団体 79,500
合計 58団体 170,300

イ　広域連携推進助成事業

ウ　活力ある商店街づくり助成事業
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