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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 52 118,600 1 15,000 18 20,400 2 700 1 5,000 3 6,100 2 3,100 4 16,000 83 184,900

2 青森県 61 126,900 3 40,800 17 19,000 1 1,000 1 10,000 1 1,500 1 500 1 2,000 86 201,700

3 岩手県 47 99,800 3 40,300 14 17,000 0 0 0 0 3 7,400 1 2,000 0 0 68 166,500

4 宮城県 48 107,300 1 15,000 15 16,500 2 600 0 0 1 4,100 1 2,000 0 0 68 145,500

5 秋田県 22 47,200 1 2,600 9 13,300 1 1,000 1 4,300 1 2,600 0 0 0 0 35 71,000

6 山形県 37 81,700 3 39,000 11 15,800 0 0 1 10,000 0 0 0 0 2 10,600 54 157,100

7 福島県 38 86,000 3 40,100 10 12,900 0 0 1 9,700 2 8,000 0 0 2 4,000 56 160,700

8 茨城県 36 81,000 4 40,200 9 14,000 0 0 1 10,000 2 6,300 1 1,600 1 2,000 54 155,100

9 栃木県 24 57,800 3 33,300 12 9,900 0 0 1 6,300 2 8,500 0 0 3 5,800 45 121,600

10 群馬県 27 60,900 3 40,300 13 16,600 0 0 1 3,500 1 1,300 1 1,000 0 0 46 123,600

11 埼玉県 69 160,400 0 0 13 17,100 0 0 1 2,000 2 4,000 0 0 0 0 85 183,500

12 千葉県 33 80,000 3 37,500 11 17,000 0 0 1 10,000 2 9,900 1 2,000 2 8,300 53 164,700

13 東京都 45 103,700 2 30,000 15 16,500 2 1,500 1 2,300 3 14,000 0 0 3 4,700 71 172,700

14 神奈川県 30 64,000 3 45,000 13 13,500 0 0 1 10,000 1 1,400 0 0 2 1,900 50 135,800

15 新潟県 56 122,400 4 44,800 11 14,700 1 700 1 4,700 2 6,900 0 0 1 2,000 76 196,200

16 富山県 32 76,200 4 45,000 11 10,800 1 1,000 1 10,000 2 5,900 0 0 3 6,000 54 154,900

17 石川県 26 56,200 3 45,000 14 15,100 0 0 1 4,900 0 0 0 0 0 0 44 121,200

18 福井県 29 64,900 3 45,000 16 22,800 1 1,000 0 0 1 2,800 0 0 2 3,700 52 140,200

19 山梨県 21 45,200 3 45,000 12 17,600 2 1,400 0 0 1 3,200 0 0 0 0 39 112,400

20 長野県 75 159,700 3 37,600 13 17,000 1 1,000 1 10,000 3 11,900 0 0 3 4,400 99 241,600

21 岐阜県 26 56,200 3 41,800 16 19,000 0 0 1 10,000 2 6,200 2 2,800 2 4,000 52 140,000

22 静岡県 43 96,500 2 30,000 12 11,700 1 1,000 1 10,000 0 0 0 0 3 5,500 62 154,700

23 愛知県 56 131,100 3 45,000 16 20,100 1 800 1 1,900 3 14,200 0 0 1 2,000 81 215,100

24 三重県 54 116,400 3 36,200 11 17,100 2 1,900 1 5,000 2 6,400 1 1,200 1 1,500 75 185,700

25 滋賀県 39 83,800 4 45,000 17 21,700 0 0 0 0 1 1,900 0 0 1 2,000 62 154,400

26 京都府 29 65,400 1 15,000 10 11,700 0 0 1 7,300 0 0 0 0 2 3,400 43 102,800

27 大阪府 28 65,300 2 30,000 15 18,400 0 0 1 1,800 3 7,700 0 0 2 4,000 51 127,200

28 兵庫県 35 73,800 3 44,900 13 14,500 0 0 1 5,100 2 7,800 0 0 0 0 54 146,100

29 奈良県 29 65,500 1 14,700 12 13,400 2 1,900 1 1,200 1 4,800 0 0 2 4,000 48 105,500

30 和歌山県 22 52,500 3 39,600 13 12,600 1 1,000 1 8,000 3 5,800 0 0 1 1,200 44 120,700

31 鳥取県 32 65,400 4 44,100 11 16,000 0 0 1 10,000 0 0 0 0 0 0 48 135,500

32 島根県 25 55,900 4 41,200 16 16,900 1 700 1 1,700 2 6,200 0 0 0 0 49 122,600

33 岡山県 31 65,400 3 45,000 15 15,400 0 0 1 10,000 2 6,300 0 0 1 1,800 53 143,900

34 広島県 37 84,100 1 13,100 17 18,200 0 0 1 8,100 3 9,000 0 0 3 13,900 62 146,400

35 山口県 22 51,700 2 11,000 8 9,900 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,000 33 74,600

36 徳島県 28 65,600 1 11,000 10 12,000 1 1,000 1 7,700 1 5,000 0 0 1 2,000 43 104,300

37 香川県 43 100,800 2 17,100 13 18,100 0 0 1 10,000 3 11,400 0 0 1 2,000 63 159,400

38 愛媛県 32 72,900 3 40,400 14 19,900 0 0 1 10,000 1 2,600 1 200 2 11,900 54 157,900

39 高知県 21 45,800 2 21,300 15 20,400 1 500 1 600 1 3,800 1 500 2 11,800 44 104,700

40 福岡県 48 107,600 3 45,000 20 19,400 0 0 1 600 2 4,900 0 0 3 4,900 77 182,400

41 佐賀県 25 54,400 4 44,600 13 16,200 0 0 1 10,000 3 5,000 0 0 1 1,300 47 131,500

42 長崎県 22 48,000 3 31,400 14 17,400 1 300 1 1,200 2 4,200 0 0 0 0 43 102,500

43 熊本県 40 91,500 6 44,400 14 16,500 0 0 1 9,900 1 1,800 1 1,100 2 4,000 65 169,200

44 大分県 22 50,100 3 39,000 9 12,900 0 0 1 8,200 2 9,900 0 0 0 0 37 120,100

45 宮崎県 35 74,100 4 42,000 13 17,900 0 0 1 4,700 1 2,900 0 0 1 2,000 55 143,600

46 鹿児島県 59 130,700 3 42,900 16 18,600 1 1,000 1 9,100 3 12,400 0 0 2 4,000 85 218,700

47 沖縄県 22 50,800 3 45,000 11 16,000 1 800 0 0 1 2,500 0 0 0 0 38 115,100

合計 1,713 3,821,200 129 1,602,200 621 759,400 27 20,800 40 264,800 78 248,500 14 18,000 64 160,600 2,686 6,895,500

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２８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２８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 小樽市 共睦町会 パソコン他備品の整備 2,500
北海道 旭川市 神楽岡第八区町内会館管理運営委員会 テーブル他備品の整備 1,900
北海道 室蘭市 地球岬街道夢の森づくりの会 テーブル他備品の整備 2,400
北海道 帯広市 やまと連合町内会 発電機他備品の整備 2,500
北海道 北見市 太陽わらべ太鼓保存会 太鼓の整備 2,500
北海道 岩見沢市 郷土芸能岩見沢豊年太鼓鼓楽会 太鼓の整備 2,500
北海道 苫小牧市 光洋町町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
北海道 稚内市 潮見第二町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
北海道 江別市 大麻夢太鼓 太鼓他備品の整備 2,500
北海道 名寄市 名寄市風連地区町内会連絡会 椅子他備品の整備 2,400
北海道 砂川市 砂川神輿会　緑粋 神輿半纏他備品の整備 2,200
北海道 登別市 若緑町内会 コミュニティ活動備品の整備 1,500
北海道 北広島市 北広島ふるさと太鼓保存会 太鼓の修繕他備品の整備 2,500
北海道 当別町 北栄町町内会 音響機器他備品の整備 2,500
北海道 松前町 博多町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
北海道 福島町 福島大神宮祭礼行列保存会 お祭り用備品の整備 2,500
北海道 知内町 渡島知内町内会 お祭り用備品の整備 2,500
北海道 七飯町 大中山連合町内会 音響機器他備品の整備 2,500
北海道 森町 もりまち太鼓保存会 長胴太鼓の整備 1,900
北海道 上ノ国町 桂岡町内会 お祭り用備品の整備 2,500
北海道 乙部町 緑町二自治会 山車の整備 2,500
北海道 奥尻町 奥尻町町内会連合会 椅子他備品の整備 2,000
北海道 今金町 今金町自治会町内会連合会 テントの整備 1,700
北海道 蘭越町 蘭越町地域活動推進協議会 除雪機の整備 2,500
北海道 ニセコ町 近藤親交会 テント他備品の整備 2,400
北海道 古平町 浜５町内会 お祭り用備品の整備 2,500
北海道 上砂川町 上砂川町自治会連絡協議会 除雪機の整備 2,100
北海道 由仁町 由仁町第７自治区 プロジェクター他備品の整備 1,800
北海道 浦臼町 浦臼町連合町内会 テーブル他備品の整備 2,500
北海道 鷹栖町 たかすオサッペ太鼓後援会 太鼓の修繕他備品の整備 2,500
北海道 東神楽町 東神楽町ひじり野団地振興協会 コミュニティ活動備品の整備 2,300
北海道 上川町 上川町郷土太鼓保存会 太鼓の整備 2,500
北海道 美深町 美深町仁宇布自治会 机他備品の整備 2,300
北海道 小平町 おびら太鼓麓龍 太鼓の修繕 2,100
北海道 苫前町 苫前町内会 テントの整備 1,000
北海道 遠別町 遠別町 遊具の整備 2,500
北海道 豊富町 サロベツ豊富太鼓　鼓魂磨 和太鼓他備品の整備 2,500
北海道 幌延町 サロベツ太鼓 お祭り用備品の整備 2,500
北海道 津別町 津別町自治会連合会 テントの整備 2,500
北海道 小清水町 小清水町自治会連合会 除雪機の整備 2,400
北海道 遠軽町 遠軽町生田原地区自治会連合会 音響機器他備品の整備 2,200
北海道 滝上町 濁川迷士の会 コミュニティ活動備品の整備 1,300
北海道 洞爺湖町 洞爺湖町本町８区自治会 テーブル他備品の整備 2,500
北海道 音更町 十勝川平原太鼓保存会 お祭り用備品の整備 2,500
北海道 広尾町 緑町町内会 軽微な机及び椅子の整備 2,500
北海道 幕別町 途別公区 テーブル他備品の整備 1,000
北海道 池田町 池田町 テントの整備 2,400
北海道 釧路町 遠矢地区連合町内会 コピー機他備品の整備 2,500
北海道 浜中町 円朱別連合会 テーブル他備品の整備 2,200
北海道 弟子屈町 泉町自治会 イベント用ステージの整備 2,200
北海道 別海町 春別町内会 テント他備品の整備 2,400
北海道 中標津町 旭第一町内会 音響機器他備品の整備 2,500
青森県 青森市 栄町町内会 クリーンボックス及び掲示板の整備 2,500
青森県 青森市 西千刈町会 クリーンボックスの整備 2,400
青森県 青森市 油川寺町町会 クリーンボックスの整備 1,400
青森県 青森市 浪打一丁目町会 クリーンボックスの整備 2,500
青森県 青森市 みどりヶ丘町会 クリーンボックスの整備 1,000
青森県 弘前市 鬼沢第二町会 コミュニティ活動備品の整備 1,100
青森県 八戸市 妙団地町内会 コミュニティ活動備品の整備 1,600
青森県 八戸市 西白山台町内会 除雪機他備品の整備 1,900
青森県 八戸市 白銀台地区連合町内会 テント他備品の整備 2,500
青森県 八戸市 通清水町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,000
青森県 八戸市 三島上町内会 除雪機他備品の整備 2,400
青森県 八戸市 三条目町内会 除雪機他備品の整備 2,500
青森県 八戸市 三八城連合町内会 放送機材他備品の整備 2,000
青森県 黒石市 西部地区連絡協議会 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 2,500
青森県 五所川原市 福山町内会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
青森県 五所川原市 原子町内会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
青森県 十和田市 西北園町内会 テレビ他コミュニティ活動備品の整備 2,200
青森県 十和田市 六日町町内会 物置他コミュニティ活動備品の整備 2,100
青森県 十和田市 赤沼町内会 パソコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
青森県 三沢市 三沢市連合町内会 液晶テレビ他コミュニティ活動備品の整備 2,500
青森県 むつ市 新町町内会 会議用イス他コミュニティ活動備品 1,900
青森県 むつ市 南松町内会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,700
青森県 むつ市 昭和町B町内会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,400
青森県 むつ市 横迎町町内会 物置他コミュニティ活動備品の整備 2,200
青森県 つがる市 筒木坂自治会 エアコンの整備 1,700
青森県 つがる市 再賀自治会 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 2,400
青森県 つがる市 亀ヶ岡部落会 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 1,700
青森県 平川市 三町会 コミュニティ活動備品の整備 2,200
青森県 平内町 浅所町内会 クリーンボックスの整備 2,300
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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 平内町 清水川町内会 コミュニティ活動備品整備 2,400
青森県 蓬田村 蓬田村連合自治会 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 2,000
青森県 外ヶ浜町 根岸自治会 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 2,500
青森県 外ヶ浜町 下小国自治会 除雪機の整備 2,400
青森県 鰺ヶ沢町 鳴沢地区町内会連合会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
青森県 深浦町 松原自治会 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 1,900
青森県 深浦町 岩崎中地区 刈払機他コミュニティ活動備品の整備 1,400
青森県 西目屋村 杉ヶ沢地区会 発電機他コミュニティ活動備品の整備 1,700
青森県 藤崎町 三ツ屋町内会 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 2,000
青森県 藤崎町 水木町内会 お祭り備品の整備 2,400
青森県 大鰐町 島田区会 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 2,500
青森県 大鰐町 湯野川原社会福祉館協議委員会 コミュニティ活動備品の整備 2,200
青森県 大鰐町 ＯＨ！！鰐元気隊 イベント備品の整備 2,500
青森県 田舎館村 田舎館村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
青森県 鶴田町 鶴田町西中野組獅子舞保存会 お祭り備品の整備 2,000
青森県 野辺地町 ササ踊り保存会 お祭り備品の整備 1,500
青森県 野辺地町 金沢町自治会 お祭り備品の整備 2,300
青森県 七戸町 下町町内会 秋祭り備品の整備 2,500
青森県 六戸町 たての台団地町内会 放送機材他コミュニティ活動備品の整備 1,100
青森県 六戸町 折茂新田町内会 冷蔵庫他コミュニティ活動備品の整備 2,000
青森県 六戸町 岡沼町内会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,200
青森県 東北町 東北町 ごみ収集箱製の整備 2,500
青森県 六ヶ所村 平沼町内会 投光機の整備 2,500
青森県 おいらせ町 苗振谷地町内会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,700
青森県 おいらせ町 間木町内会 提灯他コミュニティ活動備品の整備 2,400
青森県 東通村 砂子又部落会 除雪機の整備 2,500
青森県 佐井村 大佐井青年会 発電機他コミュニティ活動備品の整備 1,500
青森県 三戸町 豊川町内会 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 2,400
青森県 南部町 法師岡町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,000
青森県 南部町 桜本町町内会 コミュニティ活動備品の整備 1,300
青森県 階上町 耳ヶ吠東行政区 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 1,000
青森県 新郷村 西越地区郷土芸能保存会 郷土芸能備品の整備 2,500
岩手県 盛岡市 松園一丁目町内会 音響機器他備品の整備 1,100
岩手県 盛岡市 黒石野平地区町内会 テーブル他備品の整備 1,400
岩手県 宮古市 宮古漁菜太鼓 コミュニティ活動備品の整備 2,500
岩手県 大船渡市 板用肩怒剣舞保存会 お祭り用備品の整備 2,500
岩手県 花巻市 川若組あんどん山車保存会 お祭り用備品の整備 1,100
岩手県 花巻市 三日堀公民館 神輿他備品の整備 2,100
岩手県 北上市 横川目二区自治会 テーブル他備品の整備 1,600
岩手県 北上市 岩崎地区自治振興協議会 除雪機の整備 1,700
岩手県 久慈市 砂子町内会 除雪機の整備 1,900
岩手県 久慈市 荷軽部自治会 太鼓他備品の整備 2,500
岩手県 遠野市 青笹町地域づくり連絡協議会 テーブル他備品の整備 2,500
岩手県 一関市 第２－２区自治会 山車他備品の整備 2,500
岩手県 一関市 磐井清水若水送り実行委員会 お祭り用備品の整備 2,500
岩手県 陸前高田市 気仙町けんか七夕祭り保存連合会 山車の整備 2,500
岩手県 陸前高田市 槻沢芸能保存会 お祭り用備品の整備 1,600
岩手県 釜石市 山谷町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,200
岩手県 二戸市 十文字町内会 テーブル他備品の整備 2,500
岩手県 二戸市 福田振興会 コミュニティ活動備品の整備 2,100
岩手県 八幡平市 松川一の宮太鼓 太鼓の修繕他備品の整備 2,500
岩手県 八幡平市 荒屋地区振興協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
岩手県 奥州市 桜木団地自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,500
岩手県 奥州市 森自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,300
岩手県 滝沢市 滝沢市自治会連合会 テーブル他備品の整備 2,500
岩手県 滝沢市 柳沢地域まちづくり推進委員会 テーブル他備品の整備 2,500
岩手県 葛巻町 小田部落会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
岩手県 葛巻町 江刈自治振興会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
岩手県 岩手町 川口地区自治振興会連絡協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
岩手県 紫波町 大巻公民館 テーブル他備品の整備 1,500
岩手県 紫波町 星山上通り公民館 テーブル他備品の整備 1,500
岩手県 西和賀町 新町区 山車他備品の整備 1,900
岩手県 西和賀町 湯ノ沢協議会 コミュニティ活動備品の整備 1,000
岩手県 金ケ崎町 細野部落振興会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
岩手県 平泉町 平泉町地域婦人団体協議会 お祭り用備品の整備 2,500
岩手県 平泉町 奥州平泉山王太鼓同志会 太鼓の修繕他備品の整備 2,500
岩手県 住田町 火の土芸能保存会 お祭り用備品の整備 1,800
岩手県 大槌町 沢山町内会 音響機器他備品の整備 2,500
岩手県 大槌町 吉里吉里二丁目町内会 太鼓他備品の整備 2,500
岩手県 岩泉町 清水野部落会 テーブル他備品の整備 2,500
岩手県 岩泉町 川代自治会 テレビ他備品の整備 2,500
岩手県 田野畑村 机自治会 音響機器他備品の整備 2,500
岩手県 普代村 旭日区下組若連 太鼓他備品の整備 2,500
岩手県 野田村 上明内部落会 除雪機他備品の整備 2,500
岩手県 九戸村 上町若者連中 太鼓他備品の整備 1,800
岩手県 洋野町 大渡えんぶり保存会 お祭り用備品の整備 2,300
岩手県 洋野町 小子内地区会 音響機器他備品の整備 2,500
岩手県 一戸町 関屋町内会 除雪機の整備 1,600
岩手県 一戸町 子守町内会 除雪機の整備 1,800
宮城県 石巻市 榎壇区町内会 音響機器他備品の整備 2,300
宮城県 石巻市 名振新生会 放送設備の整備 2,500
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宮城県 石巻市 上釜町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮城県 石巻市 旭町恒心会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮城県 石巻市 中里第一町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮城県 塩竃市 杉の入町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮城県 塩竃市 栄町町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,100
宮城県 塩竃市 小松崎第二町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮城県 塩竃市 新玉川町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮城県 気仙沼市 大沢自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮城県 気仙沼市 只越自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
宮城県 気仙沼市 羽田自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,800
宮城県 気仙沼市 内松川自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,100
宮城県 白石市 福岡地区民の会 コミュニティ活動備品の整備 2,000
宮城県 名取市 諏訪第一町内会 クリーンボックスの整備 2,500
宮城県 角田市 小田地区振興協議会 太鼓の修繕他備品の整備 2,300
宮城県 多賀城市 城南自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮城県 多賀城市 下馬東自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮城県 多賀城市 西能ヶ田町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,300
宮城県 多賀城市 東田中親交会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮城県 岩沼市 二木第一町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,200
宮城県 登米市 上町町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
宮城県 登米市 寺池地区コミュニティー推進協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,000
宮城県 登米市 苔上行政区 ノートパソコン他備品の整備 1,200
宮城県 栗原市 高清水第九行政区自治会 エアコン他備品の整備 2,500
宮城県 栗原市 真坂中町会 プロジェクター他備品の整備 1,700
宮城県 栗原市 宮野下町自治会 会議テーブル他備品の整備 1,900
宮城県 東松島市 矢本ひがしネットワークコミュニティ コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮城県 大崎市 福芦団地行政区会 テント他備品の整備 2,000
宮城県 大崎市 川渡地域づくり委員会 刈払機他備品の整備 1,700
宮城県 大崎市 大崎市松山金谷行政区 エアコン他備品の整備 2,300
宮城県 大崎市 沼木諏訪峠自治振興会 やぐらステージ他備品の整備 2,500
宮城県 蔵王町 新町区 エアコン他備品の整備 2,500
宮城県 七ヶ宿町 関自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮城県 大河原町 小島区 会議用イス他備品の整備 2,100
宮城県 柴田町 17A区会 テーブル他備品の整備 2,100
宮城県 柴田町 第1区区会 エアコン他備品の整備 2,500
宮城県 丸森町 小斎奉射祭保存会 お祭り用備品の整備 2,000
宮城県 亘理町 浜吉田西区 やぐら他備品の整備 2,500
宮城県 山元町 新山下ときわ会 コミュニティ活動備品の整備 1,300
宮城県 七ヶ浜町 湊浜区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮城県 利府町 花園町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮城県 大和町 七ツ森太鼓 太鼓の修繕他備品の整備 2,500
宮城県 富谷町 町上町内会 コミュニティ活動備品の整備 1,900
宮城県 富谷町 ひより台二丁目町内会 音響機器他備品の整備 1,900
宮城県 涌谷町 黄金自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮城県 美里町 平針三区自治会 エアコン他備品の整備 2,100
宮城県 女川町 大原北区 コミュニティ活動備品の整備 1,700
秋田県 秋田市 大住地区コミュニティセンター管理運営委員会 コミュニティ活動備品の整備 1,200
秋田県 秋田市 浜田地区コミュニティセンター運営委員会 太鼓の整備 1,100
秋田県 秋田市 楢山地区コミュニティセンター管理運営委員会 コピー機他備品の整備 2,400
秋田県 横手市 仁井田自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,300
秋田県 大館市 有浦町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
秋田県 大館市 猿間自治会 遊具の整備 2,500
秋田県 湯沢市 横堀地域づくり協議会 テント他コミュニティ活動 2,500
秋田県 湯沢市 湯沢南家佐竹太鼓 太鼓の整備 2,500
秋田県 鹿角市 陣場町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
秋田県 鹿角市 大久保自治会 ストーブ他コミュニティ活動備品の整備 2,500
秋田県 由利本荘市 森子集落 遊具の設置 2,500
秋田県 由利本荘市 小田部落 遊具の設置 1,300
秋田県 潟上市 昭和南部コミュニティ推進協議会 複合機他備品の整備 2,500
秋田県 大仙市 刈和野大綱引保存会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
秋田県 北秋田市 下新町町内会 除雪機他備品の整備 1,000
秋田県 藤里町 北部地区活動推進協議会 テント他備品の整備 1,600
秋田県 五城目町 町村町内会 テント他備品の整備 2,400
秋田県 八郎潟町 八郎潟町 テント他備品の整備 2,200
秋田県 井川町 井川町コミュニティ推進委員会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
秋田県 大潟村 大潟村自治会長連絡協議会 遊具の整備 2,500
秋田県 羽後町 西馬音内北の盆 お祭り用備品の整備 1,700
秋田県 東成瀬村 間木重里台部落 除雪機他備品の整備 2,500
山形県 山形市 滝山地区町内会連合会 テント他備品の整備 2,300
山形県 米沢市 舘山口町町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
山形県 鶴岡市 玉川集落 遊具の整備 2,400
山形県 鶴岡市 ふじしま太鼓鼓粋 太鼓の整備 2,500
山形県 鶴岡市 黒川下区自治会 遊具の整備 1,800
山形県 鶴岡市 山五十川自治会 テーブル他備品の整備 1,200
山形県 鶴岡市 みずほ自治会 子供神輿他備品の整備 2,500
山形県 酒田市 南平田コミュニティ振興会 太鼓他備品の整備 2,500
山形県 酒田市 若浜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 栄町町内会 テント他備品の整備 2,200
山形県 上山市 金生地区公民館 コピー機他備品の整備 1,500
山形県 上山市 中川地区公民館協議会 エアコンの整備 2,400
山形県 上山市 金瓶地区公民館 エアコン他備品の整備 1,500
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山形県 村山市 下宿自治会 遊具の整備 2,400
山形県 長井市 舟場地区 テント他備品の整備 2,400
山形県 東根市 高崎地区里山づくり保全会 コミュニティ活動備品の整備 2,100
山形県 尾花沢市 安久戸集落会 遊具の整備 2,500
山形県 南陽市 吉野町上町内会 音響機器他備品の整備 2,500
山形県 山辺町 大塚自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
山形県 河北町 谷地南部地区区長連絡協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
山形県 西川町 吉川区 お祭り用備品の整備 2,500
山形県 大江町 市の沢区 エアコン他備品の整備 1,800
山形県 金山町 七日町地区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
山形県 最上町 瀬見温泉伝統芸能保存会 太鼓他備品の整備 2,500
山形県 舟形町 新堀町内会 掲示板他備品の整備 2,500
山形県 真室川町 釜渕三区 テレビ他備品の整備 2,500
山形県 大蔵村 肘折地区自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,300
山形県 鮭川村 府の宮地区自治会 エアコン他備品の整備 1,000
山形県 戸沢村 向名高地区会 エアコン他備品の整備 1,700
山形県 高畠町 駅前部落会 テント他備品の整備 2,300
山形県 川西町 吉島地区交流センター テント他備品の整備 2,500
山形県 小国町 北部地区振興協議会 音響機器他備品の整備 1,400
山形県 白鷹町 蚕桑地区桜の里づくり推進委員会 テント他備品の整備 2,500
山形県 飯豊町 黒沢区協議会 音響機器他備品の整備 2,500
山形県 三川町 横内町内会 遊具の整備 2,500
山形県 庄内町 庄内町立谷沢地区振興会 テント他備品の整備 2,500
山形県 遊佐町 遊佐地域づくり協議会 音響機器他備品の整備 2,500
福島県 福島市 天王下町内会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,000
福島県 会津若松市 中六日町二丁目町内会 LED防犯灯整備 2,500
福島県 郡山市 虎丸第一町会 御輿他コミュニティ活動備品の整備 2,500
福島県 いわき市 鹿島地区地域振興協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
福島県 須賀川市 須賀川市宮の杜町内会 子ども御輿他コミュニティ活動備品の整備 2,300
福島県 喜多方市 熊倉町夏祭り実行委員会 祭礼備品の整備 2,000
福島県 二本松市 宮行政区 東屋他コミュニティ活動設備の整備 2,500
福島県 田村市 下里まつり会 お御輿他コミュニティ活動備品の整備 2,500
福島県 南相馬市 小屋木行政区 テレビ他コミュニティ活動備品の整備 2,300
福島県 伊達市 滝組若連 太鼓他お祭り備品の整備 2,500
福島県 本宮市 安達太良太鼓保存会 太鼓他お祭り備品の整備 2,500
福島県 桑折町 三若連 山車の整備 2,500
福島県 川俣町 聚渓会 音響設備の整備 1,600
福島県 下郷町 弥五島区 防犯灯の整備 2,500
福島県 只見町 親切むら一番 除雪機の整備 2,500
福島県 南会津町 鴇巣区 やぐら他お祭り備品の整備 2,500
福島県 北塩原村 早稲沢行政区 祭礼備品の整備 2,100
福島県 西会津町 下野尻自治区 LED防犯灯整備 1,100
福島県 猪苗代町 名古屋町区 LED防犯灯整備 2,500
福島県 会津坂下町 沼越区 除雪機及び格納庫整備 2,300
福島県 柳津町 岩坂町内会 LED防犯灯整備 2,300
福島県 三島町 大石田地区 祭礼備品の整備 2,200
福島県 金山町 越川区 除雪機整備 2,500
福島県 会津美里町 上若青年会 祭礼備品（太鼓）整備及び太鼓台修繕 2,000
福島県 泉崎村 泉崎村 除雪機他備品の設備 2,500
福島県 矢吹町 矢吹町北陵太鼓 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
福島県 棚倉町 流区 ＬＥＤ防犯灯他備品の整備 2,500
福島県 矢祭町 東舘区　東舘青年会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
福島県 塙町 西河内区 歩行型草刈機の整備 1,100
福島県 石川町 塩沢行政区 ＬＥＤ防犯灯の整備 2,500
福島県 玉川村 竜崎区 ＬＥＤ防犯灯の整備 2,500
福島県 平田村 北方楽師保存会 簡易倉庫他コミュニティ活動備品の整備 2,500
福島県 浅川町 山白石青年団 櫓他コミュニティ活動備品の整備 2,400
福島県 三春町 八幡町字会 大獅子頭他コミュニティ活動備品の整備 2,200
福島県 小野町 小野大倉獅子保存会 獅子太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,100
福島県 双葉町 双葉町埼玉自治会 やぐらステージセット、太鼓セットの購入 2,500
福島県 新地町 富倉地区自治会 テレビ他コミュニティ活動備品の整備 2,000
福島県 飯舘村 前田・八和木行政区 複合複写機他コミュニティ活動備品の整備 1,500
茨城県 水戸市 住吉町町内会 長胴太鼓等お祭り用備品の整備 2,400
茨城県 水戸市 国田地区自治実践会 櫓の整備 2,500
茨城県 日立市 豊浦学区まちづくり推進会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
茨城県 日立市 大みか学区コミュニティ推進会 テント等備品の整備 2,400
茨城県 土浦市 文京町町内会 山車の整備 2,500
茨城県 土浦市 真鍋新町町会 獅子頭等お祭り用備品の整備 2,500
茨城県 古河市 駒羽根行政区 冷蔵庫等備品の整備 2,500
茨城県 石岡市 国分町町務委員会 お祭り用備品の整備 2,500
茨城県 結城市 鹿窪自治会 大太鼓等お祭り用備品の整備 2,500
茨城県 下妻市 福田自治会 太鼓等お祭り用備品の整備 2,500
茨城県 常総市 天満町町内会 テーブル等備品の整備 2,400
茨城県 常総市 小保川東部自治会 子供神輿の整備 2,500
茨城県 常陸太田市 小里コミュニティ推進会 テント等備品の整備 1,100
茨城県 北茨城市 上桜井区 長胴太鼓等お祭り用備品の整備 1,400
茨城県 笠間市 旭町西区会 長胴太鼓等お祭り用備品の整備 2,500
茨城県 笠間市 平区会 神輿の整備 2,500
茨城県 取手市 和田町内会 パソコン等備品の整備 2,500
茨城県 牛久市 栄町行政区 ワイヤレスアンプ等備品の整備 2,500
茨城県 つくば市 吉瀬区会 長胴太鼓等お祭り用備品の整備 2,500
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茨城県 ひたちなか市 二中学区地域の輪をつくる会 紙折機等備品の整備 2,500
茨城県 潮来市 五丁目区 山車の整備 2,500
茨城県 潮来市 日の出８丁目区 大太鼓等お祭り用備品の整備 2,500
茨城県 守谷市 高野まちづくりの会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
茨城県 那珂市 白河内自治会 刈払機等備品の整備 1,000
茨城県 筑西市 徳持自治会 エアコン等備品の整備 2,100
茨城県 坂東市 小山上区自治会 長胴宮太鼓等お祭り用備品の整備 2,200
茨城県 稲敷市 寺内会 遊具の整備 2,400
茨城県 かすみがうら市逆西八区 山車の整備 2,400
茨城県 神栖市 本新町区 太鼓等お祭り用備品の整備 1,200
茨城県 鉾田市 橋向鉾田囃子連 長胴太鼓等お祭り用備品の整備 2,500
茨城県 小美玉市 小美玉市まちづくり組織連絡会 物置等備品の整備 2,500
茨城県 茨城町 木部西部区 エアコン等備品の整備 1,500
茨城県 大子町 袋田大塩区 太鼓等お祭り用備品の整備 2,500
茨城県 阿見町 青宿区 テーブル等備品の整備 1,100
茨城県 八千代町 高野行政区 お祭り用備品の整備 2,500
茨城県 五霞町 五霞町 テント等備品の整備 2,500
栃木県 宇都宮市 明保地区明るいまちづくり協議会 テント等備品の整備 2,500
栃木県 足利市 御厨地区コミュニティ推進委員会 太鼓他備品の整備 2,500
栃木県 栃木市 大神神社神楽保存会 太鼓他備品の整備 1,900
栃木県 佐野市 新吉水地区コミュニティ推進協議会 複写機他備品の整備 2,500
栃木県 佐野市 吾妻地区コミュニティ推進協議会 会議用テーブル他備品の整備 2,500
栃木県 鹿沼市 鹿沼市北部地区自治会協議会 自治会掲示板の整備 2,000
栃木県 鹿沼市 玉田町自治会 袢天他備品の整備 2,500
栃木県 日光市 藤原地域自治会長会 草刈機他備品の整備 2,500
栃木県 小山市 中高椅自治会 太鼓他備品の整備 2,500
栃木県 真岡市 大内地区地域公民館連絡協議会 パソコン他備品の整備 2,500
栃木県 大田原市 上町祭保存会 祭り用備品の整備 2,500
栃木県 大田原市 仲町自治会 お囃子用備品の整備 2,500
栃木県 矢板市 矢板市自治公民館連絡協議会 会議用テーブルの整備 1,700
栃木県 那須塩原市 東那須野地区ふれあい推進協議会 会議用テーブル他備品の整備 2,500
栃木県 那須塩原市 東原地区コミュニティ 会議用テーブル他備品の整備 2,500
栃木県 那須烏山市 泉町自治会 太鼓他備品の整備 2,500
栃木県 下野市 薬師寺地域コミュニティ推進協議会 テント他備品の整備 2,500
栃木県 上三川町 明治南コミュニティ推進協議会 会議用テーブル他備品の整備 2,400
栃木県 益子町 原自治会 彫刻屋台の修繕 2,300
栃木県 益子町 大平自治会 テレビ他備品の整備 2,500
栃木県 茂木町 仲町行政区 山車修繕他備品の整備 2,500
栃木県 茂木町 飯野ふれあいセンター運営委員会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
栃木県 芳賀町 八ツ木自治会 やぐら他備品の整備 2,500
栃木県 那珂川町 小川地区山車保存会 山車修繕 2,500
群馬県 前橋市 南部地区自治会連合会 エアコン他備品の整備 2,500
群馬県 高崎市 常磐町町内会 エアコン他備品の整備 2,200
群馬県 桐生市 桐生市区長連絡協議会 エアコンの整備 2,500
群馬県 桐生市 桐生市 エアコンの整備 2,500
群馬県 伊勢崎市 華蔵寺町区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
群馬県 太田市 綿打地区区長会 テント他備品の整備 2,500
群馬県 太田市 藪塚東部地区区長会 テント他備品の整備 2,500
群馬県 沼田市 薄根町区 エアコンの整備 1,900
群馬県 館林市 丸屋敷区 エアコン他備品の整備 1,300
群馬県 館林市 羽附町区 机の整備 1,100
群馬県 渋川市 伊香保地区自治会連合会 コミュニティ活動備品の整備 1,800
群馬県 渋川市 北橘地区自治会連合会 エアコン他備品の整備 2,500
群馬県 藤岡市 藤岡地区区長会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
群馬県 富岡市 上黒岩東区 お祭り用備品の整備 2,500
群馬県 みどり市 東町第１区 山車の修繕 2,500
群馬県 みどり市 東町第３区 テーブル他備品の整備 1,400
群馬県 榛東村 榛東村区長会 エアコン他備品の整備 2,500
群馬県 上野村 上野村 テントの整備 2,000
群馬県 下仁田町 仲町区 山車の修繕他備品の整備 2,400
群馬県 甘楽町 第１１区 お祭り用備品の整備 2,500
群馬県 中之条町 志茂之町山車保存会 お祭り用備品の整備 2,500
群馬県 嬬恋村 干俣区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
群馬県 草津町 昭和区 テント他備品の整備 2,300
群馬県 片品村 第７区 御輿の整備 2,500
群馬県 昭和村 永井区 お祭り用備品の整備 2,400
群馬県 板倉町 板倉町 テントの整備 2,100
群馬県 邑楽町 第２区自治会 エアコン他備品の整備 2,500
埼玉県 川越市 高橋自治会 ステージ他備品の整備 2,500
埼玉県 川越市 川越市並木自治会 屋外テント他備品の整備 2,400
埼玉県 熊谷市 熊谷うちわ祭筑波区 山車幕の整備 2,500
埼玉県 川口市 領家２丁目町会 テント等備品の整備 2,200
埼玉県 川口市 江戸袋町会 放送機器等備品の整備 2,000
埼玉県 川口市 新堀町会 テント等備品の整備 2,500
埼玉県 行田市 棚田町自治会 御輿他お祭り用備品の整備 2,500
埼玉県 秩父市 桜木町会 笠鉾用備品の整備 2,500
埼玉県 秩父市 阿保町会 液晶テレビ他備品の整備 2,500
埼玉県 所沢市 新所沢東部地区自治連合会 倉庫他備品の整備 2,500
埼玉県 飯能市 飯能市一丁目町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
埼玉県 加須市 北辻区 テント他備品の整備 2,200
埼玉県 加須市 加須市本町町内会 人形衣装の修繕 2,400
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埼玉県 本庄市 本町自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
埼玉県 東松山市 東松山市若松町町内会 アルミテント他備品の整備 2,500
埼玉県 東松山市 西本宿第二自治会 お祭り用備品の整備 2,500
埼玉県 春日部市 大枝地区自治会 冷暖房設備他備品の整備 2,500
埼玉県 春日部市 一ノ割町会 カラオケ機器他備品の整備 2,500
埼玉県 狭山市 狭山市奥富地区自治会連合会 テント他備品の整備 2,500
埼玉県 羽生市 中岩瀬上区自治会 エアコン他備品の整備 2,500
埼玉県 鴻巣市 中井自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
埼玉県 深谷市 上柴町西７丁目自治会 山車の修繕 2,500
埼玉県 深谷市 桜ヶ丘自治会 テント他備品の整備 1,200
埼玉県 上尾市 井戸木区会 やぐら等備品の整備 2,400
埼玉県 上尾市 原市第六区町内会 机・椅子等備品の整備 2,500
埼玉県 上尾市 愛宕二丁目町内会 机・椅子等備品の整備 2,500
埼玉県 越谷市 桜井地区連合自治会 パソコン他備品の整備 2,500
埼玉県 越谷市 越谷市新方地区自治会連合会 屋外掲示板他備品の整備 2,500
埼玉県 戸田市 新曽下町会 エアコン等備品の整備 2,500
埼玉県 戸田市 早瀬町会 放送機器等備品の整備 2,500
埼玉県 入間市 入間市豊岡地区区長会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
埼玉県 新座市 畑中町内会 テーブル他備品の整備 1,100
埼玉県 桶川市 倉田北部自治会 太鼓他祭事用品等の整備 1,200
埼玉県 桶川市 坂田細谷区 テーブル他集会所備品の整備 2,400
埼玉県 久喜市 公団久喜青葉団地自治会 クイックテント等備品の整備 2,300
埼玉県 久喜市 野々宮地区自治会 御輿の修繕 2,500
埼玉県 北本市 北本市 法被の整備 2,500
埼玉県 八潮市 大曽根中町会 コミュニティ活動用音響設備整備 1,500
埼玉県 八潮市 大原町会 コミュニティ活動用音響設備整備 1,000
埼玉県 三郷市 三郷市早稲田一丁目町会 コミュニティ活動備品の整備 2,100
埼玉県 三郷市 みさと第三住宅管理組合 コミュニティ活動備品の整備 2,400
埼玉県 蓮田市 椿山自治連合会 お祭り用備品の整備 2,500
埼玉県 坂戸市 坂戸八区 アルミテント他備品の整備 2,300
埼玉県 坂戸市 千代田二丁目２区自治会 アルミテント他備品の整備 2,400
埼玉県 幸手市 中川崎自治会 御輿の修繕 2,500
埼玉県 鶴ヶ島市 下新田第三自治会 エアコン他備品の整備 2,500
埼玉県 日高市 女影本村区 コミュニティ活動備品の整備 2,400
埼玉県 吉川市 吉川市笹沖自治会 空調設備他備品の整備 2,500
埼玉県 吉川市 吉川市笹根自治会 カラオケシステム他備品の整備 2,500
埼玉県 ふじみ野市 駒林西自治会 テント他備品の整備 2,500
埼玉県 ふじみ野市 大原自治会 テント他備品の整備 1,600
埼玉県 白岡市 小久喜１沖山１行政区 音響放送設備他備品の整備 2,100
埼玉県 白岡市 白岡１西北行政区 音響放送設備他備品の整備 1,500
埼玉県 三芳町 三芳町藤久保第３区 テーブル他備品の整備 2,500
埼玉県 三芳町 藤久保第六区 テント他備品の整備 2,500
埼玉県 越生町 本町区 お祭り用備品の整備 2,500
埼玉県 嵐山町 嵐山町川島１区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
埼玉県 川島町 大字伊草 コミュニティ活動備品の整備 2,500
埼玉県 吉見町 江和井自治会 太鼓他備品の整備 2,500
埼玉県 横瀬町 横瀬町第２区 除雪機・掲示板の整備 1,800
埼玉県 皆野町 大渕区 組立舞台の整備 2,500
埼玉県 小鹿野町 長若第５区 神楽太鼓衣装他祭り備品の整備 2,500
埼玉県 東秩父村 川下区自治会 太鼓他備品の整備 2,500
埼玉県 美里町 大仏区 エアコン他備品の整備 2,500
埼玉県 上里町 五丁目行政区 テーブル他備品の整備 2,500
埼玉県 寄居町 塚越区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
埼玉県 宮代町 ８町会連合会 山車の整備 2,500
埼玉県 杉戸町 大字宮前区会 エアコン他備品の整備 2,500
埼玉県 松伏町 岩島自治会 エアコン他備品の整備 2,500
千葉県 銚子市 宮原町芸能保存会 太鼓の整備 2,500
千葉県 市川市 大和田自治会 お祭り用備品の整備 2,500
千葉県 船橋市 楽遊集　さくら太鼓 太鼓の整備 2,500
千葉県 館山市 上真倉区 小神輿修復 2,500
千葉県 木更津市 八幡町区 神輿の修理及び整備 2,500
千葉県 松戸市 常盤平団地自治会 移動式掲示板の整備 2,500
千葉県 野田市 武者土自治会 神輿の修理及び整備 2,500
千葉県 茂原市 川代自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
千葉県 佐倉市 上志津二区自治会 お祭り用備品の整備 2,500
千葉県 東金市 北之幸谷区 お祭り用備品の整備 2,400
千葉県 旭市 江ヶ崎区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
千葉県 習志野市 谷津西部連合町会 お祭り用備品の整備 2,500
千葉県 勝浦市 植野区 お祭り用備品の整備 2,500
千葉県 市原市 ちはら台地区自治会連合会 神輿の整備 2,500
千葉県 流山市 駒木台第一自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
千葉県 我孫子市 一丁目祭典委員会 山車の修繕 2,500
千葉県 鴨川市 大浦区 神輿の修繕 2,500
千葉県 君津市 西原一自治会 お祭り用備品の整備 2,500
千葉県 富津市 富津市湊第３区 お祭り用備品の整備 2,500
千葉県 四街道市 電電栗山自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
千葉県 八街市 住野区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
千葉県 印西市 牧の里東町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,200
千葉県 白井市 オージーコートヴィレッジ自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,500
千葉県 富里市 日吉台小学校区自治会連絡協議会 お祭り用備品の整備 2,500
千葉県 南房総市 市部区 屋台の修繕 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）

千葉県 香取市 神生区 神輿の修繕 2,500
千葉県 大網白里市 四天木下谷祭りの会 神輿の整備 2,500
千葉県 栄町 地縁法人　松ヶ丘自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
千葉県 東庄町 今郡区 お祭り用品等備品の整備 2,400
千葉県 九十九里町 真亀下獅子連 お祭り用品等備品の整備 2,500
千葉県 睦沢町 北山田区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
千葉県 長生村 入山津自治会 神輿の修繕 1,500
千葉県 御宿町 久保区 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
東京都 千代田区 千代田区万世橋地区町会連合会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
東京都 新宿区 新宿区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
東京都 文京区 動坂町会 子ども神輿の修理 2,500
東京都 文京区 千駄木三丁目南部町会 大太鼓、太鼓台、曳き台の整備 2,500
東京都 文京区 西江戸川町会 祭礼用山車・神輿の修理 2,100
東京都 文京区 三組弥生会 お祭り備品の整備 2,500
東京都 台東区 北上野二丁目町会 神輿他お祭り備品の整備 2,500
東京都 台東区 角町町会 神輿の整備 2,500
東京都 墨田区 墨田区 コミュニティ活動備品の整備 1,000
東京都 品川区 品川区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
東京都 目黒区 上三町会 子ども神輿の整備 2,500
東京都 大田区 大森東地区自治会連合会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
東京都 渋谷区 恵比寿町会 神輿の整備 2,000
東京都 中野区 宮二町会 神輿の整備 2,500
東京都 杉並区 馬橋北自治会 神輿及び山車の整備 2,500
東京都 北区 西大原自治会 神輿の整備 2,500
東京都 北区 志茂四丁目町会 神輿の整備 2,500
東京都 北区 志茂五水門自治会 お祭り備品の整備 1,700
東京都 荒川区 荒川五丁目銀成町会 コミュニティ活動備品の整備 2,300
東京都 荒川区 西日暮里二丁目町会 神輿、山車の整備 1,400
東京都 荒川区 東尾久赤土町会 子ども神輿・大人神輿の整備 2,500
東京都 荒川区 町屋一・二丁目仲町会 神輿及び太鼓の整備 2,500
東京都 板橋区 板橋区町会連合会成増支部 お祭り備品の購入 2,500
東京都 足立区 蒲原自治会 御輿の整備 2,500
東京都 足立区 千住寿町南町会 神輿の整備 2,500
東京都 江戸川区 一之江町会 お祭り備品の整備 2,500
東京都 八王子市 八王子市町会自治会連合会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
東京都 立川市 曙町一丁目西町会 神輿他コミュニティ活動備品の整備 1,600
東京都 武蔵野市 関前コミュニティ協議会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
東京都 三鷹市 三鷹市西部地区住民協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
東京都 青梅市 青梅市自治会連合会第５支会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
東京都 調布市 国領町第四新生自治会 コミュニティ活動備品（神輿）の整備 2,500
東京都 町田市 町田市町内会・自治会連合会 発電機他コミュニティ活動備品の整備 2,000
東京都 国立市 下谷保町内会 お祭り備品の整備 2,100
東京都 福生市 福生市 コミュニティ活動備品の整備 2,300
東京都 狛江市 狛江市 コミュニティ活動備品の整備 2,500
東京都 東大和市 東大和市 コミュニティ活動備品の整備 2,400
東京都 武蔵村山市 武蔵村山市 物置等コミュニティ活動備品の整備 2,500
東京都 多摩市 多摩市 コミュニティ活動備品の整備 2,500
東京都 あきる野市 あきる野市町内会・自治会連合会 ＡＥＤの整備 2,500
東京都 日の出町 日の出町 ＡＥＤの整備 2,300
東京都 大島町 大島町 音響機器他コミュニティ活動備品の整備 2,500
東京都 新島村 若郷振興協議会 発電機他コミュニティ活動備品の整備 2,400
東京都 八丈町 中之郷自治会 音響機材他コミュニティ活動備品の整備 1,300
東京都 小笠原村 ぼにん囃子 和太鼓他お祭り備品の整備 1,900
神奈川県 横須賀市 船越町８丁目町内会 子供御輿他備品の整備 2,200
神奈川県 平塚市 東中原連合自治会 アンプ他備品の整備 1,000
神奈川県 平塚市 花水台自治会 テントの整備 2,400
神奈川県 平塚市 公所自治会 アンプ他備品の整備 2,500
神奈川県 平塚市 吉沢地区自治会連合会 お祭り用備品の整備 2,400
神奈川県 鎌倉市 鎌倉市大船自治町内会連合会 印刷機他備品の整備 2,500
神奈川県 藤沢市 宮之前町内会 山車人形の修繕 2,500
神奈川県 藤沢市 台町町内会 山車人形の修復他備品の整備 2,500
神奈川県 小田原市 小田原市自治会総連合 コミュニティ活動備品の整備 2,500
神奈川県 茅ヶ崎市 円蔵自治会 お祭り用備品の整備 2,500
神奈川県 逗子市 逗子市 コミュニティ活動備品の整備 1,000
神奈川県 逗子市 山の根自治会 テント他備品の整備 1,000
神奈川県 秦野市 本町地区きれいなまちづくり運動推進委員会 テント他備品の整備 2,500
神奈川県 厚木市 相模里神楽垣澤社中 お祭り用備品の整備 2,400
神奈川県 大和市 大和市自治会連絡協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
神奈川県 座間市 相模が丘コミュニティセンター管理運営委員会 テント他備品の整備 2,500
神奈川県 南足柄市 塚原大自治会 お祭り用備品の整備 2,000
神奈川県 南足柄市 壗下自治会 テント他備品の整備 1,100
神奈川県 南足柄市 日向自治会 テント他備品の整備 2,200
神奈川県 南足柄市 向田自治会 プロジェクター他備品の整備 1,300
神奈川県 南足柄市 矢佐芝自治会 アンプ他備品の整備 2,000
神奈川県 綾瀬市 綾瀬市 プロジェクター他備品の整備 2,500
神奈川県 葉山町 イトーピア葉山自治会 プロジェクター他備品の整備 1,000
神奈川県 大井町 宮地自治会 テーブル他備品の整備 2,500
神奈川県 松田町 萱沼自治会 テーブル他備品の整備 2,500
神奈川県 山北町 共和地域振興会 テント他備品の整備 2,000
神奈川県 開成町 開成町自治会長連絡協議会 草刈り機他備品の整備 2,500
神奈川県 箱根町 箱根町宮城野地域自治会連合会 テント他備品の整備 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 湯河原町 湯河原町区長会連絡協議会 テーブル他備品の整備 2,500
神奈川県 愛川町 愛川町春日台自治会 子供御輿他備品の整備 2,500
新潟県 長岡市 青山町町内会 エアコン他備品の整備 2,500
新潟県 長岡市 桂町町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
新潟県 長岡市 小貫区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
新潟県 長岡市 西谷区 除雪機の整備 2,500
新潟県 長岡市 稲葉団地町内会 子供御輿他備品の整備 2,500
新潟県 三条市 福沢自治会 除雪機の整備 1,800
新潟県 三条市 西四日町４丁目自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,400
新潟県 三条市 花渕自治会 太鼓他備品の整備 1,100
新潟県 柏崎市 荒浜コミュニティ協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
新潟県 柏崎市 石地地区コミュニティ振興協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
新潟県 柏崎市 北園町町内会 テーブル他備品の整備 2,500
新潟県 新発田市 川東地区自治連合会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
新潟県 小千谷市 栗山町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
新潟県 小千谷市 東山お囃子蓮 コミュニティ活動備品の整備 2,500
新潟県 加茂市 黒水中区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,400
新潟県 加茂市 加茂市北潟区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,000
新潟県 十日町市 清津峡樽ばやし保存会 太鼓他お祭りの整備 2,500
新潟県 十日町市 四日町中原親和会 発電機他コミュニティ活動備品の整備 2,500
新潟県 見附市 今町まちなかコミュニティ 和机他コミュニティ活動備品の整備 2,500
新潟県 村上市 立島自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,200
新潟県 村上市 荒屋区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,100
新潟県 村上市 福田区 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,000
新潟県 村上市 桃川区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
新潟県 燕市 吉田日之出町自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,100
新潟県 燕市 下粟生津自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
新潟県 燕市 太鼓道場分水 太鼓等お祭り備品の整備 2,500
新潟県 糸魚川市 日光寺の舞保存会 お祭り備品の整備 2,500
新潟県 糸魚川市 水保神楽保存会 お祭り備品の整備 2,400
新潟県 妙高市 妙高市地域づくり協議会 紙折機他コミュニティ活動備品 2,500
新潟県 五泉市 駅前二丁目コミュニティ協議会 宮太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
新潟県 五泉市 小熊自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,000
新潟県 上越市 雁海町内会 除雪機の整備 1,800
新潟県 上越市 南方町内会 除雪機の整備 2,500
新潟県 上越市 下長嶺町内会 テントほかコミュニティ活動備品の整備 1,300
新潟県 上越市 馬正面町内会 除雪機の整備 1,400
新潟県 上越市 東城町三丁目町内会 子供神輿ほかコミュニティ活動備品の整備 2,100
新潟県 上越市 南高田町町内会 子供神輿の整備 2,400
新潟県 阿賀野市 緑町自治会 長胴太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
新潟県 阿賀野市 出湯盆踊り有志の会 長胴太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
新潟県 佐渡市 清水・瓜生雅楽保存会 お祭り備品の整備 2,300
新潟県 佐渡市 山田獅子保存会 獅子頭ほかコミュニティ活動備品の整備 1,900
新潟県 魚沼市 細野区 祭りやぐら他コミュニティ活動備品の整備 2,400
新潟県 魚沼市 小平尾民謡保存会 伝承芸能舞踏衣装の整備 1,900
新潟県 南魚沼市 荒金区 子供神輿等の整備 1,900
新潟県 胎内市 築地区自治会 獅子頭補修事業 2,000
新潟県 胎内市 横道自治会 横道神楽・盆踊り用備品整備事業 2,500
新潟県 胎内市 柴橋獅子舞保存会 獅子頭及び太鼓の新造事業 2,500
新潟県 胎内市 菅田自治会 コミュニティセンターエアコン整備事業 1,500
新潟県 聖籠町 大字蓮潟行政区 子ども神輿の整備 2,200
新潟県 田上町 後藤自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,400
新潟県 田上町 青海区自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,400
新潟県 阿賀町 八ツ田区 小型除雪機械の整備 1,400
新潟県 出雲崎町 稲荷町町内会 獅子頭他コミュニティ活動備品の整備 2,500
新潟県 津南町 逆巻集落 除雪機の整備 2,200
新潟県 津南町 見倉清水川原集落 除雪機の整備 2,000
新潟県 関川村 コミュニティ四ヶ字 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,500
富山県 富山市 常願太鼓保存会若太鼓育成会 太鼓他備品の整備 2,500
富山県 富山市 奥田校下自治振興会 テーブル他備品の整備 2,500
富山県 富山市 黒田地区自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
富山県 高岡市 五十里東町自治会 お祭り用備品の整備 2,500
富山県 高岡市 石塚青年団 獅子頭他備品の整備 2,500
富山県 高岡市 戸出狼青年団 獅子頭他備品の整備 2,500
富山県 高岡市 城光寺青年団 獅子頭他備品の整備 2,500
富山県 高岡市 早川獅子舞協力会 獅子頭他備品の整備 2,500
富山県 高岡市 国分自治会 獅子頭他備品の整備 2,400
富山県 高岡市 柳島獅子舞保存会 獅子頭他備品の整備 2,500
富山県 魚津市 文化町町内会 神輿他備品の整備 2,500
富山県 氷見市 川原町町内会 お祭り用備品の整備 2,500
富山県 氷見市 上伊勢町内会 お祭り用備品の整備 2,500
富山県 黒部市 下立自治振興会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
富山県 黒部市 田家自治振興会 コミュニティ活動備品の整備 1,800
富山県 砺波市 太田地区自治振興会 テーブル他備品の整備 2,400
富山県 砺波市 宮森下村獅子方若連中 獅子頭他備品の整備 2,500
富山県 小矢部市 西中野自治会 エアコン他備品の整備 2,200
富山県 小矢部市 水島地区振興会 アルミステージの整備 2,500
富山県 小矢部市 社内町内会 獅子頭他備品の整備 2,500
富山県 南砺市 東太美自治振興会 音響機器の整備 1,900
富山県 南砺市 東下町町内会 祭礼用備品他備品の整備 2,500
富山県 南砺市 福野北部自治振興会 コミュニティ活動備品の整備 1,500
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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）

富山県 南砺市 梅原村方 祭礼用備品他備品の整備 2,100
富山県 南砺市 八日町町内会 祭礼用備品他備品の整備 2,500
富山県 南砺市 上梨区 祭礼用備品他備品の整備 2,500
富山県 南砺市 岩屋自治振興会 コミュニティ活動備品の整備 2,200
富山県 射水市 西奈呉獅子舞保存会 獅子頭他備品の整備 2,500
富山県 立山町 東谷地区自治振興会 東屋の整備 2,500
富山県 入善町 夜乱舞会 大天狗衣装他備品の整備 2,500
富山県 入善町 東狐獅子舞保存会 お祭り用備品の整備 2,500
富山県 入善町 下飯野新自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,300
石川県 金沢市 加賀豊年太鼓沖町保存会 地域イベントで使用する太鼓の整備 2,500
石川県 七尾市 田鶴浜地域づくり協議会 地域イベントで使用する備品の整備 2,500
石川県 七尾市 長浦町会 地域イベントで使用する備品の整備 1,700
石川県 七尾市 直津町会 地域の祭礼で使用する神輿の修繕 2,500
石川県 小松市 吉竹町町内会 地域イベントで使用する太鼓の整備 2,500
石川県 輪島市 輪島キリコ太鼓保存会 地域イベントで使用する太鼓の整備 2,100
石川県 珠洲市 正院町狩的区 除雪機の整備 1,000
石川県 珠洲市 上戸町第6区 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 1,000
石川県 加賀市 打越町町内会 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 1,400
石川県 加賀市 大聖寺本町町内会 地域イベントで使用する太鼓の整備 1,900
石川県 加賀市 瀬越町青年団 地域の祭礼で使用する獅子舞用具の整備 1,400
石川県 羽咋市 千里浜町会 地域の祭礼で使用する獅子舞用具の整備 2,500
石川県 かほく市 横山区 コミュニティ広場の整備 2,100
石川県 白山市 柏野じょんがら保存会 地域イベントで使用する備品の整備 2,500
石川県 白山市 和太鼓サスケ 地域イベントで使用する太鼓の整備 2,500
石川県 能美市 粟生獅子舞保存会 地域の祭礼で使用する獅子舞用具の整備 1,200
石川県 津幡町 北中条進北會 地域の祭礼で使用する獅子舞用具の整備 2,500
石川県 内灘町 大清台町会 地域イベントで使用する備品の整備 2,500
石川県 志賀町 富来少年八幡太鼓教室 地域イベントで使用する太鼓の整備 2,500
石川県 宝達志水町 北川尻区 コミュニティ広場の整備 2,500
石川県 宝達志水町 坪山区神輿保存会 祭礼備品の整備 2,500
石川県 宝達志水町 荻島区 祭礼備品の整備 2,400
石川県 中能登町 能登部上区 祭礼備品の整備 2,500
石川県 中能登町 能登部下区 祭礼備品の整備 2,500
石川県 穴水町 下唐川地区 除雪機の整備 2,500
石川県 能登町 柳田納涼祭り実行委員会 イベント備品の整備 2,500
福井県 福井市 まちづくり宮ノ下地区委員会 物置他コミュニティ活動備品の整備 2,500
福井県 福井市 夢・創造足羽会 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,900
福井県 福井市 誇り推進IN社西 和太鼓他お祭り備品の整備 2,500
福井県 福井市 清明げんきの郷運営委員会 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 2,000
福井県 福井市 麻生津地区自治会連合会 会議用テーブルの整備 2,000
福井県 敦賀市 津内町１丁目区 お祭り備品の整備 2,500
福井県 小浜市 清滝大津町山車保存会 お祭り備品の整備 2,500
福井県 小浜市 太興寺区 大太鼓の修繕他コミュニティ備品の整備 1,400
福井県 小浜市 塩竃区高砂山保存会 お祭り備品の整備 2,500
福井県 大野市 大門区 神輿他お祭り備品の整備 2,500
福井県 大野市 田野自治会 のぼり旗ポールの整備 2,400
福井県 大野市 開発区自治会 コミュニティ広場の整備 2,500
福井県 大野市 上庄をよくするつどい イベントステージの整備 2,500
福井県 勝山市 細野口区 お祭り備品の整備 2,500
福井県 鯖江市 大野町自治会 空調設備他コミュニティ活動備品の整備 1,100
福井県 鯖江市 上戸口町町内会 空調設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500
福井県 鯖江市 あすなろ町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,200
福井県 あわら市 北潟湖岸を美しくする会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
福井県 越前市 北新庄地区自治振興会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
福井県 越前市 岡本地区自治振興会 物置他コミュニティ活動備品の整備 1,900
福井県 坂井市 丸岡まつり振興会 お祭り備品の整備 2,500
福井県 坂井市 浜滝谷区 お祭り備品の整備 1,900
福井県 越前町 乙坂区 遊具および健康器具の整備 2,400
福井県 美浜町 和田区 コミュニティ広場の整備 2,500
福井県 高浜町 中寄区 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 1,100
福井県 高浜町 和田地区委員会 お祭り備品の整備 2,100
福井県 若狭町 気山苧区 お祭り備品の整備 2,500
福井県 若狭町 無悪区 お祭り備品の整備 2,500
福井県 若狭町 井ノ口区 神輿の修繕他お祭り備品の整備 2,500
山梨県 甲府市 西高橋町自治会 放送設備の整備 2,500
山梨県 富士吉田市 富士見町神楽保存会 お祭り用備品の整備 2,400
山梨県 富士吉田市 向原獅子舞神楽保存会 お祭り用備品の整備 2,500
山梨県 都留市 十日市場神楽保存会 お祭り用備品の整備 2,200
山梨県 山梨市 七日市場区 LED防犯灯の整備 1,100
山梨県 韮崎市 韮崎市 コミュニティ活動備品の整備 2,500
山梨県 南アルプス市 上高砂区自治会 エアコンの整備 1,800
山梨県 南アルプス市 有野北新田自治会 エアコン他備品の整備 1,400
山梨県 北杜市 上三吹区 お祭り用備品の整備 2,400
山梨県 甲斐市 竜王南部公民館活動推進協議会 テント等備品の整備 1,600
山梨県 甲斐市 天狗沢区 テント等備品の整備 2,500
山梨県 甲斐市 田中区自治会 テレビ等備品の整備 2,500
山梨県 笛吹市 一宮町小城区 屋外放送設備の整備 2,500
山梨県 笛吹市 一宮町塩田区 屋外放送設備の整備 2,200
山梨県 中央市 中央市 コミュニティ活動備品の整備 1,200
山梨県 市川三郷町 印の里 六郷太鼓　響 お祭り用備品の整備 2,500
山梨県 身延町 とよおか夏祭り実行委員会 テント等備品の整備 2,300

10



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 身延町 清住町区 神楽等備品の整備 2,300
山梨県 富士川町 鰍沢北区 屋外放送機器の整備 2,100
山梨県 富士川町 小林区 LED防犯灯の整備 2,200
山梨県 山中湖村 平野区 神輿等備品の整備 2,500
長野県 長野市 権堂町町会 お祭り用具の整備 2,500
長野県 長野市 城山団地区 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
長野県 長野市 鬼無里地区住民自治協議会 やぐら他お祭り用備品の整備 2,500
長野県 松本市 島高松町会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
長野県 松本市 中原町会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,400
長野県 松本市 丸の内町会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,300
長野県 上田市 松尾町自治会 神輿の修繕 2,500
長野県 上田市 下青木自治会 幟用ポールの整備 1,800
長野県 岡谷市 小口区 放送設備他コミュニティ活動備品の整備 2,400
長野県 飯田市 羽場まちづくり委員会 除雪機の整備 2,500
長野県 飯田市 飯田市川路７区 お祭り備品の整備 2,500
長野県 諏訪市 大和三区 ＬＥＤ電灯の整備 1,400
長野県 諏訪市 細久保区 コミュニティ活動備品の整備 2,200
長野県 須坂市 須坂市 除雪機の整備 2,300
長野県 須坂市 塩野町区 お祭り用龍の舞用龍頭と胴の整備 2,500
長野県 小諸市 紺屋町区 物置他コミュニティ活動備品の整備 2,500
長野県 伊那市 上新田区 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500
長野県 伊那市 小出島区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
長野県 駒ヶ根市 北割二区下の坊第一自治会 会議机他コミュニティ活動の備品整備 2,500
長野県 中野市 毛野川区 太鼓他お祭り備品の整備 2,000
長野県 中野市 栗和田区 お祭り用備品の整備 2,400
長野県 大町市 地縁団体西山自治会 子ども神輿の整備 2,500
長野県 大町市 北原町自治会 お祭り用備品の整備 2,500
長野県 飯山市 小境区 お祭り用備品の整備 2,500
長野県 茅野市 茅野市 展示用パネル他コミュニティ備品の整備 2,500
長野県 塩尻市 洗馬区 宮太鼓及び獅子頭の整備 2,500
長野県 佐久市 常田獅子保存会 獅子舞用器物の整備 1,000
長野県 千曲市 黒彦区 机他コミュニティ活動備品の整備 1,600
長野県 千曲市 桜堂区 机他コミュニティ活動備品の整備 1,600
長野県 東御市 伊勢原区 屋外放送設備他コミュニティ備品の整備 1,800
長野県 東御市 東上田区 音響装置他コミュニティ活動備品の整備 1,600
長野県 安曇野市 踏入区 保管倉庫他コミュニティ活動備品の整備 1,000
長野県 安曇野市 宮中区 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,400
長野県 小海町 松原湖を美しくする会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,400
長野県 佐久穂町 高野町総区 お祭り備品の整備 2,500
長野県 軽井沢町 千ケ滝西区会 物置他コミュニティ活動備品の整備 2,200
長野県 御代田町 広戸区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,600
長野県 立科町 和子実行班（和子部落） 公民館への除雪機、物置の整備 1,200
長野県 青木村 当郷区 パソコン他コミュニティ活動備品の整備 1,100
長野県 長和町 長和町 除雪機の整備 2,500
長野県 下諏訪町 湯田四町 プリンター他コミュニティ活動備品の整備 1,200
長野県 下諏訪町 町屋敷町内会 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 2,500
長野県 富士見町 高森区 コピー機他コミュニティ活動備品の整備 2,500
長野県 富士見町 南原山集落組合 盆踊りやぐら他コミュニティ備品の整備 2,400
長野県 箕輪町 北小河内区 複合機他コミュニティ活動備品の整備 1,100
長野県 飯島町 飯島区 ステージ他コミュニティ活動備品の整備 2,500
長野県 中川村 下平地区 お祭り用備品の整備 2,500
長野県 宮田村 新田区 除雪機、保管用物置の整備 1,600
長野県 高森町 下市田区 コミュニティ活動備品の整備 1,200
長野県 阿智村 中関区自治会 エアコンの整備 1,900
長野県 阿智村 清内路自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,000
長野県 泰阜村 温田区 伝統芸能備品の整備 2,200
長野県 喬木村 馬場平自治会 お祭り用備品の整備 2,500
長野県 豊丘村 林原木門地区 獅子舞等の備品整備 1,900
長野県 上松町 東里１区 発電機等のコミュニティ活動備品の整備 2,500
長野県 上松町 本町発展会 テント等コミュニティ活動備品の整備 1,700
長野県 南木曽町 神戸クラブ会 お祭り備品の整備 2,500
長野県 王滝村 王滝村 除雪機の整備 1,600
長野県 木曽町 木曽町福島川西区 コミュニティ活動備品整備 2,400
長野県 木曽町 木曽町福島中畑区 コミュニティ活動備品整備 2,300
長野県 麻績村 小東区 お祭り用備品の整備 2,400
長野県 朝日村 西洗馬区 除雪機の整備 2,500
長野県 筑北村 別所区 お祭り用備品の整備 2,500
長野県 池田町 中島区 コミュニティ活動備品整備 1,800
長野県 池田町 十日市場自治会 子供神輿等整備 1,300
長野県 松川村 松川村 エアコン他備品の整備 2,500
長野県 坂城町 新地区 神楽用備品の整備 2,500
長野県 小布施町 東町自治会 お祭り用備品の整備 2,500
長野県 高山村 高山村 歩行型除雪機の整備 2,500
長野県 山ノ内町 前坂区 祭用台車他お祭り備品の整備 2,500
長野県 木島平村 中町区 獅子頭他お祭り備品の整備 2,500
長野県 野沢温泉村 麻釜区 小型除雪機の整備 2,500
長野県 信濃町 諏訪ノ原 お祭り備品整備 2,400
長野県 飯綱町 深沢組 祭具の整備 2,100
長野県 栄村 平滝区 除草剤散布機等コミュニティ備品の購入 1,000
岐阜県 岐阜市 加納東自治会連合会 お祭り用備品の整備 2,500
岐阜県 関市 赤土坂連合自治会 テーブル他備品の整備 1,300
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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）

岐阜県 関市 大杉自治会 音響機器他備品の整備 2,500
岐阜県 中津川市 中津川太鼓保存会 お祭り用備品の整備 2,500
岐阜県 中津川市 西七区自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
岐阜県 瑞浪市 釜戸町まちづくり推進協議会 お祭り用備品の整備 2,500

岐阜県 瑞浪市
特定非営利活動法人明日の稲津を築くまちづくり推進
協議会

テント他備品の整備 2,500

岐阜県 羽島市 江吉良コミュニティセンター運営委員会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
岐阜県 羽島市 大西1丁目自治会 音響機器他備品の整備 2,500
岐阜県 羽島市 小熊町・新生町自治委員会 掲示板の整備 2,500
岐阜県 恵那市 武並町自治連合会 テント他備品の整備 2,500
岐阜県 恵那市 岩村町自治連合会 テント他備品の整備 2,500
岐阜県 美濃加茂市 伊瀬自治会 音響機器他備品の整備 2,200
岐阜県 美濃加茂市 中組自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
岐阜県 土岐市 肥田町自治会 アルミステージ他備品の整備 2,200
岐阜県 土岐市 妻木町区長会 アルミステージ他備品の整備 2,500
岐阜県 可児市 下恵土自治連合会 音響機器他備品の整備 1,400
岐阜県 山県市 石田町自治会 テーブル他備品の整備 2,300
岐阜県 飛騨市 澤田流太鼓集団毘沙門 太鼓他備品の整備 2,500
岐阜県 郡上市 白鳥神社大神楽伝承会 お祭り用備品の整備 1,600
岐阜県 下呂市 桜洞区 除雪機他備品の整備 1,100
岐阜県 海津市 帆引新田上・下自治会 エアコン他備品の整備 2,500
岐阜県 海津市 土倉自治会 エアコン他備品の整備 1,100
岐阜県 八百津町 錦津地区夢おこし事業推進委員会 音響機器他備品の整備 1,900
岐阜県 白川町 白川の里山を守る会 コミュニティ活動備品の整備 1,300
岐阜県 白川村 荻町区自治会 エアコン他備品の整備 2,500
静岡県 沼津市 沼津市自治会連合会 掲示板の整備 2,000
静岡県 熱海市 和田木町内会 祭典用備品の整備 2,500
静岡県 三島市 中島町内会 太鼓他備品の整備 2,500
静岡県 富士宮市 小泉四区 太鼓他備品の整備 2,500
静岡県 伊東市 城宿町 太鼓他備品の整備 2,500
静岡県 島田市 大津自治会 投光機他備品の整備 1,700
静岡県 島田市 初倉コミュニティ委員会 テーブル他備品の整備 2,400
静岡県 富士市 富士本町区 太鼓他備品の整備 2,500
静岡県 富士市 南町町内会 屋台の修繕及び太鼓他備品の整備 2,500
静岡県 磐田市 磐田市田原地区自治会 テント他備品の整備 2,500
静岡県 磐田市 福田支部西部地区会 放送設備他備品の整備 2,400
静岡県 焼津市 高新田自治会 エアコン他備品の整備 2,200
静岡県 焼津市 焼津市和太鼓連合会 太鼓の整備 2,500
静岡県 掛川市 長間区 屋台の整備 2,500
静岡県 掛川市 西側小区自治会 屋台の整備 2,100
静岡県 藤枝市 兵太夫上第一町内会 神輿他備品の整備 1,100
静岡県 藤枝市 高田町内会 複合機他備品の整備 1,400
静岡県 袋井市 名栗北原川自治会 テレビ他備品の整備 2,400
静岡県 袋井市 可睡自治会 太鼓他備品の整備 2,500
静岡県 下田市 田牛区 祭典用備品の整備 1,500
静岡県 下田市 須崎区 太鼓台の修繕 2,500
静岡県 裾野市 平松大区 エアコン他備品の整備 2,400
静岡県 湖西市 岡崎町内会 太鼓の整備 1,300
静岡県 湖西市 女河町内会 太鼓の整備 2,300
静岡県 伊豆市 平野区 放送設備の整備 2,200
静岡県 伊豆市 冷川区下尾野郷 ＬＥＤ防犯灯他備品の整備 1,000
静岡県 御前崎市 中原区町内会 太鼓他備品の整備 2,000
静岡県 御前崎市 桜ヶ池町内会 太鼓他備品の整備 2,400
静岡県 菊川市 西富田自治会 屋台の修繕 2,500
静岡県 伊豆の国市 御門区 山車の修繕 2,500
静岡県 伊豆の国市 古奈区 テーブル他備品の整備 2,400
静岡県 牧之原市 地頭方区 パソコン他備品の整備 2,500
静岡県 牧之原市 須々木区 複合機他備品の整備 2,500
静岡県 東伊豆町 西区町内会 テーブル他備品の整備 2,500
静岡県 南伊豆町 青野区 エアコン他備品の整備 2,300
静岡県 西伊豆町 大田子区 祭典用備品の整備 2,500
静岡県 清水町 伏見区 太鼓他備品の整備 2,500
静岡県 清水町 玉川区 太鼓他備品の整備 2,500
静岡県 長泉町 南一色区 祭典用備品の整備 2,500
静岡県 小山町 小山町 掲示板の整備 2,500
静岡県 川根本町 川根本町区長連絡会 テント他備品の整備 1,700
静岡県 森町 三倉町内会 机他備品の整備 2,400
静岡県 森町 戸綿町内会 屋台の修繕及び太鼓他備品の整備 2,400
愛知県 豊橋市 東田校区自治会 ワイアレスセット他備品の整備 2,500
愛知県 豊橋市 老津校区自治会 コピー機他備品の整備 2,500
愛知県 岡崎市 能見町北部町内会 太鼓・山車の修繕 2,500
愛知県 瀬戸市 新郷連区自治会 複写機他備品の整備 2,500
愛知県 半田市 亀崎地区コミュニティ推進協議会 物置他備品の整備 2,500
愛知県 豊川市 豊川市 エアコン他備品の整備 2,400
愛知県 豊川市 赤坂台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 津島市 南小学校区コミュニティ推進協議会 物置他備品の整備 2,500
愛知県 津島市 神守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 中央地区 パソコン他備品の整備 2,500
愛知県 碧南市 西端地区 エアコン他備品の整備 2,500
愛知県 豊田市 高橋地区コミュニティ会議 パソコン他備品の整備 2,500
愛知県 安城市 城南町内会 テント他備品の整備 2,500
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愛知県 西尾市 一色東部小校区コミュニティ推進協議会 エアコン他備品の整備 2,500
愛知県 西尾市 横須賀地区コミュニティ推進協議会 プロジェクター他備品の整備 1,300
愛知県 蒲郡市 西浦町総代会 太鼓の修繕 2,500
愛知県 犬山市 羽黒地区コミュニティ推進協議会 パソコン他備品の整備 2,100
愛知県 常滑市 小鈴谷地区活性化推進協議会 コピー機他備品の整備 1,800
愛知県 常滑市 北条区 コピー機他備品の整備 2,500
愛知県 江南市 宮後中区 エアコン他備品の整備 2,400
愛知県 江南市 般若区 エアコン他備品の整備 2,500
愛知県 小牧市 湯取車保存会 山車の修繕 2,400
愛知県 稲沢市 大里西市民センター地区まちづくり推進協議会 冷蔵庫他備品の整備 2,500
愛知県 新城市 小川区自治会 テレビ他備品の整備 1,600
愛知県 新城市 川田区 テレビ他備品の整備 2,500
愛知県 東海市 三ツ池コミュニティ プロジェクター他備品の整備 2,500
愛知県 大府市 北山コミュニティ推進協議会 テント他備品の整備 2,500
愛知県 知多市 佐布里コミュニティ パソコン他備品の整備 2,500
愛知県 知立市 西町町内会 山車の修繕 1,900
愛知県 高浜市 高浜市 印刷機他備品の整備 2,500
愛知県 豊明市 二村台７区 サウンドシステム他備品の整備 2,500
愛知県 豊明市 大脇区 ＡＥＤ他備品の整備 2,500
愛知県 田原市 野田校区コミュニティ協議会 プロジェクター他備品の整備 2,300
愛知県 田原市 赤羽根校区コミュニティ協議会 プロジェクター他備品の整備 2,000
愛知県 愛西市 川渕地区コミュニティ推進協議会 複合機他備品の整備 2,500
愛知県 愛西市 市江小学校区コミュニティ推進協議会 テント他備品の整備 1,500
愛知県 清須市 清洲第７ブロック 発電機他備品の整備 1,100
愛知県 清須市 新川第１ブロック エアコン他備品の整備 2,400
愛知県 北名古屋市 久地野自治会 櫓の整備 2,500
愛知県 北名古屋市 石橋自治会 テレビ他備品の整備 1,300
愛知県 あま市 あま市蜂須賀地区コミュニティ推進協議会 倉庫他備品の整備 2,500
愛知県 東郷町 北山台自治会 エアコン他備品の整備 2,500
愛知県 東郷町 和合ヶ丘自治会 テレビ他備品の整備 2,400
愛知県 豊山町 青塚第三自治会 倉庫他備品の整備 2,300
愛知県 大口町 尾張太鼓 太鼓の整備 2,500
愛知県 扶桑町 小淵コミュニティ推進協議会 テント他備品の整備 2,500
愛知県 扶桑町 東川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 東浦町 緒川地区コミュニティ推進協議会 物置他備品の整備 2,500
愛知県 東浦町 石浜中自治会 テント他備品の整備 2,500
愛知県 南知多町 篠島区 椅子他備品の整備 2,500
愛知県 南知多町 日間賀島東区区会 太鼓他備品の整備 2,500
愛知県 美浜町 美浜町 システムアンプ他備品の整備 2,500
愛知県 武豊町 馬場区祭礼保存協議会 山車の修繕他備品の整備 2,500
愛知県 幸田町 荻谷小学校区地区コミュニティ推進協議会 テント他備品の整備 2,400
愛知県 設楽町 地縁団体田峯区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛知県 豊根村 上黒川区 物置他備品の整備 2,500
三重県 津市 砂原区自治会 お祭り用備品の整備 1,300
三重県 津市 新町地区自治会連合会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
三重県 津市 三重町自治会 集会所備品の整備 1,000
三重県 四日市市 笹川地区協議会 展示パネル他備品の整備 2,100
三重県 四日市市 内部地区連合自治会 浴衣他備品の整備 2,100
三重県 四日市市 四日市市札場町自治会 屋外放送設備他備品の整備 2,500
三重県 伊勢市 ニュービレッジ大仏山自治会 掲示板他自治会活動備品の整備 2,500
三重県 伊勢市 浦口自治連合会 カラー複合機他備品の整備 2,500
三重県 伊勢市 上区自治会 太鼓の整備 2,500
三重県 伊勢市 横輪町町内会 掲示板他備品の整備 2,400
三重県 松阪市 中万町自治会 掲示板他備品の整備 2,000
三重県 松阪市 中郷まちづくり協議会 コミュニティ活動備品の整備 1,900
三重県 松阪市 松尾まちづくり協議会 コミュニティ活動備品の整備 1,200
三重県 桑名市 西福永区 太鼓の整備 2,500
三重県 桑名市 桑名市宮通自治会 ＬＥＤ防犯灯他備品の整備 2,500
三重県 桑名市 筒尾連合自治会陽だまりの丘地域交流会 祭用備品の整備 2,400
三重県 鈴鹿市 国分町自治会 印刷機他備品等の整備 2,500
三重県 名張市 丸之内区 神輿台車他備品の整備 1,800
三重県 名張市 長坂区 音響・映像機器等備品の整備 2,500
三重県 名張市 布生上出区 保管倉庫他備品の整備 2,400
三重県 名張市 八幡区 コミュニティ活動備品の整備 2,300
三重県 名張市 青蓮寺自治会 屋外放送設備の整備 2,500
三重県 尾鷲市 古江区 屋外放送設備の整備 2,500
三重県 尾鷲市 天満第１自治会 テント他備品の整備 1,000
三重県 亀山市 白川地区まちづくり協議会 カラー印刷機他備品の整備 2,500
三重県 亀山市 関南部地区まちづくり協議会 テント他備品の整備 2,500
三重県 亀山市 中町四番町自治会 山車の整備事業 1,300
三重県 鳥羽市 答志和具町内会 ホワイトボード他備品の整備 2,400
三重県 鳥羽市 屋内町町内会 液晶テレビ他備品の整備 2,500
三重県 鳥羽市 本町町内会 液晶テレビ他備品の整備 2,300
三重県 いなべ市 川原自治会 東屋の設置 2,500
三重県 いなべ市 二之瀬自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
三重県 いなべ市 上相場自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,900
三重県 志摩市 築地区 コミュニティ活動備品の整備 1,100
三重県 志摩市 恵利原区 テーブル他備品の整備 2,400
三重県 伊賀市 古山地区住民自治協議会 ノートパソコン他備品の整備 2,500
三重県 伊賀市 中瀬地域住民自治協議会 テーブル他備品の整備 2,500
三重県 伊賀市 新居地区住民自治協議会 テント他備品の整備 2,300
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三重県 伊賀市 馬場区 テント他備品の整備 2,200
三重県 伊賀市 上神戸地区自治会 エアコン他備品の整備 2,500
三重県 伊賀市 山田地域住民自治協議会 テレビ他備品の整備 2,500
三重県 菰野町 大羽根園祭り委員会 祭事用衣装及び収納倉庫の整備 2,500
三重県 多気町 大字森荘区 物置他コミュニティ活動備品等の整備 1,800
三重県 多気町 大字西山区 太鼓他コミュニティ活動備品等の整備 2,500
三重県 明和町 志貴自治会 屋外放送設備の整備 1,500
三重県 明和町 サンシャイン自治会 公園の整備 2,400
三重県 大台町 柳原区 柳原農村公園の遊具整備 1,300
三重県 度会町 南中村区 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,300
三重県 大紀町 金輪区自治会 机・椅子等備品の整備 2,500
三重県 大紀町 藤区 机・椅子等備品の整備 2,300
三重県 南伊勢町 伊勢路区 祭事活動備品等の整備 2,200
三重県 南伊勢町 河内区 会議用テーブル他備品の整備 1,800
三重県 南伊勢町 内瀬区 テント他備品の整備 2,100
三重県 紀北町 便ノ山神楽舞保存会 便ノ山神楽備品修繕 1,400
滋賀県 大津市 南小松自治会 太鼓の整備 2,500
滋賀県 大津市 中堀町自治会 法被の整備 2,400
滋賀県 彦根市 広野町内会 広場の休憩所および活動備品の整備 1,800
滋賀県 彦根市 上後三条町自治会 祭り備品の修繕 2,500
滋賀県 彦根市 日夏町中沢自治会 祭り備品の修繕 1,800
滋賀県 長浜市 大辰巳町自治会 屋外放送設備他備品の整備 1,000
滋賀県 長浜市 北町組　青海山 コミュニティ活動備品の整備 2,500
滋賀県 長浜市 新庄馬場町自治会 遊具の整備 2,400
滋賀県 近江八幡市 十王町自治会 放送設備他備品の整備 2,400
滋賀県 草津市 志那町町内会 エアコン他備品の整備 1,600
滋賀県 守山市 川田自治会 液晶テレビ他備品の整備 1,700
滋賀県 守山市 伊勢自治会 子ども神輿の整備 2,500
滋賀県 守山市 古高自治会 子ども神輿の整備 2,300
滋賀県 甲賀市 城が丘区自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,400
滋賀県 甲賀市 池田団地自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
滋賀県 甲賀市 油日区自治会 印刷機他コミュニティ活動備品の整備 2,200
滋賀県 甲賀市 水口松尾台区 公園遊具他コミュニティ活動備品の整備 2,200
滋賀県 野洲市 栄六自治会連合会 アルミ製やぐらの整備 2,500
滋賀県 野洲市 木部自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
滋賀県 野洲市 高木自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,600
滋賀県 湖南市 菩提寺まちづくり協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
滋賀県 高島市 三重生区自治会 太鼓の整備 1,100
滋賀県 高島市 北深清水区 黒衣の整備 2,500
滋賀県 高島市 西万木区 太鼓の整備 2,500
滋賀県 東近江市 蒲生地区自治会連合会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
滋賀県 東近江市 市辺地区自治会連合会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
滋賀県 米原市 村居田区 除雪機の整備 1,500
滋賀県 米原市 入江区 自治会公民館備品の整備 1,800
滋賀県 米原市 志賀谷区 除雪機の整備 1,500
滋賀県 日野町 HOTけん桜谷隊 遊具の整備 2,500
滋賀県 日野町 曙団地自治会 倉庫他備品の整備 2,500
滋賀県 竜王町 美松台自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
滋賀県 竜王町 田中自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,000
滋賀県 竜王町 庄自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
滋賀県 愛荘町 東出区 祭り用備品他コミュニティ備品の整備 2,500
滋賀県 愛荘町 長野東自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
滋賀県 甲良町 北落区 コミュニティ活動備品の整備 1,400
滋賀県 多賀町 土田区 除雪機の整備 2,300
滋賀県 多賀町 佐目区 エアコンの整備 2,500
京都府 福知山市 和太鼓ひとつ 太鼓他備品の整備 2,500
京都府 舞鶴市 舞鶴市 除雪機の整備 2,500
京都府 綾部市 鷹栖町自治会 太鼓他備品の整備 2,500
京都府 宮津市 浪花自治会 祭用備品の整備 2,500
京都府 宮津市 大島自治会 祭用備品の整備 2,500
京都府 宮津市 岩ヶ鼻自治会 コピー機他備品の整備 1,500
京都府 宮津市 滝馬自治会 エアコンの整備 1,700
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 2,200
京都府 城陽市 城陽市東部コミュニティーセンター運営委員会 机他コミュニティ活動備品の整備 2,500
京都府 京田辺市 出垣内区 机他コミュニティ活動備品の整備 1,200
京都府 京田辺市 草内区 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
京都府 京丹後市 第１１区 コピー機他コミュニティ活動備品の整備 2,500
京都府 京丹後市 大山自治区 遊具他コミュニティ活動備品の整備 2,500
京都府 京丹後市 郷連合区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
京都府 南丹市 横田区 アンプ他コミュニティ備品の整備 1,000
京都府 南丹市 知井振興会 音響セット他コミュニティ備品の整備 2,500
京都府 木津川市 梅美台６丁目自治会 テント他コミュニティ備品の整備 2,400
京都府 木津川市 州見台六丁目２番自治会 椅子他コミュニティ備品の整備 2,300
京都府 久御山町 栄１・２丁目自治会 机他コミュニティ活動備品の整備 2,500
京都府 井手町 北部区 スポーツ用品他備品の整備 2,400
京都府 井手町 西部区 スポーツ用品他備品の整備 2,300
京都府 井手町 水無区 スポーツ用品他備品の整備 2,500
京都府 井手町 南区 スポーツ用品他備品の整備 2,500
京都府 和束町 和束町 掲示板の設置 1,400
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京都府 精華町 東畑自治会 アンプ他コミュニティ備品の整備 2,500
京都府 精華町 植田自治会 机他コミュニティ備品の整備 2,500
京都府 伊根町 伊根地区区長協議会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
京都府 与謝野町 香河区 獅子頭修繕他備品の整備 2,000
大阪府 岸和田市 山直北･城東地区市民協議会 テーブル他備品の整備 2,500
大阪府 豊中市 豊南校区自治会連合会 発電機他備品の整備 2,000
大阪府 池田市 呉服南自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
大阪府 吹田市 吹田市自治会連合協議会 テーブル他備品の整備 2,500
大阪府 泉大津市 泉大津市自治会連合会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
大阪府 高槻市 高槻市コミュニティ市民会議 展示用パネルの整備 2,500
大阪府 貝塚市 貝塚市町会連合会 リアカー他備品の整備 2,300
大阪府 守口市 下島町会だんじり保存会 太鼓の整備 2,200
大阪府 枚方市 枚方市コミュニティ連絡協議会 テント他備品の整備 2,500
大阪府 茨木市 水尾小学校区各団体連絡協議会 テーブル他備品の整備 2,500
大阪府 八尾市 八尾市 テーブル他備品の整備 2,400
大阪府 寝屋川市 市政協力委員自治推進協議会 音響機器他備品の整備 2,500
大阪府 大東市 北灰塚地区自治会 神輿の整備 2,500
大阪府 和泉市 和泉市町会連合会 テーブル他備品の整備 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 羽曳野市 羽曳野市連合区長会 テント他備品の整備 2,500
大阪府 高石市 高石市 車椅子他備品の整備 1,300
大阪府 藤井寺市 藤井寺市区長会 テーブル他備品の整備 2,500
大阪府 東大阪市 池島校区自治連合会 プリンター他備品の整備 1,200
大阪府 泉南市 一丘区 掲示板の整備 2,500
大阪府 四條畷市 塚米地区自治会 太鼓の整備 2,500
大阪府 阪南市 和泉鳥取台自治会 パソコン他備品の整備 1,400
大阪府 能勢町 今西区自治会 地車修繕 2,500
大阪府 忠岡町 忠岡町西区自治会 お祭り用備品の整備 2,500
大阪府 熊取町 熊取町区長会 プロジェクター他備品の整備 2,500
大阪府 太子町 西町会 お祭り用備品の整備 2,500
大阪府 河南町 大宝自治連絡会 テーブル他備品の整備 2,500
大阪府 千早赤阪村 千早地区会 お祭り用備品の整備 2,500
兵庫県 姫路市 増位地区連合自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
兵庫県 明石市 いずみが丘自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,000
兵庫県 西宮市 生瀬地区自治会連絡協議会 やぐらの整備 2,000
兵庫県 洲本市 都志本村町内会 だんじり水引幕の修繕 2,500
兵庫県 芦屋市 精道コミュニティスクール コミュニティ活動備品の整備 2,500
兵庫県 伊丹市 泉町自治会 子ども神輿の整備 2,000
兵庫県 相生市 相生市連合自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
兵庫県 豊岡市 竹野南地区区長協議会 コミュニティ活動備品の整備 1,700
兵庫県 加古川市 ウインヒルズ土山自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,200
兵庫県 赤穂市 本町自治会 お祭り用備品の整備 2,500
兵庫県 西脇市 羽安町 お祭り用備品の整備 2,500
兵庫県 三木市 篠原神社屋台太鼓保存会 祭り用備品の修繕 2,200
兵庫県 高砂市 北脇自治会 毛獅子舞の新調及び修繕等 2,500
兵庫県 川西市 川西北コミュニティ連絡協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
兵庫県 小野市 河合地区地域づくり協議会 コミュニティ活動備品の整備 1,100
兵庫県 加西市 本町自治会 祭り用備品の修繕 2,500
兵庫県 篠山市 一印谷自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,700
兵庫県 篠山市 東浜谷自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,100
兵庫県 篠山市 住吉台自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,300
兵庫県 養父市 青山区 コミュニティ活動備品の整備 1,300
兵庫県 丹波市 谷上自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
兵庫県 丹波市 上久下地域自治協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,200
兵庫県 南あわじ市 沼島南区自治会 お祭り用備品の整備 2,500
兵庫県 南あわじ市 沼島中区自治会 お祭り用備品の整備 2,500
兵庫県 朝来市 和田山地区地域自治協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
兵庫県 朝来市 梁瀬地域自治協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
兵庫県 淡路市 中の町町内会 お祭り用備品の整備 1,300
兵庫県 宍粟市 野々上自治会 お祭り用備品の整備 2,000
兵庫県 たつの市 賀茂神社小五月祭（棹の歌）保存会 お祭り用備品の整備 2,500
兵庫県 多可町 多田集落 お祭り用備品の整備 2,500
兵庫県 稲美町 稲美町大池自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
兵庫県 市川町 北田中区 コミュニティ活動備品の整備 1,000
兵庫県 神河町 中村区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
兵庫県 太子町 鵤屋台保存会 お祭り用備品の整備 2,100
兵庫県 香美町 香住自治区 コミュニティ活動備品の整備 1,600
奈良県 大和高田市 大和高田アーバンコンフォート自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
奈良県 大和高田市 大和地車保存会 太鼓他祭り用備品の整備 1,200
奈良県 大和郡山市 丸山自治会 和太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
奈良県 橿原市 地黄町第三区自治会 パソコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
奈良県 橿原市 新口町自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
奈良県 橿原市 豊田町本村自治会 パソコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
奈良県 橿原市 川西町自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
奈良県 桜井市 大福北区自治会 放送設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500
奈良県 桜井市 大豆越区自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
奈良県 御所市 小林自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,200
奈良県 香芝市 高自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
奈良県 香芝市 穴虫西自治会 祭り備品の整備 2,500
奈良県 宇陀市 三本松まちづくり協議会 物置他コミュニティ活動備品の整備 1,700
奈良県 宇陀市 菟田野稲戸自治会 テレビ他コミュニティ活動備品の整備 2,500
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奈良県 宇陀市 伊那佐地区まちづくり協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,700
奈良県 宇陀市 大宇陀政始まちづくり協議会 印刷機他コミュニティ活動備品の整備 2,500
奈良県 宇陀市 向渕地区まちづくり協議会 草刈り機他コミュニティ活動備品の整備 2,000
奈良県 三郷町 立野北２丁目自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,800
奈良県 三郷町 美松ヶ丘自治会 ＬＥＤ灯他コミュニティ活動備品の整備 1,300
奈良県 三郷町 いわせが丘自治会 エアコンの整備 2,500
奈良県 斑鳩町 東里自治会 太鼓台他コミュニティ活動備品の整備 2,500
奈良県 三宅町 伴堂自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,400
奈良県 曽爾村 曽爾村郷土芸能を守る会 地域の伝統芸能関連用具の整備 2,500
奈良県 高取町 高取町自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
奈良県 王寺町 美しヶ丘自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,400
奈良県 広陵町 馬見北五丁目自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,500
奈良県 大淀町 西町６丁目区 複合機他コミュニティ活動備品の整備 2,300
奈良県 大淀町 増口区 祭り備品の整備 2,500
奈良県 東吉野村 東吉野村 エアコンの整備 2,500
和歌山県 和歌山市 吹上地区連合自治会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
和歌山県 海南市 巽地区連合自治会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
和歌山県 橋本市 南馬場区 御輿の修繕 2,500
和歌山県 有田市 港町連合自治会 祭礼用衣装他コミュニティ活動備品の整備 2,500
和歌山県 御坊市 同志会 獅子頭他コミュニティ活動備品の整備 2,500
和歌山県 岩出市 紀泉台自治会 発電機他コミュニティ活動備品の整備 2,500
和歌山県 紀美野町 紀美野ふれあいマラソン大会実行委員会 テントの整備 2,500
和歌山県 かつらぎ町 花園郷土古典芸能保存会 祭礼用衣装他コミュニティ活動備品の整備 2,400
和歌山県 湯浅町 別所区 法被他コミュニティ活動備品の整備 2,500
和歌山県 湯浅町 御蔵町区 子供御輿他コミュニティ活動備品の整備 2,000
和歌山県 広川町 湊仲町区 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 1,200
和歌山県 有田川町 粟生区 提灯他コミュニティ活動備品の整備 2,500
和歌山県 美浜町 和田西中自治会 山車の整備 2,500
和歌山県 由良町 門前区 法被他コミュニティ活動備品の整備 2,400
和歌山県 印南町 上道区 屋台の修繕 2,500
和歌山県 みなべ町 軽井川区 獅子頭他コミュニティ活動備品の整備 2,500
和歌山県 日高川町 北原若中 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
和歌山県 白浜町 平区 屋台他コミュニティ活動備品の整備 2,400
和歌山県 上富田町 市ノ瀬河川敷環境美化花づくり推進実行委員会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500
和歌山県 すさみ町 江須崎獅子舞保存会 獅子頭他コミュニティ活動備品の整備 2,500
和歌山県 那智勝浦町 天満祭典会 獅子頭他コミュニティ活動備品の整備 2,100
和歌山県 北山村 大沼自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
鳥取県 鳥取市 まちづくり・いきいき成器の会 アルミステージの整備 2,500
鳥取県 鳥取市 千代水地区まちづくり協議会 アルミステージの整備 2,500
鳥取県 鳥取市 古郡家部落 遊具の整備 2,500
鳥取県 米子市 五千石地区自治連合会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
鳥取県 米子市 西皆生自治会 物置他コミュニティ活動備品の整備 2,500
鳥取県 倉吉市 松河原自治公民館 エアコンの整備 2,500
鳥取県 倉吉市 本町自治公民館 御輿の整備 2,500
鳥取県 倉吉市 若葉町１丁目自治公民館 東屋の整備 2,400
鳥取県 境港市 新屋町自治会 お祭り用備品の修理 1,200
鳥取県 岩美町 岩美駅前自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,300
鳥取県 八頭町 下門尾集落 遊具の整備 2,100
鳥取県 八頭町 才代一集落 コミュニティ活動備品の整備 2,500
鳥取県 三朝町 竹田地域協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
鳥取県 湯梨浜町 港区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
鳥取県 湯梨浜町 川上区 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 2,200
鳥取県 湯梨浜町 はわい長瀬団地区 除雪機の整備 1,000
鳥取県 琴浦町 上伊勢部落 コミュニティセンター備品の整備 1,900
鳥取県 琴浦町 出上地区自治会 お祭り用備品の整備 2,500
鳥取県 琴浦町 金屋部落 コミュニティセンター備品の整備 1,100
鳥取県 北栄町 北条島自治会 コミュニティセンター備品の整備 2,000
鳥取県 北栄町 六尾自治会 遊具の整備 1,600
鳥取県 北栄町 比山自治会 コミュニティセンター備品の整備 1,900
鳥取県 大山町 上中高自治会 除雪機の整備 1,000
鳥取県 大山町 上高田自治会 除雪機の整備 1,600
鳥取県 大山町 梶原自治会 除雪機の整備 1,700
鳥取県 南部町 会見小松谷盆踊保存会 やぐらセットの整備 2,500
鳥取県 南部町 清水川区 テント、机他コミュニティ活動備品の整備 2,100
鳥取県 伯耆町 栃原集落 太鼓他備品の整備 2,400
鳥取県 伯耆町 岩屋谷集落 獅子舞用備品の整備 1,000
鳥取県 日野町 舟場自治会 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 2,000
鳥取県 江府町 助沢集落 発電機他コミュニティ活動備品の整備 2,500
鳥取県 江府町 杉谷集落 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
島根県 松江市 雑賀まちづくり推進協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
島根県 松江市 枕木町町内会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
島根県 浜田市 下古和自治会 机、椅子他コミュニティ活動備品の整備 2,500
島根県 浜田市 宇野自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
島根県 浜田市 下来原西組神楽社中 お祭り用備品の整備事業 2,500
島根県 出雲市 大梶翁顕彰会 ステージ他コミュニティ活動備品の整備 2,500
島根県 出雲市 東須佐地区連絡協議会 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 1,900
島根県 出雲市 上阿宮獅子舞保存会 締太鼓他獅子舞用備品の整備 2,500
島根県 益田市 匹見神楽社中 お祭り用備品の整備事業 2,300
島根県 大田市 宅野神楽団 お祭り用備品の整備事業 2,500
島根県 大田市 長久まちづくりクラブ イベント用備品の整備 2,300
島根県 江津市 嘉久志まちづくり推進協議会 アルミ製やぐらの整備 2,500
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島根県 雲南市 吉田地区振興協議会 太鼓の整備 2,500
島根県 奥出雲町 中村自治会 除雪作業用備品の整備 1,900
島根県 奥出雲町 久比須自治会 大型除雪機の導入 1,600
島根県 飯南町 琴麓自治会 テント、長机等備品の整備 1,800
島根県 飯南町 下市自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,000
島根県 川本町 市井原自治会 エアコンの整備 1,300
島根県 美郷町 粕渕地域連合自治会 太鼓等の整備 2,500
島根県 邑南町 邑南和楽 音響設備等の整備 2,200
島根県 津和野町 喜時雨自治共栄会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,300
島根県 西ノ島町 船越区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
島根県 隠岐の島町 福浦区 祭具、イベント用備品の整備 2,500
島根県 隠岐の島町 近石真杉自治会 コンビネーション遊具の整備 2,500
島根県 隠岐の島町 原田区 集会所備品整備 2,300
岡山県 倉敷市 片島公民館 机、椅子等備品の整備 2,300
岡山県 倉敷市 下庄地区会 神輿、祭り用備品の整備 2,500
岡山県 倉敷市 早高公民館 机、祭り用備品の整備 2,500
岡山県 倉敷市 古下津井町内会 屋外放送設備の整備 1,600
岡山県 倉敷市 江長地区町内会 屋外放送設備の整備 2,500
岡山県 倉敷市 浜ノ茶屋二丁目町内会 屋外放送設備の整備 1,100
岡山県 津山市 下横野町内会 複合機等備品の整備 1,500
岡山県 津山市 上横野町内会 複合機等備品の整備 1,500
岡山県 玉野市 藤井地区自治連合会 祭り用ステージ、照明等備品の整備 2,500
岡山県 笠岡市 入江千歳楽保存会 神輿、太鼓等備品の整備 2,300
岡山県 笠岡市 大島まちづくり協議会 ステージの整備 2,500
岡山県 井原市 簗瀬自治連合会 音響機器等の整備 1,700
岡山県 高梁市 近似コミュニティハウス管理運営委員会 エアコン等備品の整備 2,000
岡山県 新見市 蚊家地区ふるさと振興協議会 机、音響機器等の整備 2,500
岡山県 新見市 哲西町はやし田植保存会 太鼓等備品の整備 2,500
岡山県 備前市 とうげの会 映像機器等備品の整備 1,000
岡山県 備前市 お夏踊り歴史保存会 お祭り備品の整備 2,500
岡山県 瀬戸内市 今城コミュニティ協議会 屋外イベント用放送設備等備品の整備 1,600
岡山県 赤磐市 桜ヶ丘西３丁目町内会 机、テント等の備品整備 2,500
岡山県 赤磐市 惣分区 発電機等イベント用備品の整備 2,400
岡山県 赤磐市 山陽４丁目町内会 机、椅子等備品の整備 1,500
岡山県 真庭市 別所小学校区をよくする会 プロジェクター等備品の整備 1,500
岡山県 浅口市 福永宮東千歳楽保存会 お祭り備品の整備 2,500
岡山県 浅口市 駅前地区秋祭り保存会 お祭り備品の整備 2,100
岡山県 和気町 矢田区 簡易倉庫の整備 2,500
岡山県 和気町 サンシュユの会 簡易倉庫等備品の整備 1,800
岡山県 矢掛町 川面地区自治協議会 東屋等の整備 2,500
岡山県 矢掛町 美川地区自治協議会 音響機器の整備 2,500
岡山県 久米南町 上弓削ふれあいクラブ コミュニティ活動備品の整備 2,000
岡山県 美咲町 南和気コミュニティ協議会 ステージの整備 2,500
岡山県 吉備中央町 かよう浪漫太鼓 太鼓の整備 2,500
広島県 呉市 広町徳丸自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,700
広島県 呉市 天応町大西自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
広島県 竹原市 田万里町協働のまちづくり協議会 テント他備品の整備 2,500
広島県 竹原市 荘野協働のまちづくりネットワーク コミュニティ活動備品の整備 2,500
広島県 三原市 深町連合町内会 お祭り用備品の整備 2,400
広島県 三原市 高坂町内会 コピー機他備品の整備 2,300
広島県 尾道市 土生町区長会 団車の整備 2,500
広島県 尾道市 西浦子ども水軍太鼓 太鼓の整備 2,500
広島県 福山市 赤坂学区まちづくり推進委員会 アンプ他備品の整備 2,500
広島県 府中市 府川町御輿巡行及び鐘太鼓打上保存会 お祭り用備品の整備 2,500
広島県 三次市 のぞみが丘運営協議会 テント他備品の整備 2,500
広島県 三次市 布野神楽団 お祭り用備品の整備 2,500
広島県 庄原市 田森自治振興区 コミュニティ活動備品の整備 2,400
広島県 庄原市 本村自治振興区　和太鼓クラブ 太鼓等備品の整備 2,500
広島県 庄原市 湯木釜峰自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,900
広島県 大竹市 大竹市コミュニティづくり推進協議会 テント他備品の整備 2,500
広島県 東広島市 ふるさと郷田自治協議会 アルミステージの整備 2,500
広島県 東広島市 上黒瀬小学校区住民自治協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
広島県 東広島市 高屋東小学校区住民自治協議会 神輿他備品の整備 2,500
広島県 廿日市市 大野第三区 コピー機他備品の整備 2,300
広島県 廿日市市 宮内地区コミュニティづくり協議会 音響機器他備品の整備 2,500
広島県 安芸高田市 吉田地区振興会 お祭り用備品の整備 2,500
広島県 江田島市 向側自治会 パソコン他動備品の整備 2,500
広島県 江田島市 大君自治会 刈払機他備品の整備 2,500
広島県 江田島市 小用自治会 太鼓の修繕他備品の整備 1,900
広島県 府中町 砂原町内会 お祭り用備品の整備 1,300
広島県 府中町 辻町内会 エアコン他備品の整備 1,100
広島県 府中町 浜田本町町内会 掲示板の設置 1,000
広島県 海田町 海田町自治会連合会 エアコン他備品の整備 2,500
広島県 北広島町 豊平地域自治振興会 コミュニティ活動備品の整備 2,200
広島県 北広島町 千代田地域づくり協議会 コミュニティ活動備品の整備 1,700
広島県 大崎上島町 大崎地区区長会 テント他備品の整備 2,200
広島県 大崎上島町 外表区 獅子頭他備品の整備 2,500
広島県 世羅町 宇津戸神祇保存会 お祭り用備品の整備 2,500
広島県 世羅町 せらにし飛龍太鼓ジュニア お祭り用備品の整備 2,500
広島県 神石高原町 小畠自治振興会常光班 獅子頭他備品の整備 2,300
広島県 神石高原町 上自治振興会 音響機器他備品の整備 2,500
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山口県 下関市 塩浜町一丁目二区自治会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,100
山口県 下関市 内日自治連合会 和太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,400
山口県 宇部市 宇部市コミュニティ推進地区連絡協議会 プロジェクター他コミュニティ備品の整備 2,500
山口県 山口市 宮野自治連合会 展示パネル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
山口県 山口市 名田島自治会連合会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
山口県 萩市 川上地域コミュニティ協議会 コミュニティ活動備品の整備 1,900
山口県 萩市 弥富龍神太鼓 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 1,900
山口県 防府市 防府市コミュニティ推進連絡会議 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
山口県 下松市 西地区自治会連合会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,100
山口県 岩国市 岩国市自治会連合会 宮太鼓等コミュニティ活動備品の整備 2,500
山口県 光市 光市連合自治会 発電機他コミュニティ活動備品の整備 2,500
山口県 長門市 三隅清風太鼓 和太鼓等の整備 2,500
山口県 柳井市 新庄地区コミュニティ協議会 長机他コミュニティ活動備品の整備 2,500
山口県 美祢市 カルスト草炎太鼓 和太鼓他お祭り備品の整備 2,400
山口県 美祢市 美祢市生涯学習のまちづくり厚保地区推進協議会 お祭り備品の整備 2,300
山口県 周南市 夜市地区コミュニティ推進協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
山口県 周南市 遠石地区コミュニティ推進協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
山口県 周南市 徳山小学校区コミュニティ推進協議会 コミュニティイベント備品の整備 2,500
山口県 山陽小野田市 吉部田和太鼓団 和太鼓他お祭り備品の整備 2,500
山口県 田布施町 田布施町自治会連絡協議会 ＬＥＤ防犯灯他備品の整備 2,500
山口県 平生町 竪ヶ浜コミュニティ協議会 コミュニティ活動備品の整備 1,600
山口県 阿武町 さん３ふるさと祭り実行委員会 お祭り備品の整備 2,500
徳島県 徳島市 葵連 太鼓他備品の整備 2,500
徳島県 徳島市 若獅子連 太鼓他備品の整備 2,500
徳島県 鳴門市 備前島神輿保存会 神輿の整備 2,500
徳島県 阿南市 かざぐるま実行委員会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
徳島県 吉野川市 山崎屋台若連 屋台の修繕 2,500
徳島県 吉野川市 舞絆踊連 太鼓他備品の整備 2,500
徳島県 阿波市 御所神社桜獅子舞保存会 お祭り用備品の整備 2,500
徳島県 美馬市 三味線杵屋敦の会 お祭り用備品の整備 2,500
徳島県 美馬市 美馬市 椅子他備品の整備 2,500
徳島県 三好市 花園名会 テントの整備 2,000
徳島県 勝浦町 石原区 エアコン他備品の整備 2,200
徳島県 勝浦町 掛谷区 テーブル他備品の整備 1,300
徳島県 勝浦町 中角区 テーブル他備品の整備 2,400
徳島県 上勝町 傍示だんじり保存会 山車の修繕 2,500
徳島県 神山町 下分地区まちづくり実行委員会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
徳島県 那賀町 大久保地区自治会 お祭り用備品の整備 2,500
徳島県 牟岐町 鼓太郎 太鼓の整備 1,800
徳島県 牟岐町 連・百夏 お祭り用備品の整備 1,800
徳島県 美波町 奥潟町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
徳島県 美波町 桜町町内会 机他備品の整備 1,700
徳島県 美波町 伊座利町内会 太鼓他備品の整備 2,500
徳島県 海陽町 八幡神社祭り南町関船保存会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
徳島県 藍住町 富吉獅子保存会 お祭り用備品の整備 2,500
徳島県 板野町 那東獅子保存会 獅子舞他備品の整備 2,500
徳島県 上板町 瀧宮八坂神社神輿巡行奉賛会 神輿の整備 2,500
徳島県 上板町 本流まめだ 胴太鼓他備品の整備 2,500
徳島県 つるぎ町 つるぎ町 スピーカー他備品の整備 2,500
徳島県 東みよし町 みのだ連 太鼓他備品の整備 2,500
香川県 高松市 東植田校区コミュニティ協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
香川県 高松市 植田校区コミュニティ協議会 コミュニティ活動備品の整備 1,700
香川県 高松市 大野校区コミュニティ協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
香川県 高松市 女木地区コミュニティ協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
香川県 高松市 多肥地区コミュニティ協議会 コミュニティ活動備品の整備 1,700
香川県 高松市 古高松地区コミュニティ協議会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,400
香川県 丸亀市 ふれあい城坤 お祭り備品の整備 2,500
香川県 丸亀市 岡田コミュニティ コミュニティ活動備品の整備 2,500
香川県 坂出市 青海町獅子舞保存会 獅子頭他お祭り備品の整備 2,500
香川県 坂出市 北須賀自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
香川県 坂出市 額獅子組 獅子頭他お祭り備品の整備 2,500
香川県 坂出市 原獅子組 獅子頭他お祭り備品の整備 2,500
香川県 善通寺市 六条自治会 獅子舞他お祭り備品の整備 2,200
香川県 善通寺市 本村地区会 獅子舞他お祭り備品の整備 2,500
香川県 善通寺市 上吉田西部獅子組 お祭り備品の整備 2,500
香川県 観音寺市 山王自治会 太鼓台備品の整備 2,500
香川県 観音寺市 上野自治会 太鼓台備品の整備 2,500
香川県 観音寺市 村黒自治会 太鼓台備品の整備 2,500
香川県 さぬき市 中組自治会 お祭り備品の整備 2,500
香川県 さぬき市 さぬき市鴨部川古自治会 お祭り備品の整備 2,500
香川県 さぬき市 宮内自治会 太鼓台他お祭り備品の整備 1,100
香川県 東かがわ市 行成自治会 お祭り備品の整備 2,500
香川県 東かがわ市 坂元大獅子保存会 お祭り備品の整備 2,400
香川県 三豊市 名部戸自治会 お祭り備品の整備 2,500
香川県 三豊市 砂川自治会 お祭り備品の整備 2,500
香川県 小豆島町 西蒲生自治会 太鼓台の整備 2,500
香川県 三木町 福万獅子連 お祭り備品の整備 2,500
香川県 三木町 長生獅子連 お祭り備品の整備 2,500
香川県 三木町 上池若獅子連 お祭り備品の整備 2,100
香川県 三木町 高中原獅子連 お祭り備品の整備 1,900
香川県 三木町 正一・川原井自治会 エアコンの整備 1,300
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香川県 宇多津町 北浦自治会 太鼓台備品の整備 2,500
香川県 綾川町 矢坪自治会 獅子舞用備品の整備 2,300
香川県 綾川町 牛川獅子組 獅子舞用備品の整備 2,500
香川県 綾川町 東中川北獅子組 獅子舞用備品の整備 2,500
香川県 琴平町 高薮太鼓台運営会 お祭り備品の整備 2,500
香川県 琴平町 東中太鼓台 太鼓台の整備 2,500
香川県 多度津町 山階北山獅子組 お祭り備品の整備 2,500
香川県 多度津町 北鴨獅子保存会 お祭り備品の整備 2,500
香川県 多度津町 堀江獅子保存会 お祭り備品の整備 1,900
香川県 まんのう町 江畑自治会 コミュニティ広場の整備 2,500
香川県 まんのう町 新道自治会 太鼓台の整備 2,500
香川県 まんのう町 まんのう町道渕地区自治会 お祭り用備品の整備 2,500
愛媛県 松山市 久米里山づくり委員会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛媛県 松山市 南久米町町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛媛県 松山市 中須賀区 神輿の修理 2,300
愛媛県 松山市 松山市鴨川町内会 神輿の整備 2,500
愛媛県 松山市 土手内区 子供神輿他備品の整備 2,500
愛媛県 松山市 津吉町内会 神輿の整備 2,500
愛媛県 今治市 吉海地区自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛媛県 今治市 向側獅子保存会 獅子頭他備品の整備 2,500
愛媛県 今治市 海道夢太鼓 太鼓他備品の整備 2,500
愛媛県 宇和島市 祝森自治会連合 コミュニティ活動備品の整備 2,400
愛媛県 宇和島市 宮野下唐獅子・鹿の子実行委員会 獅子頭他備品の整備 2,500
愛媛県 八幡浜市 雨井四ツ太鼓保存会 太鼓の修繕 1,600
愛媛県 新居浜市 垣生校区連合自治会 椅子他備品の整備 2,500
愛媛県 新居浜市 角野校区連合自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛媛県 西条市 上喜多川自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,200
愛媛県 西条市 三津屋集会所運営委員会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛媛県 大洲市 野田獅子保存会 獅子頭他備品の整備 2,500
愛媛県 大洲市 大和獅子舞保存会 獅子頭他備品の整備 1,200
愛媛県 伊予市 米湊Ａ－2広報区 椅子他備品の整備 1,100
愛媛県 伊予市 大字上野区 お祭り用備品の整備 1,000
愛媛県 伊予市 若皇太神社神輿会 神輿の整備 2,500
愛媛県 四国中央市 上天満太鼓台保存会 太鼓の整備 2,500
愛媛県 四国中央市 津根太鼓台運営委員会 太鼓台の整備 2,500
愛媛県 四国中央市 西町愛好会 太鼓の整備 2,500
愛媛県 四国中央市 中組太鼓台保存会 太鼓の整備 2,500
愛媛県 松前町 西古泉 コミュニティ活動備品の整備 2,100
愛媛県 松前町 西高柳 獅子頭の整備 1,600
愛媛県 砥部町 仙波区 神輿の整備 2,500
愛媛県 松野町 松野町鬼城太鼓保存会 太鼓の修繕他備品の整備 2,500
愛媛県 愛南町 福浦地区 お祭り用備品の整備 2,500
愛媛県 愛南町 下久家地区 お祭り用備品の整備 2,500
愛媛県 愛南町 須ノ川地区 コミュニティ活動備品の整備 2,400
高知県 高知市 介良野地区秋祭り実行委員会 神輿の整備 1,700
高知県 宿毛市 田ノ浦地区 神輿の整備 2,500
高知県 宿毛市 大深浦地区 屋外放送施設の整備 2,300
高知県 宿毛市 鵜来島地区 太鼓台の整備 2,500
高知県 土佐清水市 大津地区 神輿他コミュニティ活動備品の整備 2,400
高知県 土佐清水市 小方地区 神輿の整備 2,500
高知県 土佐清水市 久百々地区 コミュニティ活動備品の整備 1,100
高知県 香南市 香南市まちづくり評議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
高知県 奈半利町 東浜地区会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,300
高知県 本山町 地域交流かんのん舎 音響機械他コミュニティ活動備品の整備 1,000
高知県 中土佐町 大野見体育会 コミュニティ活動備品の整備 2,200
高知県 佐川町 加茂の里づくり会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
高知県 津野町 郷地区活性化委員会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,400
高知県 四万十町 十和川口地区 太鼓の修繕及びお祭り衣装等の整備 2,300
高知県 四万十町 若井地区花取り太刀踊り保存会 お祭り用備品の整備 2,400
高知県 四万十町 大正中津川地区 音響設備他コミュニティー活動備品の整備 1,800
高知県 大月町 本村地区 神輿及び宮太鼓の整備 2,500
高知県 三原村 三原村 宮太鼓の整備 2,400
高知県 三原村 下切部落 お祭り用備品の整備 2,500
高知県 黒潮町 上川口郷自治会 赤白幕他コミュニティ活動備品の整備 2,500
高知県 黒潮町 大方橘川部落 太鼓他お祭り用備品の整備 2,500
福岡県 大牟田市 材木町公民館 机他備品の整備 2,000
福岡県 久留米市 御井鼓舞組 お祭り用備品の整備 2,500
福岡県 飯塚市 片島子ども山笠振興会 お祭り用備品の整備 2,500
福岡県 飯塚市 高田っ子太鼓推進委員会 太鼓他備品の整備 2,500
福岡県 田川市 橘地区 お祭り用備品の整備 2,500
福岡県 八女市 辺春３区中辺春区 机他備品の整備 2,500
福岡県 筑後市 熊野神社鬼の修正会 お祭り用備品の整備 1,600
福岡県 大川市 大川コミュニティ協議会 パソコン他備品の整備 2,500
福岡県 行橋市 入覚区自治会 子供神輿他備品の整備 2,400
福岡県 豊前市 明神区 山車の修繕 2,500
福岡県 中間市 中間市 プロジェクター他備品の整備 2,500
福岡県 小郡市 力武区 コミュニティ活動備品の整備 2,300
福岡県 筑紫野市 杉塚区自治会 テーブル他備品の整備 2,500
福岡県 春日市 サン・ビオ地区自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
福岡県 大野城市 大野城市 机他備品の整備 2,500
福岡県 宗像市 赤間地区コミュニティ運営協議会 アルミステージの整備 2,500
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福岡県 太宰府市 緑台区自治会 お祭り用備品の整備 2,400
福岡県 太宰府市 都府楼団地自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,400
福岡県 古賀市 千鳥校区コミュニティ コミュニティ活動備品の整備 1,100
福岡県 福津市 勝浦文化財保存会 お祭り用備品の整備 1,800
福岡県 うきは市 山春地区自治協議会 机他備品の整備 2,100
福岡県 宮若市 百合野団地自治会 エアコン他備品の整備 2,500
福岡県 嘉麻市 漆生本村獅子座 獅子頭他備品の整備 2,400
福岡県 嘉麻市 上臼井東区 太鼓他備品の整備 2,500
福岡県 朝倉市 立石コミュニティ協議会 刈払機他備品の整備 2,200
福岡県 みやま市 岩津区 エアコン他備品の整備 2,500
福岡県 糸島市 川付行政区 お祭り用備品の整備 2,500
福岡県 那珂川町 市ノ瀬区 テント他備品の整備 2,500
福岡県 篠栗町 せとっ子を育てる会 テント他備品の整備 2,500
福岡県 粕屋町 地縁法人　柚須区 ステージ他備品の整備 1,800
福岡県 芦屋町 雁木区 机他備品の整備 2,400
福岡県 水巻町 美吉野区町内会 机他備品の整備 2,400
福岡県 岡垣町 吉木芸能保存会 太鼓他備品の整備 2,500
福岡県 岡垣町 山田校区コミュニティ運営協議会 コミュニティ活動備品の整備 1,300
福岡県 遠賀町 遠賀町 テント他備品の整備 2,500
福岡県 遠賀町 遠賀太鼓の会 和太鼓の整備 2,300
福岡県 鞍手町 本町区 エアコン他備品の整備 1,700
福岡県 東峰村 宝珠山盆踊り実行委員会 お祭り用備品の整備 2,500
福岡県 大刀洗町 ほんごう地域づくり委員会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
福岡県 大木町 大木町 エアコン他備品の整備 2,500
福岡県 広川町 一條行政区 複写機他備品の整備 2,500
福岡県 添田町 津野４区 コミュニティ活動備品の整備 1,300
福岡県 糸田町 中糸田行政区 太鼓の整備 2,500
福岡県 川崎町 以心田心川崎地域力活性化協議会 テント他備品の整備 2,000
福岡県 福智町 大浦地域伝統・文化・歴史保存会 太鼓他備品の整備 1,900
福岡県 苅田町 白川太鼓 太鼓の整備 2,500
福岡県 上毛町 西友枝体験交流センター運営委員会 プロジェクター他備品の整備 1,400
福岡県 築上町 下深野自治会 お祭り用備品の整備 2,500
佐賀県 佐賀市 諸富自治会 音響機器他備品の整備 1,900
佐賀県 唐津市 加部島区 神輿の修繕 2,500
佐賀県 唐津市 神集島区自治会 祭礼用備品の整備 1,200
佐賀県 鳥栖市 京町区 お祭り用備品の整備 2,500
佐賀県 多久市 両子区 コミュニティ活動備品の整備 1,900
佐賀県 多久市 泉町区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
佐賀県 伊万里市 東田代区 コミュニティ活動備品の整備 2,000
佐賀県 伊万里市 立川区 コミュニティ活動備品の整備 2,200
佐賀県 武雄市 立野川内区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
佐賀県 鹿島市 南舟津区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
佐賀県 鹿島市 行成区 太鼓他備品の整備 2,100
佐賀県 小城市 横町自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,100
佐賀県 嬉野市 東吉田区自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
佐賀県 嬉野市 両岩区 コミュニティ活動備品の整備 1,300
佐賀県 神埼市 尾崎東分自治会 お祭り用備品の整備 2,500
佐賀県 神埼市 出来町区自治会 お祭り用備品の整備 2,300
佐賀県 吉野ヶ里町 赤熊太鼓保存会 太鼓の修繕 2,500
佐賀県 基山町 基山町第16区自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
佐賀県 有田町 第３区 お祭り用備品の整備 2,500
佐賀県 大町町 新町区 太鼓の修繕 2,400
佐賀県 大町町 下潟区 太鼓の修繕 2,400
佐賀県 江北町 上区区 コミュニティ活動備品の整備 1,300
佐賀県 白石町 揚田公民館 コミュニティ活動備品の整備 2,200
佐賀県 白石町 六府方区 お祭り用備品の整備 2,300
佐賀県 太良町 栄町区 お祭り用備品の整備 1,900
長崎県 長崎市 日見地区ペーロン協会 お祭り用備品の整備 2,100
長崎県 長崎市 筑後町自治会 お祭り用備品の整備 2,500
長崎県 長崎市 上町自治会 お祭り用衣装の整備 2,500
長崎県 佐世保市 西天神町公民館 コミュニティ活動備品の整備 2,500
長崎県 佐世保市 上堺木公民館 コミュニティ活動備品の整備 2,300
長崎県 諫早市 南地区自治会連合会 お祭り用備品の整備 2,500
長崎県 諫早市 たらみ海辺の学校実行委員会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
長崎県 大村市 黒木太鼓後援会 お祭り用備品の整備 2,500
長崎県 松浦市 里地区自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,300
長崎県 対馬市 佐須響心会 お祭り用備品の整備 2,500
長崎県 壱岐市 玄海太鼓82の会 お祭り用備品の整備 2,500
長崎県 壱岐市 辻里公民館 お祭り用備品の整備 1,200
長崎県 五島市 玉之浦まちづくり協議会 コミュニティ活動備品の整備 1,300
長崎県 西海市 下山郷会 コミュニティ活動備品の整備 1,900
長崎県 西海市 平倉公民館 コミュニティ活動備品の整備 2,400
長崎県 雲仙市 三室地区風流保存継承事業実行委員会 お祭り用備品の整備 2,500
長崎県 雲仙市 河内自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,100
長崎県 南島原市 無双鼓坊主 お祭り用備品の整備 2,500
長崎県 長与町 長与中央地区コミュニティ運営協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
長崎県 東彼杵町 東彼杵町自治公民館連絡協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
長崎県 波佐見町 波佐見町自治公民館長会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
長崎県 新上五島町 若松ふるさと塾 コミュニティ活動備品の整備 1,000
熊本県 八代市 大還自治会 エアコン他備品の整備 2,000
熊本県 八代市 通町町内会 伝統芸能衣装の整備 2,500
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熊本県 人吉市 人吉市矢黒町町内会 放送システムの整備 2,500
熊本県 人吉市 中原校区海棠まつり保存会 やぐら他備品の整備 2,500
熊本県 荒尾市 緑ヶ丘地区協議会 屋外掲示板他備品の整備 1,500
熊本県 水俣市 水俣市２６区自治会 エアコン他備品の整備 2,000
熊本県 玉名市 玉名市中央公民館　玉名支館 コミュニティ活動備品の整備 2,400
熊本県 山鹿市 小坂区会 ステージ他備品の整備 2,500
熊本県 菊池市 亘区 子ども神輿他備品の整備 2,500
熊本県 菊池市 南桜ヶ水区 テーブル他備品の整備 2,500
熊本県 宇土市 東区 テント他備品の整備 2,500
熊本県 上天草市 永目自治公民館 エアコン他備品の整備 2,500
熊本県 上天草市 天草水軍太鼓保存会 太鼓他伝統芸能備品の整備 2,500
熊本県 宇城市 戸馳本村雨乞い太鼓保存会 伝統芸能太鼓の整備 2,000
熊本県 阿蘇市 北２区 エアコン他備品の整備 2,300
熊本県 阿蘇市 赤水区 テーブル他備品の整備 2,500
熊本県 阿蘇市 古城２区 テレビ他備品の整備 2,500
熊本県 阿蘇市 本村区 イス他備品の整備 2,500
熊本県 阿蘇市 上西黒川区 エアコン他備品の整備 2,500
熊本県 阿蘇市 今町区 テント他備品の整備 2,500
熊本県 天草市 鶴獅子舞保存会 獅子舞他備品の整備 1,000
熊本県 合志市 合志町上庄区自治会 スピーカー他備品の整備 2,400
熊本県 美里町 白石野雨乞い太鼓保存会 伝統芸能太鼓の整備 1,900
熊本県 玉東町 玉東町 テレビ他備品の整備 2,500
熊本県 長洲町 鷲巣区 放送システムの整備 2,500
熊本県 大津町 大津太鼓　保存会 伝統芸能太鼓の整備 2,500
熊本県 菊陽町 杉並台自治会 テーブル他備品の整備 2,400
熊本県 南小国町 黒川温泉自治会 伝統芸能用衣装他備品の整備 2,500
熊本県 高森町 上町区自治会 放送システムの整備 2,500
熊本県 南阿蘇村 赤瀬区自治会 放送システムの整備 2,000
熊本県 御船町 下高野区 放送システムの整備 2,500
熊本県 益城町 広崎５町内会 テーブル他備品の整備 2,000
熊本県 甲佐町 中横田区 エアコン他備品の整備 1,800
熊本県 山都町 中島東部自治振興会 太鼓他備品の整備 2,500
熊本県 山都町 仏原区 伝統芸能太鼓の整備 2,500
熊本県 氷川町 氷川町桜龍太鼓保存会 伝統芸能太鼓の整備 2,500
熊本県 芦北町 小田浦公民館 テント他備品の整備 1,500
熊本県 津奈木町 小津奈木地区 アンプ他備品の整備 2,200
熊本県 錦町 中原部落 テーブル他備品の整備 2,100
熊本県 多良木町 多良木町黒肥地三区 放送システムの整備 2,500
大分県 大分市 国分神楽社 神楽衣装の整備 2,500
大分県 別府市 別府祇園会 神輿の整備 2,500
大分県 日田市 石松町自治会 放送設備の整備 2,300
大分県 佐伯市 浦代浦地区 テント他備品の整備 2,200
大分県 佐伯市 佐伯市弥生自治委員会 テント他備品の整備 2,500
大分県 佐伯市 丹賀浦地区 コミュニティ活動備品の整備 1,500
大分県 佐伯市 佐伯市下堅田地区堅田踊り保存会 テント他備品の整備 2,400
大分県 臼杵市 都松地区振興協議会 音響機器他備品の整備 2,500
大分県 竹田市 城原地区伝統芸能保存会 お祭り用備品の整備 2,500
大分県 竹田市 仲原神楽座 お祭り用備品の整備 1,000
大分県 豊後高田市 草地踊り保存会 お祭り用備品の整備 2,000
大分県 杵築市 永松区 神輿の修繕 2,500
大分県 宇佐市 大西車組保存会 太鼓等の整備 2,500
大分県 豊後大野市 下自在区御輿保存会 御輿の整備 2,500
大分県 豊後大野市 向野獅子保存会 太鼓他備品の整備 2,500
大分県 豊後大野市 緒方神楽保存会 神楽の衣装他備品の整備 2,500
大分県 豊後大野市 大迫組楽員会 神楽の衣装他備品の整備 2,500
大分県 由布市 はさま子ども和太鼓クラブ 太鼓の整備 2,500
大分県 国東市 上治郎丸区 コミュニティ活動備品の整備 1,200
大分県 日出町 新町区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
大分県 九重町 飯田東部地区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
大分県 玖珠町 北山田地区コミュニティ運営協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮崎県 宮崎市 東小牧自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,200
宮崎県 宮崎市 長嶺自治会 テーブル他備品の整備 1,000
宮崎県 宮崎市 今村自治公民館 テーブル他備品の整備 2,500
宮崎県 宮崎市 さくら台自治会 テーブル他備品の整備 1,400
宮崎県 都城市 祝吉自治公民館 コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮崎県 都城市 志比田自治公民館 コミュニティ活動備品の整備 2,400
宮崎県 延岡市 中島公民館 コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮崎県 延岡市 妙見町港区公民館 コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮崎県 日南市 瀬西区自治会 イス他備品の整備 1,800
宮崎県 日南市 酒谷３区自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮崎県 日南市 戸高山瀬区 イス他備品の整備 2,500
宮崎県 小林市 喜躍太鼓 太鼓の整備 2,500
宮崎県 小林市 西堤区 テーブル他備品の整備 2,500
宮崎県 日向市 日向台区 テーブル他備品の整備 1,000
宮崎県 串間市 上石波自治会 テーブル他備品の整備 2,100
宮崎県 串間市 上新町自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,900
宮崎県 西都市 西都古墳太鼓保存会 太鼓他備品の整備 2,500
宮崎県 えびの市 東部自治会 音響機器他備品の整備 2,500
宮崎県 三股町 東植木自治公民館 音響機器他備品の整備 1,100
宮崎県 高原町 小塚自治公民館 テーブル他備品の整備 2,100
宮崎県 高原町 湯之元自治公民館 コミュニティ活動備品の整備 1,300
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宮崎県 国富町 宮王丸区 エアコン他備品の整備 2,500
宮崎県 高鍋町 小丸上自治公民館 テーブル他備品の整備 2,400
宮崎県 木城町 中椎木公民館 音響機器他備品の整備 2,300
宮崎県 都農町 山末地区自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮崎県 門川町 大内原区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮崎県 門川町 南町１区 コミュニティ活動備品の整備 1,400
宮崎県 椎葉村 尾八重公民館 お祭り用備品の整備 2,500
宮崎県 椎葉村 小崎公民館 ステージ他備品の整備 2,500
宮崎県 美郷町 水清谷自治公民館 コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮崎県 美郷町 小原区 音響機器他備品の整備 1,600
宮崎県 高千穂町 東岸寺公民館 テーブル他備品の整備 1,900
宮崎県 高千穂町 高岩公民館 コミュニティ活動備品の整備 2,400
宮崎県 日之影町 日之影町 テント他備品の整備 2,300
宮崎県 五ヶ瀬町 五ヶ瀬太鼓保存会 太鼓の修繕 2,500
鹿児島県 鹿児島市 玉里町町内会 簡易ステージ他備品の整備 1,100
鹿児島県 鹿児島市 星ヶ峯みなみ台町内会 座卓兼用テーブル他備品の整備 2,500
鹿児島県 鹿屋市 高須町内会 音響設備他備品の整備 2,500
鹿児島県 枕崎市 瀬戸口公民館 テント他備品の整備 2,500
鹿児島県 枕崎市 新町公民館 会議用テーブル他備品の整備 2,200
鹿児島県 阿久根市 脇本山田楽演舞団 踊太鼓他備品の整備 1,600
鹿児島県 出水市 段自治会 屋外無線放送設備の整備 2,300
鹿児島県 指宿市 北十町地区自治公民館 音響設備他備品の整備 2,500
鹿児島県 指宿市 垂門自治公民館 音響設備他備品の整備 2,500
鹿児島県 西之表市 近政組合会 物置他備品の整備 1,700
鹿児島県 西之表市 寺之門部落自治会 テント他備品の整備 1,600
鹿児島県 薩摩川内市 平佐西地区コミュニティ協議会 カラー印刷機他備品の整備 2,500
鹿児島県 薩摩川内市 川内地区コミュニティ協議会 カラー複合機他備品の整備 2,000
鹿児島県 日置市 古市自治会 エアコン他備品の整備 2,500
鹿児島県 曽於市 東部地区公民館 音響機材他備品の整備 2,500
鹿児島県 曽於市 諏訪校区公民館 音響機材の整備 1,000
鹿児島県 霧島市 日本太鼓ひびきの会 太鼓備品の整備 2,500
鹿児島県 南さつま市 小湊中央自治会 郷土芸能継承活動備品の整備 1,700
鹿児島県 南さつま市 共進自治公民館 コミュニティ活動備品の整備 1,000
鹿児島県 志布志市 尾野見校区公民館 拡声器他備品の整備 2,400
鹿児島県 志布志市 原田校区公民館 音響機器他備品の整備 2,500
鹿児島県 奄美市 山間集落会 音響機器他備品の整備 2,500
鹿児島県 奄美市 長浜中央自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
鹿児島県 南九州市 田代校区公民館 照明器具他備品の整備 2,000
鹿児島県 南九州市 上淵別府自治会 音響設備他備品の整備 1,300
鹿児島県 伊佐市 田中校区コミュニティ協議会 太鼓の修繕 2,200
鹿児島県 姶良市 迫地区公民館 アルミテント他備品の整備 2,500
鹿児島県 姶良市 錦江団地自治会 倉庫他備品の整備 1,800
鹿児島県 三島村 硫黄島地区会 櫓の整備 2,500
鹿児島県 さつま町 白男川区公民館 音響機器他備品の整備 2,500
鹿児島県 長島町 長島町 防犯灯の整備 2,500
鹿児島県 湧水町 米永地区 テント他備品の整備 2,300
鹿児島県 大崎町 町西自治公民館 テント他備品の整備 2,500
鹿児島県 東串良町 古墳太鼓神武 和太鼓の整備 2,300
鹿児島県 錦江町 上之宇都地縁自治会 エアコン他備品の整備 1,100
鹿児島県 肝付町 八幡馬場振興会 屋外放送設備の整備 2,500
鹿児島県 肝付町 中村振興会 屋外放送設備の整備 2,400
鹿児島県 中種子町 星原地区公民館 音響設備他備品の整備 2,500
鹿児島県 中種子町 古房自治公民館 音響設備他備品の整備 2,000
鹿児島県 屋久島町 春牧区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
鹿児島県 屋久島町 松峯区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
鹿児島県 宇検村 久志集落会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
鹿児島県 宇検村 名柄集落会 テント他備品の整備 2,500
鹿児島県 瀬戸内町 古仁屋市街地自治会懇話会 コミュニティ活動備品の整備 1,600
鹿児島県 龍郷町 手広集落 空調設備他備品の整備 2,300
鹿児島県 龍郷町 戸口校区地域づくり促進会 空調設備他備品の整備 2,500
鹿児島県 喜界町 川嶺集落 コミュニティ活動備品の整備 2,400
鹿児島県 喜界町 神宮集落 放送設備一式他備品の整備 2,500
鹿児島県 徳之島町 里区 会議テーブル他備品の整備 2,500
鹿児島県 徳之島町 東区自治体 会議テーブル他備品の整備 2,100
鹿児島県 天城町 浅間自治会 テレビ他備品の整備 2,100
鹿児島県 天城町 平土野自治会 物置他備品の整備 2,500
鹿児島県 伊仙町 西目手久集落自治会 アルミパイプ椅子他備品の整備 2,500
鹿児島県 伊仙町 上検福集落自治会 テント他備品の整備 2,500
鹿児島県 和泊町 永嶺字 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
鹿児島県 和泊町 仁志字 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,800
鹿児島県 和泊町 内城字 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,400
鹿児島県 知名町 小米字 テント他備品の整備 2,500
鹿児島県 与論町 朝戸自治公民館 テント他備品の整備 2,500
沖縄県 那覇市 那覇市自治会町会連合会 空調設備他備品の整備 2,500
沖縄県 宜野湾市 長田区自治会 テーブル他備品の整備 2,500
沖縄県 浦添市 茶山自治会 カラー複合機他備品の整備 2,500
沖縄県 名護市 名護市区長会 テーブル他備品の整備 2,500
沖縄県 糸満市 阿波根西原自治会 音響設備他備品の整備 2,500
沖縄県 沖縄市 園田自治会 複写機他備品の整備 2,500
沖縄県 豊見城市 根差部自治会 空調設備の整備 2,500
沖縄県 南城市 南城市 空調設備他備品の整備 2,500
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助成決定額
（千円）

沖縄県 国頭村 宜名真部落会 冷蔵庫他備品の整備 1,600
沖縄県 大宜味村 根路銘区 冷蔵庫他備品の整備 1,100
沖縄県 本部町 瀬底区 音響設備他備品の整備 2,500
沖縄県 恩納村 宇加地区自治会 空調設備の整備 2,500
沖縄県 読谷村 瀬名波自治会 音響設備他備品の整備 2,500
沖縄県 北中城村 北中城村自治会長会 物置他備品の整備 2,500
沖縄県 中城村 津覇自治会 ステージ他備品の整備 2,500
沖縄県 西原町 坂田高層住宅自治会 倉庫他備品の整備 2,500
沖縄県 南風原町 南風原町 音響設備他備品の整備 2,500
沖縄県 南大東村 南大東村青年連合会 音響設備の整備 1,500
沖縄県 伊平屋村 前泊自治会 テーブル他備品の整備 2,400
沖縄県 伊是名村 伊是名村 音響設備他備品の整備 2,500
沖縄県 久米島町 真謝自治会 太鼓他備品の整備 1,700
沖縄県 八重瀬町 八重瀬町 テーブル他備品の整備 2,500
合計 1713団体 3,821,200

23



平成２８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）

北海道 訓子府町 訓子府町内会連絡協議会 コミュニティセンターの建設 15,000
青森県 青森市 青森市大野ニュータウン町会 コミュニティセンターの建設 15,000
青森県 むつ市 金曲町内会 コミュニティセンターの建設 10,800
青森県 三戸町 六日町町内会 コミュニティセンターの建設 15,000
岩手県 二戸市 奥山町内会 コミュニティセンターの建設 13,500
岩手県 紫波町 紫野公民館 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 11,800
岩手県 洋野町 鹿糠地区会 コミュニティセンターの建設 15,000
宮城県 角田市 南岡行政区 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 横手市 下南郷地区 コミュニティセンターの大規模修繕及び備品整備 2,600
山形県 鶴岡市 野中部落 コミュニティセンターの建設 9,000
山形県 最上町 法田下自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
山形県 大蔵村 合海地区自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
福島県 伊達市 御代田四番組自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
福島県 会津坂下町 村田区 コミュニティセンターの建設 15,000
福島県 昭和村 松山区 コミュニティセンターの建設 10,100
茨城県 下妻市 松岡自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 12,900
茨城県 北茨城市 大津町北町区 コミュニティセンターの建設 6,000
茨城県 桜川市 下小幡区 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 6,300
茨城県 小美玉市 羽鳥花館区 コミュニティセンターの建設 15,000
栃木県 足利市 足利市大沼田町島自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 8,800
栃木県 栃木市 祝町自治会 コミュニティセンターの建設 9,500
栃木県 矢板市 成田ハッピーハイランド自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 15,000
群馬県 前橋市 東片貝町自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
群馬県 伊勢崎市 北千木町区 コミュニティセンターの建設 15,000
群馬県 藤岡市 寺山自治会 コミュニティセンターの建設 10,300
千葉県 館山市 東藤町内会 コミュニティセンターの建設 15,000
千葉県 八街市 真井原区 コミュニティセンターの建設 15,000
千葉県 香取市 石納区 コミュニティセンターの建設 7,500
東京都 荒川区 菅苗会 コミュニティセンターの建設 15,000
東京都 あきる野市 新宿自治会 コミュニティセンターの建設 15,000

神奈川県 鎌倉市 岡本町内会 コミュニティセンターの建設 15,000
神奈川県 茅ヶ崎市 松風台自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
神奈川県 伊勢原市 串橋自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
新潟県 長岡市 陽光台町内会 コミュニティセンターの建設 15,000
新潟県 村上市 松原町二丁目町内会 コミュニティセンターの建設 10,400
新潟県 村上市 岩船縦新町区 コミュニティセンターの大規模修繕 4,400
新潟県 阿賀野市 駒林・五郎巻地区分館運営委員会 コミュニティセンターの建設 15,000
富山県 富山市 新園町町内会 コミュニティセンターの建設 10,000
富山県 魚津市 港町町内会 コミュニティセンターの建設 7,000
富山県 黒部市 下組町内会 コミュニティセンターの建設 14,000
富山県 入善町 中南地区自治会 コミュニティセンターの建設 14,000
石川県 白山市 小川町町内会 コミュニティセンターの建設 15,000
石川県 能美市 緑が丘町会 コミュニティセンターの建設 15,000
石川県 中能登町 羽坂区 コミュニティセンターの建設 15,000
福井県 勝山市 松ヶ崎区自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
福井県 池田町 松ヶ谷区町内会 コミュニティセンターの建設 15,000
福井県 越前町 朝日区 コミュニティセンターの建設 15,000
山梨県 甲府市 新田町自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
山梨県 大月市 大月市 コミュニティセンターの建設 15,000
山梨県 北杜市 小淵区会 コミュニティセンターの建設 15,000
長野県 飯山市 小泉区 コミュニティセンターの建設 12,700
長野県 箕輪町 北沢常会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 9,900
長野県 朝日村 古見区 コミュニティセンターの建設 15,000
岐阜県 瑞浪市 益見区自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
岐阜県 関ケ原町 グリーンフィールド自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 11,800
岐阜県 安八町 中区 コミュニティセンターの建設 15,000
静岡県 磐田市 三ケ野自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
静岡県 御殿場市 二子区 コミュニティセンターの建設 15,000
愛知県 一宮市 両郷寺町内会 コミュニティセンターの建設 15,000
愛知県 西尾市 須荒井町内会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 15,000
愛知県 北名古屋市 六ツ師自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
三重県 四日市市 小林町自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
三重県 伊賀市 平田西町町内会 コミュニティセンターの建設 6,200
三重県 多気町 西池上自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
滋賀県 彦根市 河原一丁目自治会 コミュニティセンターの建設 7,100
滋賀県 甲賀市 頓宮区自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
滋賀県 湖南市 三上台区 コミュニティセンターの建設 15,000
滋賀県 米原市 枝折区 コミュニティセンターの建設 7,900
京都府 京丹波町 質美下村区 コミュニティセンターの建設 15,000
大阪府 泉大津市 本町自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 15,000
大阪府 藤井寺市 林地区自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
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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）

兵庫県 三田市 三田市 コミュニティセンターの建設 14,900
兵庫県 宍粟市 与位自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
兵庫県 上郡町 上郡町駅前自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
奈良県 天理市 小路町自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 14,700

和歌山県 岩出市 山一区 コミュニティセンターの新築 15,000
和歌山県 印南町 楠本区 コミュニティセンターの新築 9,600
和歌山県 白浜町 栄区 コミュニティセンターの新築 15,000
鳥取県 米子市 加茂三区上自治会 コミュニティセンターの建設 10,400
鳥取県 倉吉市 横田自治公民館 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 北栄町 由良宿一区自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
鳥取県 江府町 池の内自治会 コミュニティセンターの大規模修繕 3,700
島根県 松江市 松ヶ丘自治会 コミュニティセンターの建設 10,300
島根県 松江市 下佐陀上町内会 コミュニティセンターの建設 8,000
島根県 松江市 西揖屋自治会 コミュニティセンターの建設 14,600
島根県 出雲市 堂原町内会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 8,300
岡山県 倉敷市 上富井町内会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 15,000
岡山県 笠岡市 中村自主会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 15,000
岡山県 真庭市 三阪地区 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 15,000
広島県 府中市 府中市 コミュニティセンターの建設 13,100
山口県 下関市 長府惣社町自治会 コミュニティセンターの建設 3,800
山口県 周防大島町 小積自治会 コミュニティセンターの建設 7,200
徳島県 海陽町 桑原公民館 コミュニティセンターの建設 11,000
香川県 三豊市 須花自治会 コミュニティセンターの建設 8,500
香川県 三木町 鍛冶自治会 コミュニティセンターの建設 8,600
愛媛県 宇和島市 増田自治会 コミュニティセンターの建設 12,000
愛媛県 西条市 禎瑞中組自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 13,400
愛媛県 東温市 横河原区 コミュニティセンターの建設 15,000
高知県 越知町 越知町 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 13,800
高知県 高知市 新木岩田町内会 コミュニティセンターの建設 7,500
福岡県 大川市 下青木町内会 コミュニティセンターの建設 15,000
福岡県 朝倉市 頓田自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
福岡県 みやま市 下小川区 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 15,000
佐賀県 佐賀市 横馬場部落会 コミュニティセンターの建設 9,800
佐賀県 唐津市 中野自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 9,000
佐賀県 多久市 栄町区 コミュニティセンターの建設 10,800
佐賀県 有田町 外尾山 コミュニティセンターの建設 15,000
長崎県 佐世保市 中原町町内会 コミュニティセンターの建設 14,200
長崎県 松浦市 浅谷区 コミュニティセンターの大規模修繕 6,400
長崎県 雲仙市 平木場自治会 コミュニティセンターの建設 10,800
熊本県 八代市 植柳上町第一町内会 コミュニティセンターの建設 8,800
熊本県 玉名市 富尾区 コミュニティセンターの建設 11,200
熊本県 菊池市 九ノ峰区 コミュニティセンターの建設 6,500
熊本県 宇土市 中村区 コミュニティセンターの建設 5,900
熊本県 宇城市 片島区自治会 コミュニティセンターの建設 8,800
熊本県 山都町 福良公民館 コミュニティセンターの建設 3,200
大分県 日田市 君迫町自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 15,000
大分県 杵築市 下市区 コミュニティセンターの建設 9,000
大分県 宇佐市 柳ヶ浦三区 コミュニティセンターの建設 15,000
宮崎県 小林市 細野一区自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
宮崎県 えびの市 坂元自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 8,800
宮崎県 高鍋町 南牛牧自治公民館 コミュニティセンターの建設 8,600
宮崎県 都農町 北町自治会 コミュニティセンターの建設 9,600

鹿児島県 鹿児島市 吉野北町内会 コミュニティセンターの建設 12,900
鹿児島県 指宿市 湊区会 コミュニティセンターの建設 15,000
鹿児島県 薩摩川内市 上手自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
沖縄県 沖縄市 越来自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
沖縄県 うるま市 江洲自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
沖縄県 宮古島市 松原自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
合計 129団体 1,602,200
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平成２８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 留萌市 自由ヶ丘親交会　自主防災委員会 発電機他防災備品の整備 2,000
北海道 稚内市 こまどり町内会自主防災組織 発電機他防災備品の整備 2,000
北海道 恵庭市 恵み野南自主防災会 発電機他防災備品の整備 2,000
北海道 森町 東森町内会 発電機他防災備品の整備 1,100
北海道 島牧村 原歌地区自主防災会 発電機他防災備品の整備 2,000
北海道 大空町 東藻琴北一自治会自主防災組織 発電機他防災備品の整備 1,200
北海道 安平町 花園町内会自主防災会 発電機他防災備品の整備 2,000
青森県 十和田市 向切田防災会 防災備品の整備 500
青森県 三沢市 平畑連合町内自主防災会 防災倉庫他防災備品の整備 1,900
青森県 平川市 碇ヶ関地区自主防災会 防災倉庫他防災備品の整備 2,000
青森県 外ヶ浜町 根岸自主防災会 防災倉庫他防災備品の整備 2,000
青森県 田舎館村 畑中自主防災の会 防災倉庫他防災備品の整備 2,000
青森県 鶴田町 菖蒲川自主防災会 防災倉庫他防災備品の整備 1,400
青森県 横浜町 有畑自主防災会 防災備品の整備 2,000
岩手県 盛岡市 太田地区自治会協議会 トランシーバー他防災備品の整備 2,000
岩手県 宮古市 茂市区自主防災会 除雪機の整備 1,900
岩手県 花巻市 大沢行政区自主防災会 投光器他防災備品の整備 1,500
岩手県 一関市 市ノ通自治会自主防災会 防災備品の整備 500
岩手県 葛巻町 葛巻町（全28自主防災組織） 油圧ジャッキ他防災備品の整備 2,000
岩手県 西和賀町 弁天地区防災会 防災備品の整備 900
岩手県 住田町 曙自主防災組織 発電機他防災備品の整備 500
岩手県 大槌町 桜木町自治会 リヤカー他防災備品の整備 1,500
岩手県 岩泉町 小川地区自主防災協議会 発電機他防災備品の整備 2,000
宮城県 石巻市 石巻市 防災かまどセット他防災備品の整備 2,000
宮城県 気仙沼市 気仙沼市 防災倉庫他防災備品の整備 2,000
宮城県 名取市 那智が丘地区自主防災会 簡易無線機他防災備品の整備 1,400
宮城県 岩沼市 フレッシュタウン町内会自主防災組織 防災倉庫他防災備品の整備 2,000
宮城県 東松島市 東松島市自主防災組織連絡協議会 防災備品の整備 2,000
宮城県 山元町 花笠区 防災倉庫他防災備品の整備 1,400
宮城県 涌谷町 上小塚行政区自治会 防災倉庫他防災備品の整備 1,000
秋田県 横手市 大森町大町防災協議会 防災備品の整備 1,000
秋田県 湯沢市 湯沢西地区・災害から生活を守る会 防災備品の整備 1,900
秋田県 潟上市 緑町自主防災会 防災備品の整備 2,000
秋田県 大仙市 大仙市太田地域自主防災組織連絡協議会 防災備品の整備 2,000
秋田県 美郷町 千屋南部自主防災組織 防災備品の整備 2,000
秋田県 美郷町 第一暁自主防災組織 防災備品の整備 1,500
山形県 鶴岡市 手向地区自治振興会 防災備品の整備 1,900
山形県 上山市 川口地区自主防災会 防災備品の整備 2,000
山形県 上山市 八日町（一）地区自主防災会 防災備品の整備 1,700
山形県 長井市 五祭所地区自主防災会 防災備品の整備 1,900
山形県 天童市 天童市自主防災会連絡協議会 防災備品の整備 1,400
山形県 川西町 大塚地区自主防災組織連合会 防災備品の整備 400
山形県 三川町 天神堂自主防災会 防災備品の整備 1,500
山形県 庄内町 緑町自主防災会 防災備品の整備 2,000
福島県 会津若松市 慶山自主防災会 放送設備他防災備品の整備 2,000
福島県 須賀川市 松が丘自主防災会 防災備品の整備 1,200
福島県 喜多方市 本林防災会 放送設備他防災備品の整備 1,000
福島県 南相馬市 下高平行政区 防災備品の整備 900
福島県 伊達市 川原町町内会防災・防犯委員会 防災備品の整備 2,000
福島県 三春町 岩江地区自主防災会 防災備品の整備 2,000
福島県 新地町 第11区行政区自主防災会 防災備品の整備 1,300
茨城県 古河市 厩町自治会自主防災会 簡易倉庫等防災備品の整備 2,000
茨城県 常陸太田市 世矢地区自主防災協議会 発電機等資機材の整備 2,000
茨城県 高萩市 高萩市 防災備品の整備 1,400
茨城県 北茨城市 北茨城市 防災備品の整備 2,000
茨城県 那珂市 堀之内自治会 移動かまど等防災備品の整備 2,000
茨城県 城里町 錫高野区自主防災会 防災倉庫他防災備品の整備 2,000
栃木県 鹿沼市 晃望台自主防災会 防災備品の整備 700
栃木県 日光市 日光市役所 防災備品の整備 2,000
栃木県 足利市 足利市自主防災組織連絡協議会 訓練用消火器整備 600
栃木県 壬生町 城南自治会災害対策会 防災倉庫整備 500
栃木県 壬生町 福和田自治会防災会 防災倉庫整備 500
群馬県 前橋市 粕川町膳区自主防災会 防災備品の整備 2,000
群馬県 前橋市 足軽町自主防災会 防災備品の整備 2,000
群馬県 桐生市 梅田町自治会連合防災会議 防災備品の整備 2,000
群馬県 沼田市 川田地区自主防災会 防災備品の整備 400
群馬県 安中市 五料東区自主防災組織 防災倉庫他防災備品の整備 2,000
群馬県 みどり市 みどり市東町第１区自主防災会 防災備品の整備 2,000
群馬県 大泉町 大泉町第２２区防災会 防災倉庫他防災備品の整備 2,000
埼玉県 加須市 砂原地区自主防災会 防災倉庫他防災備品の整備 1,800
埼玉県 東松山市 加美町自治会自主防災会 多目的テント他防災備品の整備 2,000
埼玉県 入間市 藤沢地区自主防災連絡会 防災倉庫他防災備品の整備 2,000
埼玉県 久喜市 鷲宮ハイツ自主防災会 無停電電源装置他防災備品の整備 1,800
埼玉県 八潮市 大曽根西町会地区防災会 アルミテント他防災備品の整備 1,400
埼玉県 嵐山町 むさし台防災会 防災倉庫他防災備品の整備 2,000
埼玉県 宮代町 宮代台自主防災会 救命ボート他防災備品の整備 1,100
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千葉県 東金市 東金市 防災備品の整備 2,000
千葉県 八千代市 ラミーユ勝田台ハイライズ防災会 マンホールトイレ他防災備品の整備 2,000
千葉県 四街道市 三才区自主防災組織 防災備品の整備 1,800
千葉県 いすみ市 四堰地区自主防災会 防災かまどセット他防災備品の整備 2,000
千葉県 栄町 安食台三丁目自治会自主防災会 防災備品の整備 1,900
千葉県 一宮町 一宮町矢畑区自主防災会 防災備品の整備 1,700
千葉県 睦沢町 睦沢町 防災備品の整備 2,000
千葉県 長生村 入山津自治会自主防災会 防災備品の整備 800
東京都 台東区 入谷南部まちづくり協議会 防災倉庫の整備 300
東京都 足立区 中央本町弥生自治会 防災備品の整備 1,300
東京都 三鷹市 三鷹市 防災備品の整備 1,400
東京都 府中市 府中市片町自主防災組織連合会 防災備品の整備 2,000
東京都 小平市 小平市 発電機の整備 1,900
東京都 日野市 万願荘自治会防災防犯会 スタンドパイプ他防災備品の整備 2,000
東京都 狛江市 狛江市 災害用浄水器の整備 2,000

神奈川県 茅ヶ崎市 鶴嶺東地区自治会連合会 防災備品の整備 1,300
神奈川県 逗子市 逗子市 防災備品の整備 1,700
神奈川県 秦野市 西地区住みよい町づくり運動推進委員会 投光器他防災備品の整備 2,000
神奈川県 綾瀬市 寺尾天台自治会自主防災会 発電機他防災備品の整備 1,100
神奈川県 二宮町 二宮町 防災備品の整備 300
神奈川県 箱根町 箱根町自治会自主防災組織連絡協議会 ＡＥＤ他防災備品の整備 1,900
新潟県 長岡市 飯島区自主防災会 屋外放送設備の設置 2,000
新潟県 柏崎市 北鯖石地区自主防災会 発電機他防災備品の整備 2,000
新潟県 新発田市 豊町３・４丁目町内会自主防災会 防災倉庫他防災備品の整備 2,000
新潟県 十日町市 西本町３丁目自主防災会 発電機他防災備品の整備 1,900
新潟県 村上市 田島区自主防災組織 防災倉庫他防災備品の整備 1,300
新潟県 燕市 大曲自治会自主防災組織 防災備品の整備 1,400
新潟県 上越市 南本町１丁目町内会自主防災組織 防災倉庫他防災備品の整備 2,000
富山県 富山市 坂本二区自主防災会 防災備品の整備 1,200
富山県 高岡市 二塚校下自主防災組織連絡協議会 防災備品の整備 300
富山県 氷見市 宇波地区自主防災会 防災備品の整備 400
富山県 滑川市 辰野新町町内会自主防災会 防災備品の整備 700
富山県 砺波市 柳瀬地区自主防災会 防災備品の整備 2,000
富山県 南砺市 福光自治振興会自主防災会 防災備品の整備 2,000
石川県 七尾市 祖浜町町会・防災対策委員会 防災倉庫の整備 400
石川県 輪島市 金蔵区自主防災組織 小型動力ポンプの整備 800
石川県 加賀市 作見地区まちづくり推進協議会 防災倉庫他防災備品の整備 2,000
石川県 羽咋市 御坊山町自主防災会 防災備品の整備 1,500
石川県 内灘町 鶴ケ丘４丁目自主防災会 防災備品の整備 600
石川県 志賀町 志賀町 防災備品の整備 2,000
石川県 宝達志水町 今浜自主防災組織 防災倉庫他防災備品の整備 2,000
福井県 福井市 東藤島地区自主防災組織連絡協議会 防災倉庫他防災備品の整備 2,000
福井県 福井市 河合地区自主防災組織連絡協議会 発電機他防災備品の整備 2,000
福井県 大野市 吉野町自主防災会 防災倉庫他防災備品の整備 1,900
福井県 勝山市 寺尾区自主防災組織 発電機他防災備品の整備 1,800
福井県 坂井市 竹田地区自主防災会 発電機他防災備品の整備 2,000
福井県 坂井市 宿区自主防災組織 防災倉庫他防災備品の整備 2,000
福井県 南越前町 上平吹区自主防災会 防災倉庫他防災備品の整備 1,900
福井県 美浜町 久々子区自主防災組織 発電機他防災備品の整備 2,000
山梨県 甲府市 朝日地区元三日自治会自主防災隊 投光器他防災備品の整備 1,900
山梨県 甲府市 玉諸地区国玉町自治会自主防災部 インバーター発電機他防災備品の整備 2,000
山梨県 甲府市 朝日地区御崎自治会自主防災隊 発電機他防災備品の整備 1,700
山梨県 富士吉田市 大明見自主防災会 防災用ポンプ他防災備品の整備 1,800
山梨県 大月市 寺向自主防災会 簡易テント・ベット他防災備品の整備 500
山梨県 笛吹市 御坂町井之上区 可搬ポンプ他防災備品の整備 2,000
山梨県 上野原市 新一区自主防災会 バルーン投光機他防災備品の整備 1,900
山梨県 上野原市 塚場区自主防災会 防災倉庫の整備 2,000
山梨県 富士川町 鰍沢中区自主防災会 防災備品の整備 800
長野県 長野市 七二会地区住民自治協議会 防災備品の整備 2,000
長野県 松本市 蟻ヶ崎北町会防災会 防災備品の整備 2,000
長野県 上田市 上横道自治会 防災備品の整備 1,400
長野県 諏訪市 伝柳町地区防災会 防災備品の整備 400
長野県 飯山市 桑名川区自主防災組織 発電機他防災備品の整備 2,000
長野県 軽井沢町 千ケ滝西区会自主防災組織 防災倉庫他防災備品の整備 1,500
長野県 豊丘村 壬生沢区 防災備品の整備 1,800
長野県 上松町 宮前区 発電機他防災備品の整備 1,400
長野県 池田町 中木戸地区防災会 防災倉庫の整備 800
岐阜県 関市 八幡区自主防災会 防災備品の整備 2,000
岐阜県 中津川市 付知町区長会 防災備品の整備 2,000
岐阜県 中津川市 中津西地区自主防災協議会 テント他防災備品の整備 2,000
岐阜県 羽島市 羽島市 AED他防災備品の整備 2,000
岐阜県 美濃加茂市 宮西一自治会 防災備品の整備 900
岐阜県 土岐市 妻木町八区自治会 発電機他防災備品の整備 400
岐阜県 飛騨市 飛騨市 発電機他防災備品の整備 2,000
岐阜県 下呂市 田島防災クラブ 防災備品の整備 2,000
静岡県 藤枝市 中ノ合自主防災会 防災備品の整備 1,800
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静岡県 裾野市 南堀区自主防災会 バルーン投光機他防災備品の整備 1,600
静岡県 裾野市 原区自主防災会 防災備品の整備 300
静岡県 松崎町 江奈２区 防災テント他防災備品の整備 600
静岡県 吉田町 北区第一自主防災会 防災倉庫の整備 400
静岡県 吉田町 住吉新田自主防災会 防災備品の整備 1,500
静岡県 吉田町 北区第二自主防災会 防災備品の整備 2,000
静岡県 吉田町 住吉森下自主防災会 防災倉庫の整備 400
静岡県 吉田町 住吉大浜自主防災会 防災備品の整備 800
愛知県 半田市 岩滑区自主防災会 防災備品の整備 2,000
愛知県 津島市 蛭間校区自主防災会 ＬＰガス発電機他防災備品の整備 2,000
愛知県 西尾市 田貫町自主防災会 ワイドライト他防災備品の整備 1,900
愛知県 犬山市 前原区自警団 可搬ポンプの整備 1,200
愛知県 豊明市 西沓掛区宿町内会自主防災会 防災備品の整備 1,900
愛知県 清須市 外町自主防災組織 防災備品の整備 1,900
愛知県 東郷町 西白土自主防災会 防災備品の整備 500
愛知県 大治町 南屋敷自主防災会 救助工具箱セット他防災備品の整備 1,100
愛知県 南知多町 内海山海防災連絡協議会 ガス発電機他防災備品の整備 2,000
三重県 伊勢市 浜　郷　地区まちづくり協議会 防災備品の整備 2,000
三重県 松阪市 小黒田町野田自治会自主防災隊 防災倉庫他防災備品の整備 1,800
三重県 名張市 赤目町檀区自治会 防災備品の整備 1,700
三重県 尾鷲市 尾鷲市自主防災会連絡協議会 防災備品の整備 2,000
三重県 亀山市 平尾地区自主防災会 バルーン投光器 900
三重県 鳥羽市 畔蛸自治会 防災備品の整備 1,200
三重県 志摩市 御座自治会自主防災部 防災備品の整備 1,600
三重県 明和町 尾野自治会尾野自主防災隊 防災倉庫他防災備品の整備 2,000
三重県 御浜町 萩内団地地区自主防災組織 防災倉庫他防災備品の整備 1,900
滋賀県 彦根市 松原町千原自主防災会 緊急放送設備の整備 1,100
滋賀県 近江八幡市 川原町防災会 防災倉庫他防災備品の整備 1,900
滋賀県 守山市 矢島自治会 消防ポンプ他備品の整備 1,900
滋賀県 甲賀市 小佐治区自主防災会 防災倉庫他防災備品の整備 1,900
滋賀県 野洲市 安治自主防災会 防災備品の整備 2,000
滋賀県 竜王町 山中自治会 防災備品の整備 1,200
滋賀県 豊郷町 下枝区 可搬式消防ポンプの整備 1,800
滋賀県 甲良町 金屋区 可搬式消防ポンプの整備 1,800
滋賀県 多賀町 霜ヶ原区 防災備品の整備 1,400
京都府 城陽市 城陽市 緊急用浄水装置の整備 2,000
京都府 京田辺市 アカデミア自主防災防犯会 防災備品の整備 900
京都府 京田辺市 興戸区自主防災会 防災備品の整備 600
京都府 木津川市 州見台地域自主防災会 消火用ポンプ他防災備品の整備 1,500
京都府 木津川市 東木津川台連合自治会自主防災会 消火用ポンプ他防災備品の整備 1,400
京都府 木津川市 南加茂台自主防災会 救護用テント他防災備品の整備 1,500
京都府 精華町 精華町 発電機他防災備品の整備 1,400
大阪府 岸和田市 黄金塚第1期町会防災福祉コミュニティ 防災備品の整備 1,900
大阪府 泉大津市 泉大津市自主防災組織連絡協議会 投光器他防災備品の整備 2,000
大阪府 高槻市 高槻市自主防災組織連絡会 煙体験ハウス他防災備品の整備 1,000
大阪府 羽曳野市 羽曳が丘町会連合会 防災備品の整備 1,700
大阪府 東大阪市 花園北校区自主防災会 防災備品の整備 1,800
大阪府 泉南市 男里浜区防災会 防災備品の整備 1,900
大阪府 四條畷市 四條畷市 防災備品の整備 2,000
兵庫県 芦屋市 打出小槌町自主防災・防犯会 移動かまど他防災備品の整備 900
兵庫県 西脇市 前島町自主防災会 投光機他防災備品の整備 2,000
兵庫県 宝塚市 平井山荘自治会自主防災会 AED他防災設備の整備 300
兵庫県 淡路市 下田町内会 発電機他防災備品の整備 1,700
兵庫県 多可町 市原自主防災会 防災倉庫他防災備品の整備 2,000
兵庫県 播磨町 本荘東自治会自主防災会 発電機他防災備品の整備 500
兵庫県 市川町 川辺地区自主防災会 AEDの整備 2,000
兵庫県 香美町 三川区 可搬消防ポンプの整備 800
奈良県 天理市 中町トーメン天理団地自主防災組織 可搬式消防ポンプの整備 700
奈良県 御所市 朝妻地区自主防災会 可搬式消防ポンプ他防災備品の整備 1,700
奈良県 三郷町 南信貴サンハイツ自主防災会 防災倉庫の整備 500
奈良県 斑鳩町 小林ハイツ自主防災組織 発電機他防災備品の整備 1,800
奈良県 三宅町 東屏風自主防災会 防災倉庫他防災備品の整備 400
奈良県 明日香村 緑ヶ丘防災会 テント他防災備品の整備 1,000
奈良県 広陵町 馬見北２丁目地区自主防災会 浄水機他防災備品の整備 1,800
奈良県 河合町 河合町 給水コンテナ他防災備品の整備 1,800

和歌山県 御坊市 熊野区自主防災会 発電機他防災備品の整備 1,400
和歌山県 和歌山市 芦原地区防災会 発電機他防災備品の整備 900
和歌山県 橋本市 東家地区防災会 発電機等防災備品の整備 700
和歌山県 橋本市 恋野区自主防災会 防災倉庫他防災備品の整備 900
和歌山県 御坊市 至誠会自主防災会 発電機他防災備品の整備 2,000
和歌山県 田辺市 下福井区自主防災会 発電機他防災備品の整備 900
和歌山県 田辺市 朝日ヶ丘自主防災会 発電機他防災備品の整備 1,700
鳥取県 鳥取市 南吉成自主防災会 防災倉庫他防災備品の整備 1,800
鳥取県 倉吉市 和田自主防災会 トランシーバー他防災備品の整備 2,000
鳥取県 境港市 外江町第11区自治会防災部会 テント他防災備品の整備 2,000
鳥取県 若桜町 糸白見自主防災会 発電機他防災備品の整備 1,600
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鳥取県 湯梨浜町 埴見区自主防災組織 小型動力消防ポンプ他防災備品の整備 2,000
鳥取県 北栄町 原自治会自主防災会 小型動力消防ポンプ他防災備品の整備 2,000
鳥取県 江府町 日の詰集落自主防災組織 動力消防ポンプ他防災備品の整備 1,500
島根県 出雲市 神門地区災害対策委員会 発電機他防災備品の整備 2,000
島根県 益田市 喜阿弥自治会自主防災組織 自家発電機他防災備品の整備 2,000
島根県 大田市 志学自主防災会 テント他防災備品の整備 1,900
島根県 飯南町 谷自治振興会 投光器他防災備品の整備 800
島根県 吉賀町 立河内自治会自主防災組織 防災倉庫他防災備品の整備 2,000
島根県 隠岐の島町 布施地区自主防災組織 緊急用車いす他防災備品の整備 2,000
岡山県 倉敷市 粒江鞭木組合自主防災会 防災資機材の整備 2,000
岡山県 玉野市 広岡区自主防災会 防災資機材の整備 1,000
岡山県 玉野市 和田・御崎地区自主防災組織連合会 防災備品の補充及び整備 2,000
岡山県 笠岡市 大島東地区自主防災会 防災備品の整備 1,500
岡山県 高梁市 七地自主防災会 防災会活動備品の整備 400
岡山県 瀬戸内市 八日市字会自主防災会 防災資機材の整備 2,000
広島県 呉市 呉市 防災備品の整備 1,000
広島県 三原市 本町連合町内会自主防災委員会 テント他防災備品の整備 2,000
広島県 福山市 福山市 防災備品の整備 2,000
広島県 大竹市 白石１丁目自主防災会 防災倉庫他防災備品の整備 600
広島県 廿日市市 大野四区自主防災会 救命ボート他防災備品の整備 1,800
広島県 安芸高田市 高樋地区自主防災会 防災備品の整備 1,100
広島県 府中町 府中町 防災備品の整備 2,000
広島県 坂町 パブリコーポ坂自主防災会 防災備品の整備 300
広島県 神石高原町 小野自主防災会 防災備品の整備 2,000
山口県 下関市 下関市 資機材倉庫、車イス他防災備品の整備 2,000
山口県 萩市 弥富５区自主防災班 発電機等の整備 1,000
山口県 周南市 戸田地区自主防災協議会 テント他防災備品の整備 2,000
山口県 平生町 堅ヶ浜コミュニティ協議会 発電機他防災備品の整備 1,500
徳島県 鳴門市 北灘地区自主防災会 チェーンソー他防災備品の整備 2,000
徳島県 阿波市 阿波市 発電機他防災備品の整備 1,000
徳島県 美馬市 拝中自主防災会 ヘルメット他防災備品の整備 900
徳島県 三好市 シマ・堤宮下地区自主防災会 発電機他防災備品の整備 600
徳島県 勝浦町 棚野区防災隊 防災備品の整備 1,000
徳島県 石井町 石井町 発電機他防災備品の整備 2,000
徳島県 美波町 ひばりヶ丘自主防災会 発電機他防災備品の整備 500
徳島県 板野町 板野町自主防災組織協議会 防災備品の整備 2,000
香川県 高松市 花園地区自主防災連合会 防災備品の整備 500
香川県 坂出市 西大浜南自治会自主防災会 防災備品の整備 2,000
香川県 観音寺市 木之郷自主防災会 消火栓等防災備品の整備 2,000
香川県 さぬき市 城北自治会自主防災会 防災備品の整備 1,500
香川県 三豊市 辻地区自主防災会 防災備品の整備 2,000
香川県 土庄町 大部地区協議会 AEDの整備 1,300
香川県 小豆島町 福田地区自治消防団 防災備品の整備 1,900
香川県 三木町 美季の森自主防災会 防災備品の整備 2,000
香川県 琴平町 小松町自主防災クラブ 防災備品の整備 1,000
愛媛県 松山市 小野地区自主防災組織連合会 発電機他防災備品の整備 2,000
愛媛県 宇和島市 長堀自主防災会 発電機他防災備品の整備 1,700
愛媛県 伊予市 灘町Ａ地区自主防災会 発電機他防災備品の整備 1,900
愛媛県 四国中央市 中上自主防災会 発電機他防災備品の整備 1,600
愛媛県 四国中央市 本村上自主防災会 ＡＥＤ他防災備品の整備 2,000
愛媛県 四国中央市 住吉町自主防災会 発電機他防災備品の整備 1,200
愛媛県 松野町 奥野川地区自主防災会 テント他防災備品の整備 1,900
愛媛県 鬼北町 畔屋自主防災会 発電機他備品の整備 2,000
高知県 南国市 日章地区自主防災協議会 災害用トイレの整備 1,900
高知県 四万十市 四万十市自主防災会連絡会議 防災倉庫の整備 2,000
高知県 芸西村 芸西村自主防災組織連絡協議会 ＬＥＤ投光機、ガス発電機 1,500
高知県 いの町 いの町 炊き出し器具等防災備品の整備 2,000
高知県 中土佐町 南地区自主防災会 簡易テント他防災備品の整備 1,900
高知県 佐川町 庄田自主防災会 防災倉庫等防災備品の整備 1,800
高知県 津野町 船戸自主防災組織 軽可搬ポンプ等防災備品の整備 1,700
高知県 黒潮町 芝地区自主防災組織 テント他防災備品の整備 2,000
福岡県 久留米市 小森野校区自主防災会 防災備品の整備 600
福岡県 小郡市 大保原区自主防災会 防災備品の整備 500
福岡県 太宰府市 通古賀区自主防災会 防災備品の整備 800
福岡県 古賀市 薦野区自主防災組織 防災備品の整備 500
福岡県 那珂川町 仲区自主防災組織委員会 防災備品の整備 1,800
福岡県 水巻町 水巻町 防災備品の整備 2,000
福岡県 鞍手町 鞍手町北部地区連合自主防災組織連合自主防災会 防災備品の整備 1,700
福岡県 桂川町 桂川町 防災備品の整備 2,000
福岡県 川崎町 櫛毛行政区自主防災会 防災備品の整備 1,400
佐賀県 佐賀市 諸富町自主防災活動本部 防災備品の整備 2,000
佐賀県 唐津市 夕日区自主防災会 防災倉庫他備品の整備 900
佐賀県 鹿島市 高津原区自主防災会 訓練用消火器他防災備品の整備 2,000
佐賀県 神埼市 神埼市岩田地区自主防災会 防災備品の整備 1,800
佐賀県 有田町 有田町　八区防災協会 防災備品の整備 900
佐賀県 大町町 畑ケ田地区自主防災会 防災備品の整備 2,000
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佐賀県 江北町 東分区自主防災会 防災備品の整備 2,000
長崎県 松浦市 松浦市志佐町大浜東地区自主防災組織 ヘルメット他防災備品の整備 1,400
長崎県 壱岐市 諸津公民館自主防災組織 ヘルメット他防災備品の整備 2,000
長崎県 壱岐市 芦辺町箱崎本村自主防災組織 ヘルメット他防災備品の整備 2,000
長崎県 五島市 五島市 パック毛布他防災備品の整備 2,000
長崎県 雲仙市 西浜自治会防火組織 屋外消火栓他防災備品の整備 1,300
長崎県 南島原市 平山自治会自主防災組織 はしご兼用脚立他防災備品の整備 2,000
熊本県 八代市 高下西町第二町内自主防災会 防災備品の整備 1,900
熊本県 水俣市 8区自主防災組織 防災備品の整備 1,500
熊本県 水俣市 水俣市第１７区自主防災組織 防災備品の整備 2,000
熊本県 天草市 瀬戸町防災会 防災備品の整備 1,300
熊本県 和水町 竃門区防災会 防災備品の整備 1,200
熊本県 和水町 上岩区自主防災会 防災備品の整備 1,900
熊本県 高森町 草部南部自主防災組織連絡協議会 防災備品の整備 2,000
大分県 別府市 別府市連合防災協議会 防災訓練の活動備品整備 1,800
大分県 日田市 京町自治会 防災システム整備 2,000
大分県 臼杵市 中央地区振興協議会 防災活動用備品整備 2,000
大分県 豊後高田市 三重の郷 防災関係備品の整備 1,200
大分県 杵築市 梶ケ浜区自主防災会 災害用救助資機材の整備 2,000
大分県 由布市 乙丸一自主防災会 防災資機材の購入 1,900
大分県 国東市 瀬戸田下区 防災備品の整備 500
大分県 日出町 長野区 災害用救助資機材備蓄 500
宮崎県 都城市 薄谷自治公民館 投光器他備品の整備 1,400
宮崎県 延岡市 延岡市自主防災組織連絡協議会 発電機他防災備品の整備 2,000
宮崎県 日南市 日南市 発電機他防災備品の整備 2,000
宮崎県 西都市 第９区公民館自主防災組織 投光器他備品の整備 2,000
宮崎県 三股町 今市自治公民館 発電機他防災備品の整備 2,000
宮崎県 高鍋町 鴫野自治公民館 投光器他備品の整備 1,900
宮崎県 都農町 都農町 投光器他備品の整備 2,000

鹿児島県 鹿屋市 笠之原町自主防災会 防災倉庫の購入 1,900
鹿児島県 指宿市 岡児ヶ水区自主防災会 投光器他防災備品の購入 2,000
鹿児島県 西之表市 下西校区防災会 防災倉庫他備品の整備 2,000
鹿児島県 霧島市 岩戸温泉ニュータウン自治会防災会 チェーンソー他防災備品の購入 300
鹿児島県 姶良市 堅野自治会自主防災会 発電機他防災備品の購入 1,700
鹿児島県 さつま町 五日町自主防災たすけあい隊 発電機他防災備品の購入 1,400
鹿児島県 徳之島町 亀徳地区自主防災組織 防災倉庫他備品の整備 2,000
鹿児島県 天城町 松原西区自治会自主防災会 発電機他防災備品の購入 1,000
沖縄県 宜野湾市 真志喜区自主防災会 防災資機材の整備 2,000
沖縄県 糸満市 座波区自治会自主防災会 防災資機材の整備 2,000
沖縄県 豊見城市 上田山川自治会自主防災会 防災資機材の整備 2,000
沖縄県 豊見城市 真玉橋自治会防災会 防災資機材の整備 2,000
沖縄県 宮古島市 西中自主防災組織 防災資機材の整備 1,600
沖縄県 西原町 平園自治会自主防災組織 防災資機材の整備 2,000
合計 347団体 544,800
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北海道 旭川市 旭川市 組立水槽他備品の整備 500
北海道 長万部町 長万部町 救助用ボート他備品の整備 1,000
北海道 － 利尻礼文消防事務組合 編上靴の整備 800
青森県 むつ市 むつ市 消防団活動備品整備 1,000
青森県 鶴田町 鶴田町 小型動力ポンプの整備 1,000
青森県 － 八戸地域広域市町村圏事務組合 デジタルカメラ他備品の整備 1,000
岩手県 釜石市 釜石市 消防団活動備品整備 1,000
岩手県 金ケ崎町 金ケ崎町 消防団活動備品整備 900
岩手県 洋野町 洋野町 消防団活動備品整備 1,000
宮城県 大崎市 大崎市 消防団活動備品整備 600
宮城県 利府町 利府町 消防団活動備品整備 900
秋田県 由利本荘市 由利本荘市 テントの整備 900
秋田県 大仙市 大仙市 ＬＥＤライトの整備 1,000
秋田県 五城目町 五城目町 トランシーバーの整備 1,000
山形県 鶴岡市 鶴岡市 救命胴衣の整備 1,000
山形県 上山市 上山市 救命胴衣他備品の整備 1,000
福島県 桑折町 桑折町 可搬ポンプの整備 1,000
福島県 西郷村 西郷村 消防団活動備品整備 700
福島県 平田村 平田村 組立水槽の整備 800
茨城県 常陸太田市 常陸太田市 消防団活動備品整備 1,000
茨城県 阿見町 阿見町 視聴覚用資機材の整備 700
栃木県 足利市 足利市 救助用半長靴の整備 1,000
栃木県 栃木市 栃木市 防災ヘルメットの整備 1,000
栃木県 鹿沼市 鹿沼市 消防団活動備品整備 1,000
群馬県 太田市 太田市 消防団活動備品整備 1,000
群馬県 みなかみ町 みなかみ町 消防団活動備品整備 1,000
埼玉県 北本市 北本市 ヘルメットの整備 800
埼玉県 嵐山町 嵐山町 トランシーバーの整備 1,000
埼玉県 宮代町 宮代町 エンジンカッターの整備 900
埼玉県 － 坂戸・鶴ヶ島消防組合 消防団活動備品整備 900
千葉県 銚子市 銚子市 救助用ボート他備品の整備 1,000
千葉県 君津市 君津市 救命胴衣の整備 1,000
千葉県 横芝光町 横芝光町 消防団活動備品整備 800
東京都 昭島市 昭島市 ＡＥＤの整備 600
東京都 小平市 小平市 チェンソーの整備 1,000
東京都 新島村 新島村 救命胴衣他備品の整備 1,000

神奈川県 逗子市 逗子市 編上式半長靴の整備 1,000
神奈川県 伊勢原市 伊勢原市 編上靴他備品の整備 1,000
神奈川県 綾瀬市 綾瀬市 消防団活動備品整備 900
神奈川県 中井町 中井町 消防団活動備品整備 600
新潟県 阿賀野市 阿賀野市 可搬消防ポンプの整備 1,000
新潟県 － 燕・弥彦総合事務組合 消防団活動備品整備 500
富山県 高岡市 高岡市 小型動力ポンプの整備 900
富山県 砺波市 砺波市 消防団活動備品整備 1,000
石川県 羽咋市 羽咋市 防火服の整備 1,000
石川県 能美市 能美市 活動服の整備 1,000
石川県 穴水町 穴水町 小型動力ポンプの整備 1,000
福井県 勝山市 勝山市 防火衣の整備 1,000
福井県 永平寺町 永平寺町 消防団活動備品整備 1,000
福井県 － 敦賀美方消防組合 救助用半長靴の整備 1,000
山梨県 韮崎市 韮崎市 発電機他備品の整備 1,000
山梨県 笛吹市 笛吹市 消防団活動備品整備 1,000
山梨県 小菅村 小菅村 消防団活動備品整備 1,000
長野県 小海町 小海町 消防団用防寒衣の整備 1,000
長野県 下諏訪町 下諏訪町 消防団活動備品整備 1,000
長野県 大桑村 大桑村 消防団活動備品整備 1,000
岐阜県 多治見市 多治見市 消防団活動備品整備 1,000
岐阜県 本巣市 本巣市 小型動力ポンプの整備 1,000
岐阜県 養老町 養老町 消防団活動備品整備 700
岐阜県 池田町 池田町 救命胴着の整備 900
静岡県 伊東市 伊東市 小型動力ポンプの整備 1,000
静岡県 東伊豆町 東伊豆町 消防団活動備品整備 1,000
愛知県 犬山市 犬山市 消防団活動備品整備 1,000
愛知県 知立市 知立市 防火衣の整備 900
愛知県 大口町 大口町 活動服の整備 1,000
三重県 伊勢市 伊勢市 軽可搬ポンプ等の整備 1,000
三重県 玉城町 玉城町 消防団用防寒着の購入 1,000
滋賀県 大津市 大津市 防火衣他備品の整備 1,000
滋賀県 守山市 守山市 消防団活動備品整備 1,000
滋賀県 湖南市 湖南市 消防ホースの整備 1,000
滋賀県 米原市 米原市 防火衣の整備 1,000
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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）

京都府 宇治市 宇治市 ヘルメットの整備 1,000
京都府 亀岡市 亀岡市 油圧ジャッキの整備 1,000
大阪府 吹田市 吹田市 組立水槽他備品の整備 1,000
大阪府 八尾市 八尾市 バルーン灯光器の整備 800
大阪府 箕面市 箕面市 消防団活動備品整備 1,000
兵庫県 伊丹市 伊丹市 消防団活動備品整備 1,000
兵庫県 三田市 三田市 活動服の整備 1,000
兵庫県 福崎町 福崎町 ヘッドライトの整備 1,000
奈良県 奈良市 奈良市 防火衣の整備 1,000
奈良県 桜井市 桜井市 チェーンソーの整備 800
奈良県 香芝市 香芝市 消防団活動備品整備 900
奈良県 曽爾村 曽爾村 消防団活動備品整備 1,000
和歌山県 紀美野町 紀美野町 消防団活動備品整備 1,000
和歌山県 高野町 高野町 消防用ホースの整備 1,000
和歌山県 みなべ町 みなべ町 消防団活動備品整備 700
鳥取県 鳥取市 鳥取市 AEDトレーニングセットの整備 1,000
鳥取県 八頭町 八頭町 安全靴の整備 1,000
島根県 安来市 安来市 救命胴衣の整備 1,000
島根県 江津市 江津市 消防団活動備品整備 1,000
島根県 奥出雲町 奥出雲町 防火衣の整備 1,000
岡山県 笠岡市 笠岡市 ハンドメガホンの整備 700
岡山県 高梁市 高梁市 消防団活動備品整備 900
広島県 福山市 福山市 ＬＥＤ投光器の整備 1,000
広島県 大竹市 大竹市 エンジンカッター他備品の整備 1,000
広島県 廿日市市 廿日市市 消防団活動備品整備 800
山口県 美祢市 美祢市 トランシーバーの整備 1,000
山口県 平生町 平生町 投光器の整備 800
山口県 阿武町 阿武町 投光器等備品の整備 1,000
徳島県 小松島市 小松島市 消防団活動備品整備 1,000
徳島県 美波町 美波町 消防団活動備品整備 1,000
香川県 三木町 三木町 消防団活動備品整備 1,000
香川県 琴平町 琴平町 消防団活動備品整備 1,000
香川県 まんのう町 まんのう町 消防団活動備品整備 1,000
愛媛県 今治市 今治市 軽可搬ポンプの整備 1,000
愛媛県 西条市 西条市 心肺蘇生訓練人形の整備 1,000
愛媛県 東温市 東温市 軽可搬ポンプの整備 1,000
高知県 南国市 南国市 防火衣の整備 1,000
高知県 土佐清水市 土佐清水市 軽可搬ポンプの整備 1,000
高知県 奈半利町 奈半利町 ヘルメット他備品の整備 900
高知県 芸西村 芸西村 消防団活動備品整備 900
福岡県 小郡市 小郡市 軽可搬ポンプの整備 700
福岡県 糸島市 糸島市 消防団活動備品整備 1,000
福岡県 粕屋町 粕屋町 救命胴衣の整備 1,000
福岡県 大任町 大任町 消防団活動備品整備 1,000
佐賀県 鳥栖市 鳥栖市 消防団活動備品整備 1,000
佐賀県 太良町 太良町 小型動力ポンプの整備 1,000
長崎県 長崎市 長崎市 消防団活動備品整備 1,000
長崎県 島原市 島原市 活動服の整備 1,000
熊本県 菊陽町 菊陽町 消防団活動備品整備 1,000
熊本県 南阿蘇村 南阿蘇村 消防団活動備品整備 1,000
熊本県 山江村 山江村 消火ホースの整備 700
大分県 別府市 別府市 消防団活動備品整備 1,000
宮崎県 日向市 日向市 消防団活動備品整備 1,000
宮崎県 国富町 国富町 消防団活動備品整備 800
宮崎県 木城町 木城町 消防団活動備品整備 1,000
鹿児島県 志布志市 志布志市 小型動力ポンプ他備品の整備 1,000
鹿児島県 大崎町 大崎町 消防団活動備品整備 1,000
鹿児島県 東串良町 東串良町 AEDの整備 1,000
沖縄県 浦添市 浦添市 消防団活動備品整備 1,000
沖縄県 名護市 名護市 消防団活動備品整備 1,000
沖縄県 うるま市 うるま市 消防団活動備品整備 1,000
沖縄県 与那国町 与那国町 消防団活動備品整備 800
合計 133団体 125,400
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平成２８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 小樽市 小樽市
①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練
装置セット

600

北海道 帯広市 帯広市 ③煙体験用資機材 500

北海道 － 南空知消防組合
①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練
装置セット

600

青森県 三沢市 三沢市 ③煙体験用資機材 400

青森県 つがる市 つがる市
①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練
装置セット

600

岩手県 釜石市 釜石市 ③煙体験用資機材 600

宮城県 白石市 白石市
①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練
装置セット

300

宮城県 岩沼市 岩沼市 ③煙体験用資機材 600

宮城県 － 塩釜地区消防事務組合 ③煙体験用資機材 300

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

栃木県 栃木市 栃木市
②心肺蘇生訓練用マネキンセット、AED
トレーナー

600

栃木県 － 芳賀地区広域行政事務組合 ③煙体験用資機材 600

群馬県 伊勢崎市 伊勢崎市 ③煙体験用資機材 600

群馬県 太田市 太田市 ③煙体験用資機材 600

群馬県 － 利根沼田広域市町村圏振興整備組合
②心肺蘇生訓練用マネキンセット、AED
トレーナー

600

東京都 八王子市 八王子市 ③煙体験用資機材 500

神奈川県 大磯町 大磯町
①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練
装置セット

400

新潟県 － 十日町地域広域事務組合
①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練
装置セット

200

福井県 大野市 大野市
②心肺蘇生訓練用マネキンセット、AED
トレーナー

600

福井県 － 嶺北消防組合
①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練
装置セット

600

岐阜県 郡上市 郡上市
①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練
装置セット

500

静岡県 富士宮市 富士宮市
①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練
装置セット

300

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

500

滋賀県 高島市 高島市 ③煙体験用資機材 600

大阪府 － 大東四條畷消防組合
②心肺蘇生訓練用マネキンセット、AED
トレーナー

500

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

鳥取県 － 鳥取中部ふるさと広域連合 ③煙体験用資機材 400

島根県 松江市 松江市 ③煙体験用資機材 600

岡山県 － 井原地区消防組合 ③煙体験用資機材 500

岡山県 瀬戸内市 瀬戸内市
①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練
装置セット

600

山口県 下松市 下松市 ③煙体験用資機材 600

愛媛県 新居浜市 新居浜市 ③煙体験用資機材 600

高知県 土佐市 土佐市
①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練
装置セット

200

高知県 － 嶺北広域行政事務組合 ③煙体験用資機材 600

防火防災訓練用資器材
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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）

福岡県 中間市 中間市
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 － 遠賀・中間地域広域行政事務組合 ③煙体験用資機材 600

佐賀県 唐津市 唐津市
①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練
装置セット

600

佐賀県 － 中部広域連合 ③煙体験用資機材 600

長崎県 佐世保市 佐世保市 ③煙体験用資機材 500

鹿児島県 － 指宿南九州消防組合
①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練
装置セット

600

沖縄県 名護市 名護市
①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練
装置セット

600

小計 41団体 21,600

※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 － 渡島西部広域事務組合 視聴覚資機材セット 600
岩手県 一関市 一関市 視聴覚資機材セット 700
茨城県 笠間市 笠間市 視聴覚資機材セット 900
福井県 － 南越消防組合 視聴覚資機材セット 1,000
岐阜県 山県市 山県市 視聴覚資機材セット 300
大阪府 富田林市 富田林市 視聴覚資機材セット 600
兵庫県 尼崎市 尼崎市 視聴覚資機材セット 400
島根県 － 江津邑智消防組合 視聴覚資機材セット 600
福岡県 柳川市 柳川市 視聴覚資機材セット 400
福岡県 － 久留米広域市町村圏事務組合 視聴覚資機材セット 400
長崎県 長崎市 長崎市 視聴覚資機材セット 800
長崎県 新上五島町 新上五島町 視聴覚資機材セット 1,000
宮崎県 － 宮崎県東児湯消防組合 視聴覚資機材セット 1,000

鹿児島県 枕崎市 枕崎市 視聴覚資機材セット 1,000
小計 14団体 9,700
合計 55団体 31,300

※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２８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）

青森県 － 北部上北広域事務組合 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
宮城県 登米市 登米市 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
新潟県 見附市 見附市 幼年消防用鼓笛隊セット 400
富山県 小矢部市 小矢部市 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 野々市市 野々市市 幼年消防用鼓笛隊セット 400
岐阜県 郡上市 郡上市 幼年消防用鼓笛隊セット 400
愛知県 豊田市 豊田市 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 － 益田地区広域市町村圏事務組合 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 瀬戸内市 瀬戸内市 幼年消防用鼓笛隊セット 400
岡山県 － 東備消防組合 幼年消防用鼓笛隊セット 400
広島県 － 備北地区消防組合 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 府中町 府中町 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
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 － 伊万里・有田消防組合 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 山鹿市 山鹿市 幼年消防用鼓笛隊セット 400
熊本県 － 阿蘇広域行政事務組合 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
宮崎県 日南市 日南市 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
鹿児島県 知名町 知名町 幼年消防用鼓笛隊セット 300

合計 38団体 15,100

※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２８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）

山形県 戸沢村 戸沢村 D-1ポンプ一式他備品の整備 1,000
富山県 黒部市 黒部市 D-1ポンプ一式の整備 1,000
石川県 能登町 能登町 D-1ポンプ一式他備品の整備 1,000
石川県 － 能美広域事務組合 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
福井県 － 若狭消防組合 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 900
滋賀県 米原市 米原市 D-1ポンプ一式他備品の整備 800
滋賀県 － 湖北地域消防組合 D-1ポンプ一式の整備 900
岡山県 美咲町 美咲町 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
高知県 安芸市 安芸市 D-1ポンプ一式の整備 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
小計 13団体 12,600

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
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 15団体 14,600

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

36



平成２８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 江別市 江別市 活動服の整備 1,000
北海道 － 石狩北部地区消防事務組合 防災訓練用備品の整備 1,000
北海道 － 釧路東部消防組合 活動服の整備 500
青森県 － 弘前地区消防事務組合 活動服の整備 1,000
青森県 － 下北地域広域行政事務組合 簡易防火水槽他備品の整備 1,000
宮城県 塩竃市 塩竃市 トランシーバ他備品の整備 1,000
栃木県 足利市 足利市 防災訓練用備品の整備 1,000
埼玉県 三郷市 三郷市 AEDトレーナー他備品の整備 1,000
東京都 墨田区 墨田区 防災訓練用備品の整備 900
東京都 目黒区 目黒区 防災訓練用備品の整備 400
東京都 江戸川区 江戸川区 トランシーバ他備品の整備 1,000
東京都 八王子市 八王子市 防災訓練用備品の整備 200

神奈川県 海老名市 海老名市 活動服の整備 300
神奈川県 湯河原町 湯河原町 AEDトレーナー他備品の整備 1,000
富山県 砺波市 砺波市 防災訓練用備品の整備 900
長野県 喬木村 喬木村 活動服の整備 700
愛知県 瀬戸市 瀬戸市 防災訓練用備品の整備 1,000
愛知県 稲沢市 稲沢市 防災訓練用備品の整備 800
京都府 綾部市 綾部市 防災訓練用備品の整備 400
大阪府 和泉市 和泉市 防災訓練用備品の整備 800
大阪府 － 枚方寝屋川消防組合 活動服の整備 1,000
兵庫県 尼崎市 尼崎市 防災訓練用備品の整備 900
鳥取県 米子市 米子市 AEDトレーナー他備品の整備 700
岡山県 － 笠岡地区消防組合 活動服の整備 1,000
香川県 高松市 高松市 防災訓練用備品の整備 900
愛媛県 西予市 西予市 活動服の整備 1,000
愛媛県 久万高原町 久万高原町 防災訓練用備品の整備 1,000
福岡県 みやま市 みやま市 活動服の整備 1,000
福岡県 － 久留米広域市町村圏事務組合 防災訓練用備品の整備 1,000
佐賀県 － 伊万里・有田消防組合 防災訓練用備品の整備 1,000
長崎県 佐世保市 佐世保市 活動服の整備 1,000
熊本県 － 水俣芦北広域行政事務組合 防災訓練用備品の整備 800

鹿児島県 指宿市 指宿市 防災訓練用備品の整備 1,000
合計 33団体 28,200
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平成２８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 旭川市 神楽宮前地区市民委員会 神楽宮前地区青少年育成事業 400

北海道 西興部村 西興部村 西興部村小中学校児童生徒健全育成事業 300

青森県 横浜町 吹越子ども会育成会 農業体験等による親子絆ふれあい交流事業 1,000

宮城県 名取市 愛島地区青少年健全育成会 食文化・食の安全を学ぶ親子参加農業体験 300

宮城県 大崎市 古川まちづくり協議会 親子ふれあいフェスティバル 300

秋田県 横手市 横手おやこ劇場
花咲かせ☆子どもの芸術体験ひろば２０１
６

1,000

東京都 葛飾区 新小岩南地域まちづくり協議会 親子和太鼓体験教室 500

東京都 東大和市 東大和市おやじの会連合会 ～親子バスケットボール～夢教室開催 1,000

新潟県 十日町市
特定非営利活動法人　越後妻有里山協働
機構

アートなビオトープ・ワークショッププロ
グラム

700

富山県 滑川市 滑川市 親子で楽しむワークショップ 1,000

福井県 坂井市 青少年育成坂井市民会議 「親子で学ぶ心の教育講演会」開催 1,000

山梨県 大月市 猿橋保勝会 親子表札作り教室並びに展示発表会 700

山梨県 北杜市 北杜市 親子「オリジナルグラス作り教室」 700

長野県 千曲市 元気お届け隊 親子で教えあう健康増進講座 1,000

静岡県 清水町 清水町 親子アーティスト体験教室 1,000

愛知県 小牧市 桃花台区長会 親子交流イベント　IN　桃花台まつり 800

三重県 桑名市 芳ヶ崎自治会
柴田美香さんの「夢をかなえるわくわく
講座」

900

三重県 菰野町 菰野町 親子でチャレンジ「ななろのご」 1,000

奈良県 桜井市 桜井市 地元食材を使って、親子で学ぶマナー教室 1,000

奈良県 三宅町 三宅町 木育キャラバン応援隊！ 900

和歌山県 広川町 広川町 小中学校児童生徒による芸術鑑賞事業 1,000

島根県 浜田市 特定非営利活動法人　浜田おやこ劇場 「けん玉公演－遊びから学ぶ－」企画開催 700

徳島県 つるぎ町 つるぎ町 親子ふれあい体験事業 1,000

高知県 土佐市 土佐市 土佐市夏休み合宿～自然体験ツアー～ 500

長崎県 長崎市 日見中学校区青少年育成協議会 日見育成協祭り 300

鹿児島県 伊仙町 伊仙町社会教育課 親子チャレンジ教室 1,000

沖縄県 本部町 本部町子ども会育成連絡協議会 親子でわくわく科学体験教室 800

合計 27団体 20,800
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平成２８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 東神楽町 東神楽町 公共施設のバリアフリー化 5,000
青森県 八戸市 八戸市 公共施設のバリアフリー化 10,000
秋田県 鹿角市 鹿角市 バリアフリー車両の整備 4,300
山形県 河北町 河北町 公共施設のバリアフリー化 10,000
福島県 郡山市 郡山市 バリアフリー車両の整備 9,700
茨城県 高萩市 高萩市 公共施設へのユニバーサルデザイン遊具の整備 10,000
栃木県 鹿沼市 鹿沼市 バリアフリー車両の整備 6,300
群馬県 上野村 上野村 公共施設への健康増進備品の整備 3,500
埼玉県 上尾市 上尾市 市民体操の考案事業 2,000
千葉県 八街市 八街市 バリアフリー車両の整備 10,000
東京都 福生市 福生市 公共施設のバリアフリー化 2,300

神奈川県 真鶴町 真鶴町 バリアフリー車両の整備 10,000
新潟県 長岡市 長岡市 移住者向け子育て応援プロジェクト事業 4,700
富山県 朝日町 朝日町 バリアフリー車両の整備 10,000
石川県 白山市 白山市 「共生の地域づくり」推進事業 4,900
長野県 木曽町 木曽町 公共施設のバリアフリー化 10,000
岐阜県 池田町 池田町 公共施設へのユニバーサルデザイン遊具の整備 10,000
静岡県 富士宮市 富士宮市 移動図書館車両の整備 10,000
愛知県 刈谷市 刈谷市 公共施設のバリアフリー化 1,900
三重県 桑名市 桑名市 地域包括ケアシステム構築に向けたワークショップ開催 5,000
京都府 南山城村 南山城村 バリアフリー車両の整備 7,300
大阪府 忠岡町 忠岡町 公共施設のバリアフリー化 1,800
兵庫県 香美町 香美町 バリアフリー車両の整備 5,100
奈良県 大淀町 大淀町 移動式授乳室設置事業 1,200

和歌山県 串本町 串本町 公共施設へのユニバーサルデザイン遊具の整備 8,000
鳥取県 米子市 米子市 バリアフリー車両の整備 10,000
島根県 松江市 松江市 「共生の地域づくり」推進事業 1,700
岡山県 倉敷市 倉敷市 公共施設のバリアフリー化 10,000
広島県 坂町 坂町 バリアフリー車両の整備 8,100
徳島県 東みよし町 東みよし町 バリアフリー車両の整備 7,700
香川県 観音寺市 観音寺市 バリアフリー車両の整備 10,000
愛媛県 松山市 松山市 移動図書館車両の整備 10,000
高知県 香南市 香南市 公共施設のバリアフリー化 600
福岡県 久留米市 久留米市 「共生の地域づくり」推進事業 600
佐賀県 基山町 基山町 公共施設へのユニバーサルデザイン備品の整備 10,000
長崎県 大村市 大村市 子育てサポート事業 1,200
熊本県 玉名市 玉名市 バリアフリー車両の整備 9,900
大分県 中津市 中津市 公共施設のバリアフリー化 8,200
宮崎県 諸塚村 諸塚村 公共施設のバリアフリー化 4,700

鹿児島県 錦江町 錦江町 バリアフリー車両の整備 9,100
合計 40団体 264,800
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平成２８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 富良野市 ＮＰＯ法人ふらの演劇工房
劇団チョコレートケーキ「地天ノ君」
公演

2,100

北海道 七飯町 七飯町文化協会 劇団東京乾電池「ただの自転車」公演 2,000
北海道 幕別町 ＮＰＯ法人まくべつ町民芸術劇場 下村由理恵バレエアンサンブル公演 2,000
青森県 鶴田町 鶴田アートフェスティバル実行委員会 伝承アートフェスティバル 1,500

岩手県 盛岡市 盛岡市文化振興事業団
第6回盛岡劇場「劇団モリオカ市民」公
演『あの年盛岡2011』

3,900

岩手県 大船渡市 大船渡市
わらび座　舞楽詩「風の又三郎」大船
渡公演

1,600

岩手県 北上市 北上市
ピアノ「ファツィオリ」を使った芸術
環境づくり事業

1,900

宮城県 加美町 加美町中新田文化会館
バッハホール開館35周年記念事業「ヨ
ハネ受難曲」演奏会

4,100

秋田県 三種町 三種ミュージカル実行委員会 三種ミュージカル 2,600

福島県 いわき市 いわき芸術文化交流館
アリオスワールドミュージックコレク
ション2016　スアールアグン

3,000

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・アートプロジェクト2016
大原美術館所蔵作品展「せぴろまの夢
まはマティスの夢」・アーティスト・
イン・レジデンス・in喜多方

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21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 創造郊外・インタビューリレー（仮） 5,000

栃木県 足利市
公益財団法人足利市みどりと文化・スポー
ツ財団

「足利カンマｰオーケスター」2016足利
創生活動

5,000

栃木県 下野市 復曲能「宍戸」公演実行委員会
下野薬師寺歴史館開館15周年記念事業
復曲能「宍戸」公演

3,500

群馬県 前橋市 アーツ前橋
アーツ前橋を核とした学校連携・市民
参画事業

1,300

埼玉県 川越市 川越市立美術館 池田幹雄×滝沢具幸　（仮） 3,400

埼玉県 秩父市 ちちぶオペラ実行委員会
ちちぶオペラ公演「ラ・ボエーム」開
催事業

600

千葉県 松戸市 松戸市教育委員会
（仮題）松戸神社神楽殿の佐竹派絵画
展

5,000

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

アートいちはら2016春 4,900

東京都 世田谷区 公益財団法人せたがや文化財団
開館30周年記念展ーコレクションの５つの
物語（仮称）

5,000

東京都 杉並区 ＮＰＯ法人劇場創造ネットワーク 『ピノキオ（仮）』 5,000

東京都 調布市 調布市せんがわ劇場イベント実行委員会
せんがわシアター121（仮称）海外戯曲
リーディング公演

4,000

神奈川県 逗子市 逗子文化プラザパートナーズ 人形浄瑠璃 文楽 逗子公演 1,400

新潟県 十日町市 十日町市
アーティストが発見する里山の歳時記
展事業（仮称）

5,000

新潟県 上越市 上越市
上越市市制45周年記念　市民創作劇
高田瞽女唄芝居「かわいがらんせ」

1,900

富山県 小矢部市 （公財）クロスランドおやべ おやべ鉄道王国with中井精也 2,600
富山県 入善町 （公財）入善町文化振興財団 コスモホール開館30周年記念演奏会 3,300

福井県 あわら市 公益財団法人金津創作の森財団
アートドキュメント2016高橋匡太　森
のライトアートプロジェクト（仮称）

2,800

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

伝統芸能｢笛吹薪能｣ 3,200

長野県 松本市 一般財団法人　松本市芸術文化振興財団
Ciao！Bambini（チャオ！バンビーニ）
2016～こどもの庭～

5,000

長野県 上田市
サントミューゼ（上田市交流文化芸術セン
ター）

～連携オーケストラ～名古屋フィル
ハーモニー交響楽団演奏会

5,000

長野県 野沢温泉村 野沢温泉村 野沢温泉村文化発信事業（仮称） 1,900
岐阜県 多治見市 （公財）多治見市文化振興事業団 シエナ・スピリッツ 1,200
岐阜県 可児市 （公財）可児市文化芸術振興財団 地域の物語「MY TOWN可児」（仮称） 5,000

愛知県 豊橋市 公益財団法人豊橋文化振興財団
高校生と創る演劇「女子にしか言えな
い～プールの底で見た、わたしの幻灯
～」

5,000

愛知県 半田市 半田市教育委員会
セントラル愛知交響楽団ガラコンサー
ト in 雁宿ホール

4,200

愛知県 幸田町 幸田町文化振興協会
幸田ミュージカル2017「さよなら、ブ
ルーバード」

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）

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10回四日市市民オペラ「蝶々夫人」 3,400

三重県 伊賀市 公益財団法人伊賀市文化都市協会
伊賀市文化会館　開館25周年事業　大
阪フィルハーモニー交響楽団

3,000

滋賀県 高島市 高島市市民劇上演実行委員会
高島市の抱える課題を「市民の声」か
ら拾い上げ脚本化し、市民劇を実施す
る。

1,900

大阪府 豊中市 豊中市 オープニング・ガラ・コンサート 3,400

大阪府 枚方市 (公財)枚方市文化国際財団
ひらかたアルタイル　チェンバーオー
ケストラ　2016　特別演奏会(仮)

1,300

大阪府 富田林市 (公財)富田林市文化振興事業団
すばるホール開館25周年記念　すばる
クラシックファミリーコンサート

3,000

兵庫県 朝来市 朝来市
寺岡清高×須川展也×青島広志　大阪
交響楽団名曲セレクション2016

2,800

兵庫県 たつの市 たつの市立龍野歴史文化資料館 特別展　ひいなｰしにせの人形ｰ 5,000

奈良県 大淀町 大淀町
大淀町能楽プログラム～国民文化祭プ
レイベント・広めよう能楽の輪～

4,800

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×ダラブッカ公演から始まる”
心と心のふれあい”

900

和歌山県 橋本市 公益財団法人橋本市文化スポーツ振興公社 第18回ニューイヤーコンサート 1,600
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 3,300

島根県 浜田市 公益財団法人浜田市教育文化振興事業団
『スペース・アート展～現代美術の宇
宙基地～』（仮題）

3,600

島根県 安来市 安来市教育委員会 河井寛次郎没後50年記念事業 2,600

岡山県 笠岡市 笠岡市立竹喬美術館
特別展 「近代花鳥画の巨匠　榊原紫峰
展」

4,800

岡山県 勝央町 勝央町教育委員会
国府弘子スーパートリオ with 杏里
「素敵なジャズ・ナイト」

1,500

広島県 呉市 公益財団法人　呉市文化振興財団
こうの史代　マンガ・アニメで見る
「この世界の片隅に」のすべて展

2,100

広島県 福山市 公益財団法人　ふくやま芸術文化振興財団
リーデンローズ音楽宅配便及びコン
サート

1,900

広島県 熊野町 一般財団法人　筆の里振興事業団 SUMIの輝き～黒の表現者たち（仮称） 5,000

徳島県 海陽町 海陽町教育委員会
クラシックコンサートin海陽（仮称）
～豊かな自然・交流の郷・やすらぎと
ハーモニーの奏でる町～

5,000

香川県 高松市 高松市美術館 モダニズムの金工家　北原千鹿展 4,200
香川県 丸亀市 公益財団法人ミモカ美術振興財団 金氏徹平展（仮称） 5,000

香川県 東かがわ市 一般社団法人パペットナビゲート
地域芸術文化振興・文化資源活性事業
人形劇場とらまる座特別公演

2,200

愛媛県 久万高原町 町立久万美術館
町立久万美術館2016年度自主企画展
「風景画のゆくえ-松田正平・喜多村
知」（仮称）

2,600

高知県 高知市 公益財団法人高知市文化振興事業団 市川染五郎親子公演（仮題） 3,800
福岡県 直方市 公益財団法人直方文化青少年協会 やわらか狂言会 1,400

福岡県 新宮町 公益財団法人新宮町文化振興財団
そぴあしんぐう開館15周年記念事業
住民参加型ミュージカル『龍王との誓
い～相島積石塚群の謎～』

3,500

佐賀県 唐津市 合唱組曲「唐津」実行委員会 合唱組曲「唐津」演奏会 3,600

佐賀県 鹿島市
一般財団法人　鹿島市民立生涯学習・文化
振興財団

第3回えいぶる事業　邦楽ことはじめ
（仮称）

500

佐賀県 嬉野市 嬉野市文化振興事業実行委員会 未来へ繋ぐ”ふるさとの空” 900

長崎県 長崎市 長崎市 地域＆音楽の魅力発信事業 1,600

長崎県 諫早市 おと・ゆめ・ものがたり音楽会実行委員会 おと・ゆめ・ものがたり音楽会事業 2,600

熊本県 宇土市 ＮＰＯ法人宇土の文化を考える市民の会 熊本バレエ劇場「くるみ割り人形」 1,800

大分県 大分市 コンパルホール共同事業体
コンパルホール開館30周年記念　Xmas
ゴスペルコンサート

4,900

大分県 日田市 株式会社ケイミックス
日田市民文化会館パトリア日田10周年
記念事業「パトリア日田うたの祭典」

5,000

宮崎県 門川町 公益財団法人門川ふるさと文化財団 熱帯Jazz楽団　LIVE　IN　KADOGAWA 2,900
鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市 松本市美術館名品展(仮称) 5,000
鹿児島県 枕崎市 枕崎市 第1回　枕崎国際芸術賞展 4,300
鹿児島県 中種子町 中種子町 「ザ・デイサービスショー」 3,100

沖縄県 沖縄市 株式会社ミュージックウェーブ
オキナワエンターテインメントアトラ
クション　綾庭の宴

2,500

合計 78団体 248,500
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平成２８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国際理解推進分野

都道府県 市（区）町村 事業実施主体
助成決定額
（千円）

北海道 当別町 一般財団法人　スウェーデン交流センター 1,100

北海道 東川町 東川町国際文化交流協会 2,000

宮城県 美里町 美里町国際交流協会 2,000

岐阜県 大垣市 公益財団法人　大垣国際交流協会 800

愛媛県 内子町 公益財団法人　内子町国際交流協会 200

高知県 南国市 南国市国際交流協会 500

熊本県 天草市
特定非営利活動法人　インドに幼稚園
を作る会

1,100

小計 7団体 7,700

②多文化共生分野

都道府県 市（区）町村 事業実施主体
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

500

岩手県 北上市 一般社団法人　北上市国際交流協会 2,000

茨城県 筑西市 筑西市国際友好協会 1,600

群馬県 大泉町 大泉国際交流協会 1,000

千葉県 鴨川市 鴨川市国際交流協会 2,000

岐阜県 可児市 特定非営利活動法人　可児市国際交流協会 2,000

三重県 四日市市 ボランティアサークル　日本語茶屋 1,200

小計 7団体 10,300

合計 14団体 18,000
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平成２８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 滝川市 滝川市文化ゾーン活用事業実行委員会 滝川市文化ゾーン活用事業 2,000

北海道 真狩村 真狩村
地域資源を活用した真狩村魅力・発信
事業

2,000

青森県 八戸市 八戸市 工場アート八戸工場大学事業 2,000

山形県 上山市 上山市 上山市ふるさと回帰・移住ツアー事業 1,900

福島県 浪江町 赤宇木地区記録誌作成実行委員会 赤宇木地区記録誌作成事業 2,000

福島県 飯舘村 飯舘村文化財記録保存事業実行委員会 飯舘村文化財記録保存事業 2,000

栃木県 さくら市 さくら市 新たなコミュニティ形成事業 2,000

栃木県 壬生町 みぶの日実行委員会 ３２・みぶ・壬生の日事業 2,000

栃木県 高根沢町 高根沢町
駅の前のマーケットを活用した、地域
の人的資源の発掘・育成及びプロモー
ション事業

1,800

千葉県 銚子市 銚子ジオパーク推進協議会
銚子ジオパークを活用した観光地づく
り事業

1,400

東京都 港区 徳川吉宗公300周年事業実行委員会 徳川吉宗公300周年事業 2,000

東京都 調布市 調布市 調布まち活フェスタ事業 700

神奈川県 厚木市 厚木市 厚木市文化財案内マップ作成事業 1,100

神奈川県 大井町 大井町 おおいふるさと再発見事業 800

新潟県 十日町市 十日町市 雪と光と食のアートプロジェクト事業 2,000

富山県 黒部市
黒部ワンコイン・プロジェクト実行
委員会

「発車オーライ！電車・バスのうた」
制作プロジェクト事業

2,000

富山県 上市町 市姫キャラクター活用検討委員会 市姫キャラクター活用事業 2,000

富山県 射水市 全国絵本ミュージアム会議実行委員会 全国絵本ミュージアム会議事業 2,000

福井県 大野市 カスガ良縁団 良縁の樹魅力向上事業 2,000

福井県 鯖江市 うるしの里かわだまちづくり協議会 河和田くらしの祭典運営事業 1,700

長野県 大町市 信濃大町食とアートの廻廊実行委員会
信濃大町湧水の里回遊の仕組みづくり
事業

2,000

長野県 岡谷市 岡谷市 岡谷蚕糸博物館企画展事業 500

長野県 千曲市 千曲市 千曲市食の風土記編纂事業 1,900

岐阜県 土岐市 土岐市 美濃焼伝統文化保存及び活用事業 2,000

岐阜県 関市 関市 関市無形文化財伝統映像記録保存事業 2,000

静岡県 富士宮市 岳南地域の伝統文化を守る実行委員会
富士山『能楽』魅力発見プロジェクト
事業

1,500

静岡県 富士市 富士市
市制50周年記念事業『（仮称）富士市
の元気「ものづくり力」フェア』事業

2,000

静岡県 藤枝市 藤枝市 ふじえだ花回廊推進事業 2,000

愛知県 日進市 日進市 日進の民話影絵映像制作事業 2,000

三重県 名張市 名張市
名張市の魅力を再発見する写真イベン
ト事業

1,500

京都府 舞鶴市 舞鶴市 海を活かした遊覧船事業 2,000

大阪府 泉佐野市 泉佐野市 耕作放棄地を活用したコスモス園事業 2,000

大阪府 岸和田市 岸和田市
岸和田市丘陵地区ひと・まちネット
ワーク育成事業

2,000

奈良県 生駒市 生駒市
まんてんいこま魅力発信プロジェクト
事業

2,000

ア　地域資源活用助成事業
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和歌山県 田辺市 梅産業観光フェア実行委員会 「田辺の梅」普及事業 1,200

岡山県 井原市
美星空宙ガールズミーティング実行
委員会

２０１６美星空宙ガールズミーティン
グ事業

1,800

広島県 北広島町 北広島町
北広島町出身の画家「靉光」生誕110年
を記念した自画像展事業

2,000

広島県 府中町 府中町 府中町シティプロモーション推進事業 2,000

山口県 和木町
和木町四境の役150年祭記念行事実行
委員会

和木町四境の役１５０年祭記念事業 2,000

徳島県 小松島市 小松島市
魅力の発信　インバウンド小松島「お
もてなし」事業

2,000

香川県 丸亀市 丸亀市
スタジアムパブリックビューイング＆
映画フェス事業

2,000

愛媛県 西予市 野村町良質食品素材開発グループ 農産物を利用した良質素材開発事業 2,000

高知県 香美市 香美市
「文化の溜まるまち」香美市から～合
併10周年記念事業（仮）

1,800

福岡県 朝倉市 百人一首朝倉大会実行委員会
シンポジウム「あさくら天智悠久」２
０１６事業

2,000

福岡県 川崎町 川崎町文化で町おこし実行委員会 魚楽園春まつり事業 900

福岡県 大任町 大任町 「世界のカミキリムシ」展事業 2,000

佐賀県 多久市
平野棚田の田植え・稲刈り体験実行
委員会

地域資源を活かした地域活性化事業 1,300

熊本県 荒尾市 荒尾市 海達公子生誕１００年記念祭事業 2,000

熊本県 八代市 坂本住民自治協議会 球磨川再生シルバー事業 2,000

宮崎県 えびの市 ゆしったまらんプロジェクト委員会
えびの”ゆしったまらん”百景プロ
ジェクト事業

2,000

鹿児島県 鹿屋市 かのやマリンフェスタ実行委員会 かのやマリンフェスタ事業 2,000

鹿児島県 霧島市 霧島市
天降川川筋直し３５０年・宮内原用水
完成３００年記念事業

2,000

小計 52団体 93,800
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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）

北海道 安平町 安平町 安平町合併１０周年記念事業 2,000

茨城県 笠間市 かさましこ観光協議会
陶芸の里「かさましこ」ブランディン
グ事業

2,000

東京都 国分寺市 国分寺・府中観光振興連絡協議会 国分寺・府中合同クイズラリー事業 2,000

滋賀県 湖南市 湖南市
湖南市市民産業交流促進施設オープニ
ングイベント事業

2,000

京都府 与謝野町 大江山観光開発協議会
鬼退治伝説「大江山」の源流を辿る地
域魅力再発掘事業

1,400

奈良県 － 桜井宇陀広域連合 企画展　桜井宇陀広域連携展示事業 2,000

小計 6団体 11,400

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 下川町 下川町
地域商業再生コミュニティ施設整備事
業

10,000

山形県 新庄市 新庄市
新庄中心商店街にぎわい創出災害対策
音響設備整備事業

8,700

千葉県 佐倉市 佐倉市
ねぶた運行・展示による市内商店街活
性化事業

6,900

広島県 府中市 府中市 銀座通り商店街ＬＥＤ街路灯設置事業 9,900

愛媛県 四国中央市 四国中央市
川之江駅通り商店街・栄町商店街ＬＥ
Ｄイルミネーション装飾及び常夜灯設
置事業

9,900

高知県 須崎市 須崎市 古市町LED街路灯設置事業 10,000

小計 6団体 55,400

合計 64団体 160,600

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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