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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 42 92,500 0 0 18 19,000 2 1,000 1 4,600 3 7,300 0 0 3 5,600 69 130,000

2 青森県 51 105,800 1 15,000 9 11,800 1 700 1 10,000 2 6,600 2 2,700 2 4,000 69 156,600

3 岩手県 43 93,000 3 34,800 20 20,100 0 0 1 4,500 3 10,800 0 0 1 1,500 71 164,700

4 宮城県 46 100,300 3 36,600 14 16,300 1 300 1 2,200 1 1,200 0 0 1 2,000 67 158,900

5 秋田県 20 44,900 3 38,900 7 8,800 1 1,000 1 10,000 0 0 0 0 1 2,000 33 105,600

6 山形県 28 64,900 3 41,900 8 10,400 1 800 1 4,500 2 2,500 1 1,900 1 3,100 45 130,000

7 福島県 33 75,200 3 38,800 10 11,500 0 0 1 3,400 3 13,000 0 0 3 4,500 53 146,400

8 茨城県 30 68,900 1 10,000 7 9,600 0 0 1 10,000 1 4,000 0 0 3 5,600 43 108,100

9 栃木県 20 47,700 3 37,100 9 7,200 0 0 1 10,000 1 5,000 0 0 2 4,000 36 111,000

10 群馬県 23 50,600 3 45,000 10 11,600 2 1,400 1 400 2 4,800 0 0 4 15,300 45 129,100

11 埼玉県 62 142,200 3 41,200 12 15,400 0 0 1 9,900 3 7,000 0 0 2 11,900 83 227,600

12 千葉県 30 67,700 4 35,900 8 12,200 2 1,600 1 10,000 1 5,000 2 3,300 1 2,000 49 137,700

13 東京都 30 67,300 3 35,500 12 14,500 0 0 1 1,600 3 12,400 0 0 3 4,200 52 135,500

14 神奈川県 22 49,200 3 36,400 10 13,400 1 1,000 1 7,600 3 8,900 0 0 4 8,700 44 125,200

15 新潟県 47 105,300 4 44,900 7 10,700 0 0 0 0 3 7,400 1 2,000 1 2,000 63 172,300

16 富山県 29 66,600 3 44,400 9 10,900 1 1,000 1 10,000 2 8,300 1 2,000 2 5,700 48 148,900

17 石川県 20 43,200 3 39,900 13 15,700 0 0 1 4,900 1 2,700 0 0 1 700 39 107,100

18 福井県 25 52,300 3 45,000 11 16,400 1 800 1 10,000 3 6,100 0 0 0 0 44 130,600

19 山梨県 20 40,400 2 29,300 9 13,400 2 1,400 0 0 1 1,200 0 0 0 0 34 85,700

20 長野県 65 136,300 3 40,000 11 15,600 2 1,300 1 1,800 3 1,900 1 1,100 1 2,000 87 200,000

21 岐阜県 21 43,000 3 33,700 12 14,100 1 500 0 0 3 7,800 2 2,400 1 2,000 43 103,500

22 静岡県 38 84,000 2 21,000 8 10,400 1 400 0 0 1 2,200 0 0 2 1,900 52 119,900

23 愛知県 48 111,000 1 15,000 14 14,700 2 1,400 1 10,000 3 8,000 0 0 1 1,900 70 162,000

24 三重県 46 93,600 3 42,500 12 14,600 1 900 1 7,500 1 1,000 0 0 0 0 64 160,100

25 滋賀県 33 70,800 3 40,900 11 16,000 0 0 1 10,000 2 7,500 0 0 0 0 50 145,200

26 京都府 24 58,800 0 0 8 10,600 0 0 1 2,200 2 6,200 0 0 1 1,800 36 79,600

27 大阪府 23 53,200 3 39,100 14 14,500 0 0 1 10,000 3 7,200 0 0 3 5,900 47 129,900

28 兵庫県 26 60,300 3 42,900 11 15,400 0 0 1 7,700 3 10,000 0 0 0 0 44 136,300

29 奈良県 21 45,000 2 22,700 11 12,300 1 400 1 4,400 3 5,900 1 100 1 2,000 41 92,800

30 和歌山県 20 48,700 4 38,100 11 12,200 0 0 1 10,000 1 3,600 0 0 1 10,000 38 122,600

31 鳥取県 27 58,300 3 32,700 10 14,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 105,100

32 島根県 22 50,000 3 35,500 11 12,000 0 0 1 9,300 2 3,700 0 0 1 1,300 40 111,800

33 岡山県 28 60,100 1 8,000 12 12,900 0 0 1 2,300 3 4,300 0 0 3 5,900 48 93,500

34 広島県 33 67,600 1 6,900 14 17,300 2 1,300 1 1,800 3 10,800 0 0 1 1,400 55 107,100

35 山口県 20 45,700 2 16,300 10 15,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 77,300

36 徳島県 23 52,900 0 0 12 14,300 0 0 1 10,000 1 5,000 0 0 3 6,000 40 88,200

37 香川県 34 78,900 1 15,000 9 13,500 1 1,000 1 10,000 2 5,700 0 0 1 2,000 49 126,100

38 愛媛県 24 51,900 3 39,200 10 14,700 0 0 1 10,000 1 2,000 0 0 0 0 39 117,800

39 高知県 20 42,900 1 6,000 11 13,200 1 500 1 1,400 0 0 0 0 2 4,000 36 68,000

40 福岡県 40 88,300 3 41,000 12 12,900 2 1,300 1 10,000 1 2,600 1 1,800 3 6,000 63 163,900

41 佐賀県 20 40,900 4 44,300 10 9,900 1 300 1 10,000 2 6,300 0 0 0 0 38 111,700

42 長崎県 20 41,000 2 26,800 12 11,900 0 0 1 3,600 1 2,600 1 1,300 1 1,900 38 89,100

43 熊本県 30 67,500 4 45,000 10 10,600 0 0 1 10,000 0 0 1 1,700 1 4,200 47 139,000

44 大分県 20 46,400 4 44,400 9 11,200 1 1,000 1 10,000 2 8,800 0 0 0 0 37 121,800

45 宮崎県 27 60,100 3 39,600 15 17,300 0 0 1 4,700 1 1,000 0 0 2 11,600 49 134,300

46 鹿児島県 53 123,800 1 15,000 13 12,500 2 2,000 1 10,000 1 5,000 0 0 1 1,700 72 170,000

47 沖縄県 20 47,200 2 30,000 11 13,200 2 1,300 0 0 3 9,200 0 0 0 0 38 100,900

合計 1,447 3,206,200 116 1,432,200 517 626,100 35 24,600 40 280,300 86 242,500 14 20,300 65 156,300 2,320 5,988,500

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２７年度コミュニティ助成事業

(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２７年度コミュニティ助成事業
（一般コミュニティ助成事業）

都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成額

（千円）
北海道 函館市 石崎町会 パソコン他備品の整備 2,500
北海道 小樽市 小樽市長和町会 パソコン他備品の整備 2,500
北海道 釧路市 阿寒町花いっぱい運動推進委員会 耕うん機備品の整備 1,200
北海道 岩見沢市 太鼓衆　多仲や一門 太鼓の整備 2,500
北海道 苫小牧市 西町親交会 除雪機他備品の整備 2,400
北海道 稚内市 大黒・末広地区まちづくり委員会 簡易倉庫の整備 2,100
北海道 赤平市 赤平火太鼓保存会 太鼓の修繕 2,500
北海道 千歳市 福住町内会 テーブル他備品の整備 2,500
北海道 富良野市 瑞穂連合町内会 テント他備品の整備 1,100
北海道 伊達市 聖龍一門長生太鼓 太鼓他備品の整備 2,500
北海道 石狩市 浜益区連合町内会 アンプ他備品の整備 1,900
北海道 当別町 樺戸町内会 テーブル他備品の整備 2,500
北海道 新篠津村 中央自治区 テント他備品の整備 2,500
北海道 福島町 本町町内会 テント他備品の整備 2,500
北海道 知内町 前浜町内会 音響設備他備品の整備 2,500
北海道 木古内町 下町町内会 山車の修繕他備品の整備 2,500
北海道 八雲町 鳴神町内会 山車の修繕他備品の整備 2,500
北海道 江差町 田沢町内会 山車の修繕他備品の整備 1,500
北海道 上ノ国町 大留町内会 山車他備品の整備 2,500
北海道 厚沢部町 赤沼町町内会 袢纏他備品の整備 1,700
北海道 乙部町 元町第二町内会 山車の整備 2,500
北海道 せたな町 寿町町内会 山車の整備 2,500
北海道 ニセコ町 ニセコ町中央連合町内会 テント他備品の整備 2,400
北海道 仁木町 仁木町町内会連絡協議会 パソコン他備品の整備 1,200
北海道 余市町 余市町区会連合会 テント他備品の整備 2,300
北海道 上砂川町 上砂川町自治会連絡協議会 草刈り機他備品の整備 2,500
北海道 浦臼町 浦臼町連合町内会 テントの整備 2,500
北海道 新十津川町 新十津川町子供太鼓会「鼓狸」 太鼓の修繕他備品の整備 2,500
北海道 東神楽町 東神楽町市街振興協会 アンプ他備品の整備 2,400
北海道 美深町 美深町富岡自治会 テーブル他備品の整備 1,900
北海道 羽幌町 羽幌艶龍会 半纏他備品の整備 1,900
北海道 中頓別町 中頓別町自治会連合会 コミュニティ活動備品の整備 1,300
北海道 訓子府町 日出実践会 草刈り機の整備 1,800
北海道 大空町 大空町自治会連合会 テーブル他備品の整備 2,400
北海道 洞爺湖町 財田の太鼓台（ちょうさ）を担ぐ会 太鼓の修繕 2,500
北海道 上士幌町 ナイタイ高原太鼓サークル「響」 太鼓の修繕 2,500
北海道 芽室町 芽室町郷土芸能メムオロ太鼓保存会 太鼓の修繕 1,400
北海道 本別町 本別町自治会連合会 テント他備品の整備 2,500
北海道 釧路町 河畔町内会 ステージ他備品の整備 2,500
北海道 浜中町 浜中東南連合会 テント他備品の整備 2,500
北海道 標津町 標津地区町内会連合会 テーブル他備品の整備 1,600
北海道 羅臼町 羅臼町連合町内会 テント他備品の整備 2,500
青森県 青森市 下町町会 除雪機の整備 2,200
青森県 青森市 県営平和台町会 除雪機他備品の整備 2,000
青森県 青森市 合浦二丁目町会 クリーンボックス他備品の整備 1,000
青森県 弘前市 外瀬町会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
青森県 八戸市 桜ヶ丘四丁目町内会 テント他備品の整備 2,300
青森県 八戸市 岬台地区連合町内会 紅白幕他行事用備品の整備 2,000
青森県 八戸市 島守第十区自治会 テント他備品の整備 1,700
青森県 八戸市 第二高館町内会 音響設備他備品の整備 2,100
青森県 八戸市 是川四丁目町内会 除雪機他備品の整備 2,200
青森県 八戸市 江陽四丁目第一町内会 プロジェクター他備品の整備 1,400
青森県 八戸市 東坂ノ上町内会 除雪機他備品の整備 1,400
青森県 八戸市 湊高台四丁目町内会 芝刈機他備品の整備 1,100
青森県 黒石市 上十川地区振興協議会 除雪機他備品の整備 2,500
青森県 五所川原市 稲実団地町内会 ステージ他備品の整備 2,500
青森県 十和田市 七郷町内会 エアコン他備品の整備 2,400
青森県 十和田市 泉田町内会 冷蔵庫他備品の整備 2,500
青森県 三沢市 三沢市連合町内会 町内会活動活性化視聴覚備品整備事業 2,500
青森県 むつ市 大平町内会 ネブタ台車他備品の整備 2,500
青森県 むつ市 滝山地区会 簡易倉庫他備品の整備 1,700
青森県 むつ市 緑ヶ丘町内会 除雪機他備品の整備 1,100
青森県 つがる市 林自治会 発電機他備品の整備 2,500
青森県 つがる市 山田自治会 除雪機他備品の整備 2,000
青森県 平川市 尾崎町会 祭り関連備品の整備 2,400
青森県 平川市 町居町会 祭り関連備品の整備 2,500
青森県 平内町 茂浦町内会 クリーンボックス整備事業 2,500
青森県 平内町 浦田町内会 祭り関連備品の整備 1,500
青森県 今別町 二股地区 除雪機他備品の整備 2,500
青森県 外ヶ浜町 中浜地区会 発電機他備品の整備 1,500
青森県 外ヶ浜町 ひばり団地町内会 除雪機他備品の整備 1,700
青森県 鰺ヶ沢町 小夜ヶ丘町内会 発電機他備品の整備 2,100
青森県 深浦町 舮作自治会 除雪機他備品の整備 1,400
青森県 藤崎町 常盤地区コミュニティ協議会 ストーブ他備品の整備 1,800
青森県 藤崎町 藤崎町新町町内会 ネブタ台車他備品の整備 2,500
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都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成額

（千円）
青森県 大鰐町 居土区会 エアコン他備品の整備 2,500
青森県 大鰐町 森山区会 エアコン他備品の整備 2,400
青森県 大鰐町 虹貝新田区会 エアコン他備品の整備 2,500
青森県 鶴田町 鶴田町 ネブタ台車他備品の整備 2,000
青森県 中泊町 中泊活ハマクラブ テント他備品の整備 2,500
青森県 野辺地町 下袋町自治会 除雪機他備品の整備 1,200
青森県 七戸町 南浦町内会 祭り関連備品の整備 2,500
青森県 六戸町 上町町内会 祭り関連備品の整備 1,700
青森県 横浜町 吹越町内会 音響設備他備品の整備 2,500
青森県 東北町 東北町 ごみ収集箱設置 2,500
青森県 六ヶ所村 倉内自治会 カラオケ機材他備品の整備 2,500
青森県 おいらせ町 堀切川町内会 簡易倉庫他備品の整備 2,400
青森県 東通村 尻労部落会 コミュニティ活動備品の整備 1,200
青森県 佐井村 原田共済会 祭り関連備品の整備 2,200
青森県 三戸町 城南町内会 音響設備他備品の整備 1,500
青森県 南部町 苫米地後町内会 テント他備品の整備 2,400
青森県 階上町 赤保内行政区 テーブル他備品の整備 2,400
青森県 新郷村 川代地区振興会 チェンソー他備品の整備 2,500
岩手県 盛岡市 上米内地区活動推進協議会 コピー機他備品の整備 1,400
岩手県 盛岡市 もりおか八幡界隈まちづくりの会 テーブル他備品の整備 2,500
岩手県 宮古市 ＷＡＲＡＤＵＫＡ ステージの整備 2,500
岩手県 宮古市 花輪自治会 除雪機他備品の整備 2,500
岩手県 大船渡市 金津流浦浜獅子躍保存会 祭礼用具の整備 2,500
岩手県 大船渡市 川原鎧剣舞保存会 祭礼用具の整備 2,500
岩手県 花巻市 中組 山車他備品の整備 2,500
岩手県 花巻市 豊沢町振興会 エアコン他備品の整備 1,700
岩手県 北上市 横川目1区自治会 御輿の整備 1,600
岩手県 久慈市 横沼町内会 冷蔵庫他備品の整備 1,500
岩手県 久慈市 寺里町内会 テレビ他備品の整備 2,500
岩手県 久慈市 巽町町内会 太鼓他備品の整備 1,000
岩手県 遠野市 上郷町地域づくり連絡協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
岩手県 一関市 富沢神楽保存会 太鼓他備品の整備 2,500
岩手県 一関市 下大籠南部神楽保存会 祭礼用具他備品の整備 2,400
岩手県 釜石市 橋野鹿踊り・手踊り保存会 祭礼用具他備品の整備 2,500
岩手県 二戸市 金田一ナニャトヤラ保存会 祭礼用具他備品の整備 2,500
岩手県 二戸市 川又地域振興会 テント他備品の整備 2,500
岩手県 八幡平市 八幡平市寺田地域振興協議会 除雪機の整備 1,400
岩手県 奥州市 木細工地区教育振興会 除雪機の整備 1,700
岩手県 滝沢市 法誓寺自治会 テーブル他備品の整備 1,600
岩手県 雫石町 特定非営利活動法人しずくいし コミュニティ活動備品の整備 2,300
岩手県 葛巻町 下冬部七ッ物保存会 祭礼用具他備品の整備 2,400
岩手県 岩手町 み組 山車修繕他備品の整備 2,500
岩手県 紫波町 山屋夢楽づくり実行委員会 テント他備品の整備 2,500
岩手県 西和賀町 さわうち太鼓百年座 太鼓の整備 1,100
岩手県 金ヶ崎町 千貫石自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,000
岩手県 大槌町 松の下大神楽 祭礼用具他備品の整備 1,500
岩手県 大槌町 吉里吉里虎舞講中 祭礼用具他備品の整備 2,100
岩手県 大槌町 赤浜公民館事業推進協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
岩手県 大槌町 大ケ口団地自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
岩手県 岩泉町 下町部落会 除雪機他備品の整備 2,500
岩手県 岩泉町 権現岩谷自治会 発電機他備品の整備 1,300
岩手県 岩泉町 二升石区自治会 ﾃｰﾌﾞﾙ他備品の整備 2,500
岩手県 田野畑村 巣合自治会 除雪機の整備 2,300
岩手県 田野畑村 島越自治親交会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
岩手県 九戸村 二ツ家虎舞連中 コミュニティ活動備品の整備 2,500
岩手県 洋野町 横手部落会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
岩手県 洋野町 棚場部落会 除雪機他備品の整備 2,400
岩手県 洋野町 阿子木地区会青年部会 ﾃｰﾌﾞﾙ他備品の整備 2,000
岩手県 洋野町 舘山地区会 除雪機の整備 2,500
岩手県 一戸町 中里地区振興会 除雪機の整備 2,000
岩手県 一戸町 奥中山第一地区自治会 除雪機の整備 2,400
宮城県 石巻市 流留町内会 冷暖房機器他備品の整備 1,600
宮城県 石巻市 道的地区会 複写機他備品の整備 2,300
宮城県 石巻市 沖行政区 ミーティングテーブル他備品の整備 2,500
宮城県 石巻市 馬鞍自治会 イベント用機材他備品の整備 2,100
宮城県 塩竃市 みのが丘地区町内会 テント他備品の整備 2,300
宮城県 塩竃市 東塩釜町内会 折りたたみテーブル他備品の整備 1,700
宮城県 塩竃市 千賀の台町内会 折り畳みテーブル他備品の整備 2,500
宮城県 気仙沼市 小鯖自治会 移動用放送設備他備品等の整備 2,400
宮城県 気仙沼市 長磯浜自治会 会議用テーブル他備品の整備 2,100
宮城県 気仙沼市 森前林自治会 会議用テーブル他備品等の整備 2,500
宮城県 気仙沼市 上沢一区自治会 会議用テーブル他備品の整備 1,500
宮城県 名取市 手倉田八幡南町内会 テント他備品の整備 2,400
宮城県 名取市 田高町西町内会 テント他備品の整備 2,500
宮城県 角田市 東根地区振興協議会 太鼓他備品の整備 1,800
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宮城県 多賀城市 桜木中区町内会 発電機他備品の整備 2,500
宮城県 多賀城市 高橋東一区町内会 ミキサー他備品の整備 2,500
宮城県 多賀城市 八幡上一区町内会 液晶テレビ他備品の整備 2,500
宮城県 岩沼市 亀塚団地町内会 会議用テーブル他備品の整備 1,500
宮城県 登米市 佐沼地区コミュニティ推進協議会 デジタルビデオカメラ他備品の整備 2,200
宮城県 登米市 海上連区 グラウンドゴルフ用品他備品の整備 2,300
宮城県 登米市 前舟橋町内会 ＤＶＤプレーヤー他備品の整備 1,600
宮城県 栗原市 大目地区コミュニティ推進協議会 太鼓他備品の整備 2,400
宮城県 栗原市 大崩会 エアコン他備品の整備 2,000
宮城県 東松島市 赤井地区自治協議会 テント他備品の整備 2,500
宮城県 大崎市 三本木坂本区 会議イス他備品の整備 1,300
宮城県 大崎市 西大崎地域自治協議会 音響設備他備品の整備 2,500
宮城県 蔵王町 東根区自治会 エアコン他備品の整備 2,500
宮城県 七ヶ宿町 峠田自治会 太鼓他備品の整備 2,400
宮城県 大河原町 金ケ瀬5区 会議用テーブル他備品の整備 2,300
宮城県 柴田町 槻木地域づくり推進協議会 音響機器他備品整備 2,200
宮城県 柴田町 西船迫四丁目町内会 エアコン他備品の整備 2,400
宮城県 川崎町 川崎町 折り畳みテーブル他備品の整備 2,500
宮城県 丸森町 大内山伏神楽保存会 神楽用衣装の整備 1,400
宮城県 亘理町 倭多里道の会 太鼓他備品の整備 2,500
宮城県 山元町 花釜区 区民センター備品の整備 2,300
宮城県 七ヶ浜町 七ヶ浜汐見太鼓 太鼓他備品の整備 2,500
宮城県 利府町 利府町 除雪機の整備 1,800
宮城県 利府町 青葉台町内会 エアコン他備品の整備 2,500
宮城県 大郷町 大松沢地区コミュニティ推進協議会 コミュニティセンター備品の整備 1,600
宮城県 富谷町 明石台第七町内会 音響機器他備品の整備 2,500
宮城県 富谷町 日吉台二丁目町内会 屋外用テーブル他備品の整備 2,400
宮城県 大衡村 衡中東行政区 テーブル他備品の整備 2,500
宮城県 加美町 賀美石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
宮城県 涌谷町 小里地区自治会 音響設備他備品整備 2,500
宮城県 美里町 不動堂5区行政区 会議用テーブル他備品の整備 1,500
宮城県 美里町 中埣ニ区自治会 エアコン他備品の整備 1,500
秋田県 秋田市 河辺の郷自治協議会 コピー機他備品の整備 2,500
秋田県 秋田市 外旭川地区コミュニティセンター運営委員会 パソコン他備品の整備 1,600
秋田県 能代市 浅内自治会 太鼓他備品の整備 2,500
秋田県 横手市 御嶽清流太鼓保存会 太鼓の整備 2,300
秋田県 横手市 栄町自治会 神輿他備品の整備 2,200
秋田県 大館市 長根山町内会 太鼓他備品の整備 2,100
秋田県 湯沢市 皆瀬地域自治組織 発電機他備品の整備 2,500
秋田県 鹿角市 丁内自治会 暖房器具他備品の整備 2,500
秋田県 鹿角市 平元地区コミュニティ推進委員会 ステージ他備品の整備 2,500
秋田県 由利本荘市 小菅野集落 遊具の整備 2,400
秋田県 潟上市 羽立二自治会 放送設備等備品の整備 2,500
秋田県 大仙市 大仙市（協和支所） テント他備品の整備 1,800
秋田県 仙北市 田沢地域運営体「荷葉」 コミュニティ活動備品整備 1,700
秋田県 藤里町 矢坂地区活動推進協議会 太鼓他備品の整備 2,200
秋田県 八峰町 滝ノ間自治会 プロジェクター他備品の整備 2,500
秋田県 五城目町 湯ノ又町内会 エアコン他備品の整備 2,500
秋田県 八郎潟町 八郎潟町 テントの整備 1,800
秋田県 大潟村 大潟村自治会長連絡協議会 東屋の整備 1,900
秋田県 美郷町 六郷カマクラ保存会 祭礼用具備品の整備 2,400
秋田県 東成瀬村 岩井川地区コミュニティ推進委員会 除雪機他備品の整備 2,500
山形県 山形市 大曽根地区振興会 音響設備他備品の整備 2,500
山形県 鶴岡市 宮名自治会 テーブル他備品の整備 1,700
山形県 鶴岡市 すず風自治会 テント他備品の整備 2,500
山形県 鶴岡市 下山添地区自治会 遊具の整備 2,500
山形県 酒田市 郡鏡・山谷コミュニティ振興会 テント他備品の整備 2,300
山形県 酒田市 大沢コミュニティ振興会 テント他備品の整備 2,500
山形県 酒田市 宮野浦学区コミュニティ振興会 テント他備品の整備 2,400
山形県 新庄市 清水川町若連 コミュニティ活動備品の整備 2,500
山形県 上山市 石崎2地区自治会 ＬＥＤ防犯灯の整備 2,500
山形県 上山市 上山市東地区公民館運営協議会 エアコン他備品の整備 2,500
山形県 上山市 中生居地区会 除雪機の整備 2,000
山形県 村山市 村山戸沢まちづくり協議会 音響設備他備品の整備 2,300
山形県 長井市 四ツ谷地区 テーブル他備品の整備 1,900
山形県 天童市 藤内新田子供育成会 神輿の整備 1,500
山形県 南陽市 赤湯清水町区 除雪機の整備 2,200
山形県 山辺町 要害子供会 神輿他備品の整備 2,500
山形県 中山町 大字金沢自治会 エアコン他備品の整備 2,400
山形県 河北町 溝延地区振興協議会 テーブル他備品の整備 2,500
山形県 最上町 黒澤餅搗唄保存会 祭礼用具他備品の整備 2,500
山形県 舟形町 紫山町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
山形県 真室川町 上小又地区自治会 除雪機他備品の整備 2,400
山形県 鮭川村 下絵馬河地区自治会 テレビ他備品の整備 1,400
山形県 戸沢村 角川太鼓を育てる会 太鼓他備品の整備 2,500
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山形県 高畠町 大町一区 ＬＥＤ防犯灯の整備 2,500
山形県 川西町 下小松獅子舞保存会 祭礼用具他備品の整備 2,500
山形県 白鷹町 貝生区 音響設備他備品の整備 2,500
山形県 飯豊町 高峰地区協議会 除雪機他備品の整備 2,500
山形県 庄内町 庄内町第一学区地域づくり会議 テント他備品の整備 2,500
福島県 福島市 野田町西部町会 太鼓他備品の整備 2,200
福島県 郡山市 下高玉共栄会 太鼓他備品の整備 2,400
福島県 いわき市 三和町地域振興協議会 山車他備品の整備 2,500
福島県 白河市 飯沢金勝寺地区青年会 太鼓他備品の整備 2,200
福島県 須賀川市 芦田塚町内会 御輿他備品の整備 1,300
福島県 喜多方市 北町町内会 ＬＥＤ防犯灯の整備 2,500
福島県 二本松市 和紙の里和雅美太鼓 太鼓他備品の整備 2,500
福島県 田村市 あぶくま太鼓『紅組』 和太鼓他備品の整備 2,500
福島県 南相馬市 泉行政区 テレビ他備品の整備 1,500
福島県 伊達市 宮本町内会 コミュニティ備品の整備 2,500
福島県 川俣町 福沢自治会 やぐら他備品の整備 1,900
福島県 下郷町 姫川区 ＬＥＤ防犯灯の整備 2,500
福島県 只見町 只見若衆会 やぐらの整備 2,500
福島県 南会津町 丹藤区 和太鼓他備品の整備 1,300
福島県 北塩原村 剣ヶ峯自治会 ＬＥＤ防犯灯等の整備 2,500
福島県 西会津町 上野尻自治区 ＬＥＤ防犯灯の整備 2,200
福島県 磐梯町 大寺区連合会 ＬＥＤ防犯灯の整備 2,500
福島県 猪苗代町 木地小屋区 ＬＥＤ防犯灯の整備 2,500
福島県 会津坂下町 広瀬地区地域づくり協議会 電気釜他備品の整備 1,100
福島県 柳津町 細越地区 ＬＥＤ防犯灯の整備 2,500
福島県 三島町 滝谷地区 祭り用備品の整備 2,300
福島県 昭和村 佐倉区 ＬＥＤ防犯灯の整備 2,500
福島県 会津美里町 仲町自治区協議会 ＬＥＤ防犯灯の整備 2,500
福島県 中島村 元村豊年盆踊り保存会 物置他備品の整備 1,900
福島県 矢吹町 神田区 櫓他備品の整備 2,500
福島県 塙町 常豊地区行政区連合会 街路灯の整備 2,500
福島県 石川町 双里行政区 ＬＥＤ防犯灯の整備 2,500
福島県 玉川村 玉川村 テントの整備 2,500
福島県 古殿町 鎌田区 やぐら他備品の整備 2,400
福島県 三春町 荒町町内会 ＬＥＤ防犯灯の整備 2,500
福島県 小野町 たかむら音頭保存会 長胴太鼓他備品の整備 2,500
福島県 川内村 川内村 エアコンの整備 2,500
福島県 双葉町 標葉せんだん太鼓保存会 太鼓の整備 2,500
茨城県 水戸市 新住吉町内会 刈り払い機他備品の整備 2,500
茨城県 日立市 大沼学区コミュニティ推進会 お祭り用備品の整備 2,300
茨城県 土浦市 永井地区 お祭り用備品の整備 2,500
茨城県 古河市 久能せせらぎ行政区 ノートパソコン他備品の整備 2,000
茨城県 石岡市 染谷区 お祭り用備品の整備 2,500
茨城県 龍ヶ崎市 南が丘自治会 会議用テーブル他備品の整備 2,200
茨城県 下妻市 田町自治会 山車の整備 2,500
茨城県 常総市 根新田町内会 屋外掲示板他備品の整備 2,300
茨城県 常陸太田市 賀美を愛する会 会議用テーブル他備品の整備 2,500
茨城県 北茨城市 大津仲町区 お祭り用備品の整備 2,000
茨城県 笠間市 稲荷町町内会 お祭り用備品の整備 2,500
茨城県 取手市 永山区町内会 会議用テーブル他備品の整備 2,500
茨城県 牛久市 第8岡見行政区 折りたたみテーブル他備品の整備 2,500
茨城県 つくば市 神谷森区会 子ども神輿他備品の整備 2,500
茨城県 鹿嶋市 三笠地区まちづくり委員会 ステージ他備品の整備 2,500
茨城県 潮来市 大生原おやじの会 お祭り用備品の整備 2,500
茨城県 守谷市 上坪農村集落センター運営委員会 エアコン他備品の整備 1,300
茨城県 那珂市 中之内自治会 防犯灯他備品の整備 1,600
茨城県 筑西市 辻自治会 エアコン他備品の整備 2,400
茨城県 稲敷市 西代区 ブランコ他遊具の整備 2,400
茨城県 かすみがうら市逆西九区 お祭り用備品の整備 2,500
茨城県 桜川市 真壁御囃子保存会　常陸真壁はやし連 お祭り用備品の整備 1,200
茨城県 神栖市 知手中央仲町行政区 神輿の整備 2,500
茨城県 行方市 浜区 緞帳幕他備品の整備 2,500
茨城県 鉾田市 古宿区 お祭り用備品の整備 2,500
茨城県 つくばみらい市つくばみらい市 テント他備品の整備 2,000
茨城県 小美玉市 小美玉市まちづくり組織連絡会 パソコン他備品の整備 2,500
茨城県 茨城町 神谷区 エアコン他備品の整備 2,200
茨城県 阿見町 阿見町 プロジェクター他備品の整備 2,500
茨城県 五霞町 五霞町行政区協力員連絡会 ユーピンポロ艇他備品の整備 2,500
栃木県 宇都宮市 戸祭地区まちづくり協議会 パネル他備品の整備 2,500
栃木県 佐野市 植野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 佐野市 会沢活き活きまちづくり推進協議会 テント他備品の整備 2,500
栃木県 鹿沼市 末広町自治会 祭礼備品の整備 2,500
栃木県 鹿沼市 鳥居跡町自治会 祭り用ゆかた他備品の整備 1,800
栃木県 日光市 日光地域自治会長会 テレビ他備品の整備 2,500
栃木県 小山市 鏡自治会 太鼓他備品の整備 1,900
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栃木県 真岡市 二宮地区地域公民館連絡協議会 テント他備品の整備 2,500
栃木県 大田原市 与一太鼓 太鼓他備品の整備 2,500
栃木県 大田原市 荒町・荒和志お囃子会 太鼓他備品の整備 2,500
栃木県 那須塩原市 中央地区コミュニティ運営委員会 テント他備品の整備 2,500
栃木県 那須烏山市 南大和久自治会 太鼓他備品の整備 2,500
栃木県 那須烏山市 下境自治会 太鼓他備品の整備 2,500
栃木県 下野市 下野市仁良川コミュニティセンター運営協議会 テント・発電機他備品の整備 2,500
栃木県 下野市 下野市グリーンタウンコミュニティ推進協議会 エアコン他備品の整備 2,500
栃木県 上三川町 本郷北コミュニティ推進協議会 音響設備他備品の整備 2,300
栃木県 益子町 本郷自治会 エアコン他備品の整備 2,300
栃木県 益子町 内町町内会 エアコン他備品の整備 2,300
栃木県 茂木町 大町行政区 提灯他備品の整備 2,500
栃木県 塩谷町 玉生宿まちづくり推進委員会 太鼓他備品の整備 2,100
群馬県 前橋市 永明地区自治会連合会 テント他備品の整備 2,500
群馬県 桐生市 第4区自治会 冷蔵庫他備品の整備 1,600
群馬県 桐生市 第16区自治会 エアコンの整備 2,500
群馬県 伊勢崎市 リバータウン広瀬区 エアコン他備品の整備 2,500
群馬県 沼田市 材木町区 エアコン他備品の整備 1,000
群馬県 館林市 北成島区 エアコン他備品の整備 1,600
群馬県 渋川市 赤城地区自治会連合会 エアコン他備品の整備 1,200
群馬県 藤岡市 鬼石地区区長会 テント他備品の整備 2,500
群馬県 富岡市 仲町区 山車の整備 2,500
群馬県 みどり市 笠懸町第9区 エアコン他備品の整備 1,900
群馬県 榛東村 第17区 エアコン他備品の整備 2,500
群馬県 上野村 上野村 テント他備品の整備 2,200
群馬県 下仁田町 上町区 山車の修繕他備品の整備 2,400
群馬県 甘楽町 第1区 山車の修繕 2,500
群馬県 中之条町 伊勢町上之町 山車の修繕他備品の整備 2,500
群馬県 嬬恋村 袋倉区 コピー機他備品の整備 2,500
群馬県 草津町 西殿塚区 テント他備品の整備 1,500
群馬県 高山村 上州高山いぶき太鼓 太鼓他備品の整備 2,500
群馬県 片品村 第4区 テント他備品の整備 2,500
群馬県 昭和村 昭和村 除雪機の整備 2,500
群馬県 みなかみ町 阿能川区 テント他備品の整備 2,300
群馬県 板倉町 第17行政区 祭礼用備品の整備 2,500
群馬県 邑楽町 邑楽町 エアコン他備品の整備 2,400
埼玉県 川越市 かわつる初雁団地自治会 テーブル他備品の整備 1,800
埼玉県 川越市 霞ケ関東自治会 テーブル他備品の整備 2,500
埼玉県 熊谷市 万吉自治会 子供神輿他備品の整備 2,500
埼玉県 川口市 東本郷南町会 テント他備品の整備 2,400
埼玉県 川口市 神戸町会 テント他備品の整備 2,100
埼玉県 川口市 安行吉蔵町会 テント他備品の整備 1,700
埼玉県 行田市 皿尾自治会 折りたたみチェア他備品の整備 2,300
埼玉県 行田市 下町自治会 祭礼用備品の整備 2,500
埼玉県 秩父市 秩父市別所町会 エアコン他備品の整備 2,500
埼玉県 所沢市 吾妻町内会連絡協議会 テント他備品の整備 2,500
埼玉県 上尾市 泉台区会 山車他備品の整備 1,700
埼玉県 飯能市 河原町自治会 祭礼用備品の整備 2,500
埼玉県 加須市 加須市久下四丁目町内会 テント他備品の整備 2,500
埼玉県 本庄市 曙自治会 イベント用備品の整備 1,700
埼玉県 東松山市 本町二丁目自治会 神輿他備品の修繕 2,500
埼玉県 春日部市 春日部市飯沼区 掲示板他備品の整備 2,500
埼玉県 春日部市 春日部市元新宿町内会 子ども神輿の修繕 2,500
埼玉県 狭山市 狭山市新狭山地区連合自治会 テント他備品の整備 2,500
埼玉県 羽生市 愛宕町町内会 エアコン他備品の整備 2,500
埼玉県 鴻巣市 中宿自治会 太鼓他備品の整備 2,500
埼玉県 鴻巣市 寺谷東自治会 祭礼用品他備品の整備 2,500
埼玉県 深谷市 中折之口自治会 大人神輿他備品の整備 2,000
埼玉県 深谷市 緑ヶ丘自治会 締太鼓他備品の整備 2,500
埼玉県 上尾市 地頭方自治会 テーブル他備品の整備 2,500
埼玉県 上尾市 上宿区 テーブル他備品の整備 2,400
埼玉県 所沢市 柳瀬地区自治連合会 テント他備品の整備 2,500
埼玉県 越谷市 越ヶ谷地区自治会連合会 テント他備品の整備 2,500
埼玉県 越谷市 越谷市自治会連合会荻島支部 会議用テーブル他備品の整備 2,500
埼玉県 戸田市 戸田市笹目7丁目町会 卓球台他備品の整備 2,500
埼玉県 入間市 入間市豊岡地区区長会 太鼓他備品の整備 2,500
埼玉県 和光市 七区自治会 テント他備品の整備 2,500
埼玉県 桶川市 南二丁目町会 エアコン他備品の整備 2,500
埼玉県 久喜市 葛梅町内会 物置他備品の整備 2,400
埼玉県 北本市 東地域コミュニティ委員会 山車の整備 2,500
埼玉県 八潮市 八潮市小作田町会 音響設備他備品の整備 1,300
埼玉県 富士見市 打越町会 子供神輿他備品の整備 2,500
埼玉県 富士見市 渡戸3丁目町会 テント他備品の整備 1,100
埼玉県 三郷市 谷口西町会 会議用テーブル他備品の整備 2,200
埼玉県 蓮田市 平野団地自治会 祭礼用品他備品の整備 2,500
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埼玉県 坂戸市 若葉・ひいらぎタウン自治会 テント他備品の整備 1,500
埼玉県 鶴ヶ島市 太田ヶ谷自治会 エアコン他備品の整備 2,200
埼玉県 鶴ヶ島市 鶴ヶ丘第四自治会 エアコン他備品の整備 2,400
埼玉県 日高市 日高団地自治会 祭礼用備品の整備 1,800
埼玉県 吉川市 川藤自治会 音響機器他備品の整備 2,500
埼玉県 ふじみ野市 南台2丁目自治会 テント他備品の整備 1,900
埼玉県 白岡市 篠津2宿行政区 山車の修繕 2,500
埼玉県 三芳町 上富第一区 テント他備品の整備 2,500
埼玉県 越生町 河原町区 お囃子の道具他備品の整備 2,500
埼玉県 嵐山町 志賀一区 子ども神輿他備品の整備 2,500
埼玉県 川島町 出丸地区コミュニティ協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,000
埼玉県 吉見町 谷口自治会 テント他備品の整備 1,900
埼玉県 横瀬町 川東コミュニティクラブ 音響機器他備品の整備 2,500
埼玉県 皆野町 三沢屋台囃子保存会　美澤會 お祭り備品の修繕 2,500
埼玉県 長瀞町 長瀞六区会 子供神輿他備品の整備 2,300
埼玉県 小鹿野町 小鹿野1区 神楽衣装他備品の整備 2,500
埼玉県 美里町 野中行政区 エアコン他備品の整備 2,400
埼玉県 神川町 池田獅子舞保存会 獅子舞衣装他備品の整備 1,400
埼玉県 上里町 堀込地区 祭礼用備品の整備 2,500
埼玉県 寄居町 蔵田区 液晶テレビ他備品の整備 2,500
埼玉県 宮代町 桃山台自治会 祭礼用備品の整備 2,500
埼玉県 杉戸町 上株地区 エアコン他備品の整備 2,500
埼玉県 松伏町 岩尾自治会 空調設備他備品の整備 2,300
千葉県 銚子市 野尻町青年団 太鼓他備品の整備 2,500
千葉県 市川市 大洲自治会 アルミ製やぐらの整備 2,500
千葉県 船橋市 芝山団地自治会 和太鼓他備品の整備 2,500
千葉県 館山市 新井区 太鼓の整備 2,000
千葉県 松戸市 高柳町会 音響機器他備品の整備 1,900
千葉県 東金市 関下区 祭礼用備品の整備 2,500
千葉県 習志野市 津田沼連合町会 祭礼用品他備品の整備 2,500
千葉県 柏市 柏市光ヶ丘地域ふるさと協議会 カラー複合機他備品の整備 2,500
千葉県 勝浦市 興津区 太鼓他備品の整備 2,500
千葉県 市原市 菊間第3・第4団地自治会 祭礼用備品の整備 2,500
千葉県 流山市 江戸川台東自治会 物置他備品の整備 1,400
千葉県 我孫子市 我孫子第九町内会 山車等の修繕及び祭礼用備品の整備 2,500
千葉県 鴨川市 芝町内会 山車の修繕 2,500
千葉県 鎌ケ谷市 鎌ケ谷第二区連合自治会 テーブル他備品の整備 2,300
千葉県 八街市 ニ区 音響機器他備品の整備 2,500
千葉県 印西市 牧の原駅南地区自治会連合会 子供神輿の整備 2,000
千葉県 白井市 十余一地区 テレビ他備品の整備 1,300
千葉県 富里市 富里南平台自治会 音響機材他備品の整備 2,500
千葉県 南房総市 二部区 山車の修繕 2,500
千葉県 香取市 富田区 神輿の修繕 2,500
千葉県 山武市 下町区 祭礼用備品の整備 2,300
千葉県 いすみ市 弥正神楽囃子保存会 祭礼用具の修繕 2,400
千葉県 栄町 認可地縁団体　竜角寺台自治会 神輿他備品の整備 2,500
千葉県 多古町 仲町区 山車の修繕 2,400
千葉県 九十九里町 西ノ下区獅子舞保存会 山車の修繕他備品の整備 2,500
千葉県 芝山町 中郷奉納相撲保存会 テントの整備 1,100
千葉県 一宮町 原区 祭礼用備品の整備 2,400
千葉県 睦沢町 上市場区 祭礼用備品の整備 1,300
千葉県 御宿町 新町区 屋台の修繕他備品の整備 2,500
千葉県 鋸南町 塚原部落 屋台の修繕 2,400
東京都 千代田区 千代田区神田公園地区連合町会 テント他備品の整備 2,300
東京都 新宿区 新宿区 プロジェクター他備品の整備 2,300
東京都 墨田区 墨田区 テレビ、机他備品の整備 1,600
東京都 品川区 品川区 祭り関連備品の整備 2,200
東京都 大田区 雪谷地区自治会連合会 リヤカー他備品の整備 2,500
東京都 中野区 宮三町会 神輿の修繕 2,500
東京都 杉並区 天神山町会 子供神輿の購入 2,500
東京都 北区 田端新町二丁目自治会 神輿の修繕 2,500
東京都 荒川区 新堀町会 山車他備品の整備 2,500
東京都 荒川区 町屋東栄町会 子供神輿の購入 2,500
東京都 板橋区 清水宮本睦会 神輿の修繕 2,500
東京都 足立区 鷲宿町会 獅子頭の修繕 1,100
東京都 葛飾区 新小岩南地域まちづくり協議会 テント他備品の整備 2,500
東京都 八王子市 八王子市町会自治会連合会 会議テーブル他備品の整備 2,500
東京都 立川市 東栄自治会 テレビ他備品の整備 1,500
東京都 武蔵野市 中央コミュニティ協議会 椅子他備品の整備 2,300
東京都 三鷹市 大沢住民協議会 事務机他備品の整備 2,500
東京都 青梅市 青梅市自治会連合会第10支会 ポータブルアンプ他備品の整備 2,500
東京都 昭島市 昭島市自治会連合会 広報掲示板の設置 1,600
東京都 町田市 町田市町内会・自治会連合会 発電機他備品の整備 2,300
東京都 国分寺市 都営国分寺市本町4丁目アパート花沢自治会 テレビ他備品の整備 1,200
東京都 国立市 久保町内会 山車他備品の整備 2,500
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東京都 福生市 福生市 テントの整備 2,500
東京都 狛江市 狛江市 テレビ他備品の整備 2,300
東京都 東大和市 東大和市 音響機器他備品の整備 2,400
東京都 武蔵村山市 武蔵村山市 簡易倉庫他備品の整備 2,500
東京都 多摩市 多摩市 印刷機の整備 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 1,900
東京都 小笠原村 小笠原村 テント他備品の整備 2,300
神奈川県 横須賀市 鶴が丘町内会 卓上アンプ他備品の整備 2,500
神奈川県 平塚市 めぐみが丘自治会 システムアンプ他備品の整備 2,200
神奈川県 鎌倉市 鎌倉市深沢地区連合町内会 デジタル印刷機他備品の整理 2,500
神奈川県 藤沢市 亀井野団地自治会 草刈機他備品の整備 2,300
神奈川県 小田原市 小田原市自治会総連合 印刷機他備品の整備 2,000
神奈川県 茅ヶ崎市 浜見平団地自治会 やぐらの整備 2,500
神奈川県 三浦市 三浦市区長会 広報掲示板の整備 1,200
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 テント他備品の整備 2,500
神奈川県 厚木市 相模人形芝居長谷座 人形芝居用幕他備品の整備 1,200
神奈川県 大和市 大和市自治会連絡協議会 長胴太鼓他備品の整備 2,500
神奈川県 伊勢原市 伊勢原市自治会連合会 防寒着他備品の整備 2,500
神奈川県 海老名市 大塚ふるさとまつり保存会 祭り用神輿の修繕 2,500
神奈川県 南足柄市 生駒自治会 コピー機他備品の整備 1,800
神奈川県 綾瀬市 綾瀬市 ＡＥＤの整備 2,500
神奈川県 葉山町 鐙摺町内会 神輿の修繕 2,500
神奈川県 大井町 市場自治会 芝刈機他備品の整備 2,500
神奈川県 山北町 酒水太鼓を守る会 半天他備品の整備 1,900
神奈川県 開成町 開成町自治会長連絡協議会 液晶テレビ他備品の整備 2,500
神奈川県 箱根町 箱根町温泉地域自治会連合会 除雪機他備品の整備 2,500
神奈川県 湯河原町 湯河原町子ども会育成団体連絡協議会 デジタルカメラ他備品の整備 1,600
神奈川県 愛川町 愛川町二井坂区自治会 締太鼓他備品の整備 2,500
神奈川県 清川村 清川村自治会長連絡協議会 リカンベントバイク他備品の整備 2,500
新潟県 長岡市 長倉町町内会 太鼓他備品の整備 2,500
新潟県 長岡市 上前島町町内会 神輿他備品の整備 2,500
新潟県 長岡市 堤下町内会 テーブル他備品の整備 2,500
新潟県 長岡市 山古志住民会議 プロジェクター他備品の整備 2,500
新潟県 長岡市 藤川町内会 エアコン他備品の整備 1,600
新潟県 長岡市 上桐 エアコン他備品の整備 1,300
新潟県 三条市 岡野自治会 集会場広場への遊具設置 1,500
新潟県 三条市 自治会広手 テント他備品の整備 2,500
新潟県 柏崎市 半田地域コミュニティ振興協議会 除雪機他備品の整備 2,500
新潟県 柏崎市 茨目町内会 神輿の整備 2,500
新潟県 新発田市 住吉コミュニティセンター管理運営委員会 卓球台他備品の整備 1,500
新潟県 新発田市 七葉コミュニティセンター管理運営委員会 音響機器他備品の整備 2,500
新潟県 小千谷市 木津町内会 太鼓他備品の整備 1,800
新潟県 加茂市 上高柳区 エアコン他備品の整備 1,900
新潟県 十日町市 太平区 御輿他備品の整備 2,500
新潟県 十日町市 東下組壮年会 ステージ幕の整備 1,700
新潟県 見附市 小栗山不動院獅子舞保存会 獅子頭の整備 2,500
新潟県 村上市 三面地域まちづくり協議会 太鼓他備品の整備 1,700
新潟県 村上市 平林区協議会 やぐら他備品の整備 2,500
新潟県 燕市 熊森神楽保存会 祭り関連備品の整備 1,400
新潟県 燕市 西燕町行政区 神輿他備品の整備 2,500
新潟県 糸魚川市 柱道区 太鼓他備品の整備 2,400
新潟県 妙高市 妙高市地域づくり協議会 印刷機他備品の整備 2,500
新潟県 五泉市 下阿弥陀瀬町内会 エアコン他備品の整備 2,400
新潟県 五泉市 寺田町内会 エアコン他備品の整備 2,300
新潟県 上越市 板山町内会 除雪機の整備 2,300
新潟県 上越市 米山町内会 除雪機の整備 2,500
新潟県 上越市 土口町内会 除雪機の整備 2,500
新潟県 上越市 柿崎区城腰町内会 除雪機の整備 2,400
新潟県 上越市 藤巻町内会 神輿の整備 2,500
新潟県 上越市 桃園町内会 防犯灯の整備 2,000
新潟県 上越市 北黒岩町内会 防犯灯の整備 2,500
新潟県 阿賀野市 停一自治会 仁和加他備品の整備 2,500
新潟県 阿賀野市 駒林三自治会 仁和加他備品の整備 2,500
新潟県 佐渡市 平清水青年会 獅子頭他備品の整備 2,500
新潟県 魚沼市 松川区 エアコン他備品の整備 2,200
新潟県 南魚沼市 浦佐地域づくり協議会 防犯灯整備 2,500
新潟県 南魚沼市 後山区 太鼓他備品の整備 2,500
新潟県 胎内市 桃崎浜区 祭り関連備品の整備 2,500
新潟県 弥彦村 矢作里神楽保存会 祭り関連備品の整備 1,200
新潟県 田上町 本田上自治会 エアコン他備品の整備 2,500
新潟県 阿賀町 福取区 除雪機の整備 1,400
新潟県 出雲崎町 大字馬草集落会 太鼓他備品の整備 2,500
新潟県 湯沢町 三俣地区館 コミュニティ活動備品の整備 2,500
新潟県 津南町 大赤沢集落 除雪機の整備 2,300
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新潟県 関川村 高田集落 やぐら他備品の整備 2,500
新潟県 粟島浦村 粟島浦村内浦地区 神輿他備品の整備 2,500
富山県 富山市 楡原自治会 祭礼用備品の整備 1,200
富山県 富山市 中沖獅子舞保存会 祭礼用備品の整備 2,500
富山県 高岡市 古府二和加朗会獅子方 祭礼用備品他備品の整備 2,500
富山県 高岡市 上北島青年団 祭礼用備品他備品の整備 2,500
富山県 高岡市 野村獅子舞保存会 祭礼用備品他備品の整備 1,700
富山県 高岡市 和田中町青年部 祭礼用備品他備品の整備 2,500
富山県 高岡市 本町獅子方青年団 祭礼用備品他備品の整備 2,500
富山県 高岡市 荒見崎青年団 祭礼用備品他備品の整備 2,500
富山県 高岡市 湊町青年団獅子方保存会 祭礼用備品他備品の整備 2,500
富山県 魚津市 魚津蜃気楼太鼓 太鼓他備品の整備 2,400
富山県 魚津市 経田地区振興協議会 ステージ他備品の整備 2,500
富山県 氷見市 宇波区会 祭礼用備品他備品の整備 2,400
富山県 氷見市 窪校区総代会 除雪機他備品の整備 2,500
富山県 黒部市 愛本新用水松明祭保存会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
富山県 黒部市 石田自治振興会 コミュニティ活動備品の整備 1,400
富山県 砺波市 東中自治会 エアコン他備品の整備 2,500
富山県 砺波市 南般若自治振興会 エアコン他備品の整備 2,500
富山県 小矢部市 下飯田鍛冶町町内会 祭礼用備品他備品の整備 2,500
富山県 南砺市 南町町内会 祭礼用備品他備品の整備 2,300
富山県 南砺市 竹林地区 祭礼用備品他備品の整備 2,500
富山県 南砺市 西上町 祭礼用備品他備品の整備 2,500
富山県 南砺市 東町町内会 祭礼用備品他備品の整備 2,500
富山県 南砺市 南山見自治振興会 ステージ他備品の整備 2,400
富山県 南砺市 八塚自治会 祭礼用備品他備品の整備 1,900
富山県 射水市 二十六町獅子舞保存会 祭礼用備品他備品の整備 2,400
富山県 射水市 大門本江青年団 祭礼用備品他備品の整備 1,700
富山県 立山町 泉獅子舞保存会 祭礼用備品他備品の整備 2,500
富山県 立山町 下段自治振興会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
富山県 入善町 上野2区自治会 テーブル他備品の整備 1,800
石川県 金沢市 此花子ども会連合会 祭り用備品の整備 2,200
石川県 七尾市 西三階町地域活性化推進委員会 神輿の修繕 2,500
石川県 小松市 金平町町内会 祭り用備品の整備 2,500
石川県 輪島市 風花太鼓 祭り用備品の整備 1,100
石川県 珠洲市 若山町向区 除雪機の整備 1,000
石川県 珠洲市 野々江町第1区 除雪機他備品の整備 1,000
石川県 加賀市 日谷町内会 祭り用備品の整備 1,400
石川県 羽咋市 吉崎町町会 祭り用備品の整備 2,500
石川県 白山市 宮永市町町内会 祭り用備品の整備 2,300
石川県 野々市市 野々市太鼓　結 太鼓他備品の整備 2,500
石川県 川北町 サンハイム三反田自治会 太鼓他備品の整備 1,700
石川県 津幡町 能瀬区 祭り用備品の整備 2,500
石川県 内灘町 西荒屋区 祭り用備品の整備 2,500
石川県 志賀町 加茂太鼓倶楽部 太鼓他備品の整備 2,500
石川県 宝達志水町 敷浪獅子舞保存会 祭り用備品の整備 2,500
石川県 中能登町 一青区 祭り用備品の整備 2,500
石川県 中能登町 春木区 祭り用備品の整備 2,500
石川県 穴水町 穴水長谷部太鼓保存会 祭り用備品の整備 2,500
石川県 能登町 能登町町会区町会連合会 ＡＥＤの整備 2,500
石川県 能登町 波並区 コミュニティ備品の整備 2,500
福井県 越前市 坂口地区うららの町づくり振興会 テーブル他備品の整備 1,900
福井県 福井市 清水西地区自治連合会 冷蔵庫他備品の整備 2,400
福井県 福井市 酒井地区自治会連合会 テーブル他備品の整備 1,500
福井県 福井市 社南地区自治会連合会 音響設備他備品の整備 2,400
福井県 福井市 上文殊地区総合開発委員会 テント他備品の整備 1,100
福井県 福井市 中藤島地区まちづくり委員会 アルミステージの購入 2,500
福井県 敦賀市 神楽町1丁目 山車の修繕 1,200
福井県 小浜市 下田区 祭礼用備品の整備 2,500
福井県 小浜市 今富まちづくり協議会 除雪機他備品の整備 2,500
福井県 大野市 美里町町内会 神輿他備品の整備 1,900
福井県 大野市 若杉町区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
福井県 勝山市 下荒井区 除雪機他備品の整備 2,300
福井県 鯖江市 田所自治会 テント他備品の整備 1,500
福井県 鯖江市 長泉寺町町内会 エアコン他備品の整備 1,800
福井県 あわら市 剱岳わかば太鼓 太鼓の整備 2,500
福井県 越前市 味真野自治振興会 テント他備品の整備 2,500
福井県 越前市 花筐自治振興会 除雪機他備品の整備 1,400
福井県 坂井市 三国町安島区 祭礼用備品の整備 2,500
福井県 坂井市 西太郎丸区 祭礼用備品の整備 2,500
福井県 坂井市 春江東部地区まちづくり協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
福井県 越前町 平等区 コミュニティ広場遊具の整備 2,200
福井県 美浜町 雲谷区 コミュニティ広場の遊具整備 1,900
福井県 高浜町 上瀬区 祭礼用備品の整備 2,500
福井県 おおい町 川上自治会 搾油機他備品の整備 1,600
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福井県 若狭町 世久見区 テーブル他備品の整備 2,200
山梨県 都留市 八王子神社神楽保存会 太鼓等備品の整備 2,500
山梨県 山梨市 上神内川4区 街路灯の整備 2,500
山梨県 山梨市 大野区 音響設備他備品の整備 2,500
山梨県 韮崎市 韮崎市 音響機器他備品の整備 1,900
山梨県 南アルプス市 百々2区自治会 エアコン他備品の整備 1,600
山梨県 北杜市 須玉甲斐源氏太鼓保存会 太鼓の修繕 1,800
山梨県 甲斐市 境区自治会 祭礼用やぐらステージの整備 2,500
山梨県 笛吹市 境川町原区 野外放送設備の整備 2,400
山梨県 笛吹市 永井区 無線式屋外拡声放送装置の整備 2,500
山梨県 上野原市 新町お囃子保存会 演舞衣裳他備品の整備 1,200
山梨県 中央市 中央市 コミュニティ活動備品の整備 1,700
山梨県 早川町 雨畑湖上祭実行委員会 祭礼用舞台の整備 2,500
山梨県 身延町 本町区 祭礼用品他備品の整備 1,500
山梨県 身延町 下部区 祭礼用品他備品の整備 2,100
山梨県 南部町 白鳥太鼓保存会 太鼓の整備 2,500
山梨県 富士川町 中部区 放送機器の整備 1,500
山梨県 山中湖村 長池区 収納庫他備品の整備 1,500
山梨県 小菅村 小菅村 除雪機の整備 1,600
山梨県 丹波山村 東部地区自治会 草刈機他備品の整備 2,400
山梨県 丹波山村 保之瀬地区自治会 桶胴太鼓他備品の整備 1,700
長野県 長野市 湯谷区 テーブル他備品の整備 2,400
長野県 長野市 若槻団地自治会 太鼓他備品の整備 2,200
長野県 松本市 和泉町会 除雪機他備品の整備 1,300
長野県 上田市 上沢自治会 祭礼用備品の整備 2,400
長野県 上田市 川辺町自治会 太鼓の整備 2,500
長野県 岡谷市 中屋区 ヒーター他備品の整備 2,500
長野県 飯田市 駄科地域づくり委員会 祭礼用備品の整備 2,500
長野県 諏訪市 下金子区 放送設備の整備 2,200
長野県 須坂市 須坂市 除雪機の整備 1,500
長野県 小諸市 御牧ヶ原区 除雪機他備品の整備 1,600
長野県 伊那市 上牧区 テーブル他備品の整備 2,500
長野県 駒ヶ根市 市場割区向ヶ丘自治組合 テーブル他備品の整備 1,200
長野県 中野市 大俣区 祭礼用備品の整備 2,500
長野県 大町市 館之内自治会 祭礼用備品の整備 2,500
長野県 大町市 高見町自治会 祭礼用備品の整備 2,500
長野県 飯山市 下水沢区 祭礼用備品の整備 2,500
長野県 茅野市 茅野市 テーブルの整備 2,500
長野県 塩尻市 大門三番町 コミュニティ活動の備品整備 2,500
長野県 佐久市 中込地区　内山区長会 ステージの整備 2,500
長野県 千曲市 矢代一重山太鼓 太鼓の修繕 2,500
長野県 東御市 上八重原区 放送設備の整備 2,400
長野県 安曇野市 吉野区 テント他備品の整備 2,000
長野県 川上村 原林野保護組合 祭礼用備品の整備 1,300
長野県 軽井沢町 追分区 テーブル他備品の整備 2,100
長野県 御代田町 馬瀬口区 除雪機他備品の整備 1,200
長野県 立科町 蓼科区 除雪機の整備 2,400
長野県 立科町 中尾美上下自治会 テレビ他備品の整備 1,200
長野県 青木村 青木村青少年健全育成連絡協議会 テーブル他備品の整備 2,500
長野県 長和町 長和町 除雪機の整備 2,400
長野県 下諏訪町 四王町内会 祭礼用備品の整備 2,500
長野県 富士見町 木之間区 除雪機他備品の整備 2,500
長野県 原村 菖蒲沢区 除雪機他備品の整備 1,100
長野県 辰野町 辰野町 除雪機の整備 2,500
長野県 箕輪町 福与区 テーブル他備品の整備 2,000
長野県 飯島町 南割耕地 除雪機他備品の整備 2,500
長野県 中川村 沖町地区 テーブル他備品の整備 2,300
長野県 宮田村 町一区 除雪機他備品の整備 1,300
長野県 松川町 大島区 祭礼用備品の整備 1,100
長野県 阿南町 阿南町 祭礼用備品の整備 1,400
長野県 阿智村 駒場区自治会 コミュニティ活動の備品整備 1,600
長野県 泰阜村 泰阜村 ステージの整備 2,400
長野県 喬木村 北耕地自治会 太鼓他備品の整備 2,500
長野県 豊丘村 上市場自治会 テーブル他備品の整備 1,000
長野県 上松町 倉本区 発電機他備品の整備 2,400
長野県 南木曽町 与川青年会 祭礼用備品の整備 1,300
長野県 王滝村 王滝村 ウッドチッパー等備品の整備 2,100
長野県 大桑村 子ども和太鼓教室 太鼓の整備 1,100
長野県 木曽町 木曽踊り保存会 テント他備品の整備 2,500
長野県 麻績村 西之久保区 除雪機他備品の整備 1,700
長野県 山形村 彌磨太鼓 和太鼓の整備 2,500
長野県 朝日村 針尾区 除雪機他備品の整備 1,300
長野県 筑北村 湯戸坂口区 除雪機の整備 2,200
長野県 池田町 三丁目自治会 山車の修繕 2,200
長野県 松川村 松川村 コピー機他備品の整備 2,500
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都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成額

（千円）
長野県 白馬村 塩島区 祭礼用備品の整備 2,500
長野県 小谷村 雨中地区 祭礼用備品の整備 2,500
長野県 小布施町 中町自治会 祭礼用備品の整備 1,400
長野県 高山村 高山村 除雪機の整備 2,300
長野県 山ノ内町 横倉区 祭礼用備品の整備 2,500
長野県 木島平村 糠千区 祭礼用備品の整備 2,500
長野県 野沢温泉村 平林区 大灯籠の整備 2,500
長野県 信濃町 下荒瀬原組 祭礼用備品の整備 2,500
長野県 小川村 日本記組 祭礼用備品の整備 2,100
長野県 飯綱町 中宿区 テーブル他備品の整備 2,400
長野県 栄村 屋敷区 除雪機の整備 2,300
岐阜県 岐阜市 芥見東まちづくり協議会 音響設備他備品の整備 2,500
岐阜県 大垣市 笠木町自治会 コピー機他備品の整備 2,300
岐阜県 多治見市 多治見市市ノ倉町1丁目第2町内会 音響設備他備品の整備 2,500
岐阜県 関市 多良木自治会 エアコン他備品の整備 2,000
岐阜県 中津川市 馬籠地域　峠地区自治会 除雪機の整備 2,400
岐阜県 瑞浪市 瑞浪地区まちづくり推進協議会 エアコン他備品の整備 1,200
岐阜県 羽島市 新井区自治会 エアコン他備品の整備 2,500
岐阜県 恵那市 正家区 テーブル他備品の整備 2,400
岐阜県 恵那市 明智町自治連合会 イス他備品の整備 2,500
岐阜県 美濃加茂市 中部台自治会 音響設備他備品の整備 2,500
岐阜県 土岐市 上肥田区・区会 テント他備品の整備 1,600
岐阜県 土岐市 曽木町町内会連合会 コミュニティ活動備品の整備 2,200
岐阜県 山県市 蛍ヶ丘自治会 テーブル他備品の整備 2,500
岐阜県 郡上市 白鳥踊り保存会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
岐阜県 下呂市 久野川町内会 除雪機の整備 1,500
岐阜県 海津市 徳田区 エアコン他備品の整備 2,300
岐阜県 海津市 奥条区 エアコン他備品の整備 1,100
岐阜県 白川町 佐見郷蔵太鼓 コミュニティ活動備品の整備 1,500
岐阜県 白川町 和泉自治会 テーブル他備品の整備 1,100
岐阜県 東白川村 東白川村檜茶太鼓保存会 祭礼用備品の整備 1,500
岐阜県 白川村 飯島自治区 祭礼用備品の整備 2,500
静岡県 沼津市 沼津市自治会連合会 掲示板の整備 1,500
静岡県 熱海市 下多賀町内会 太鼓他備品の整備 2,500
静岡県 三島市 長伏町内会 パソコン他備品の整備 2,300
静岡県 三島市 北沢町内会 パソコン他備品の整備 1,500
静岡県 富士宮市 杉田3区 太鼓他備品の整備 2,500
静岡県 富士宮市 阿幸地区 太鼓他備品の整備 2,500
静岡県 伊東市 八幡野区 神輿の修繕 2,500
静岡県 島田市 金谷コミュニティ委員会 プリンタ他備品の整備 2,400
静岡県 富士市 吉原本町一丁目町内会 太鼓他備品の整備 2,400
静岡県 富士市 駿河台三丁目町内会 太鼓他備品の整備 2,500
静岡県 磐田市 金洗自治会 屋台天幕の整備 2,500
静岡県 磐田市 自治会連合会豊田東地区 放送設備他備品の整備 2,500
静岡県 焼津市 宗高第6町内会 テーブル他備品の整備 1,100
静岡県 焼津市 小川第12自治会 太鼓他備品の整備 1,900
静岡県 掛川市 大坂区 太鼓他備品の整備 2,500
静岡県 掛川市 小山平小区 太鼓他備品の整備 2,300
静岡県 藤枝市 藤枝第8自治会 屋台の整備 2,500
静岡県 藤枝市 マークス・ザ・タワー藤枝町内会 掲示板他備品の整備 2,400
静岡県 袋井市 西田自治会 屋台の修繕 2,500
静岡県 下田市 広岡西区 太鼓台の修繕 2,500
静岡県 裾野市 南町区自治会 放送設備の整備 2,400
静岡県 湖西市 利木自治会 屋台の整備 2,500
静岡県 湖西市 南上の原自治会 太鼓他備品の整備 2,400
静岡県 伊豆市 湯ヶ島地区地域づくり協議会 テーブル他備品の整備 1,700
静岡県 御前崎市 大山区町内会 屋台の修繕 2,500
静岡県 菊川市 川島自治会 投光機他備品の整備 2,300
静岡県 伊豆の国市 浮橋区 太鼓他備品の整備 2,400
静岡県 牧之原市 相良区 プロジェクタ他備品の整備 2,500
静岡県 東伊豆町 北川区 テント他備品の整備 2,500
静岡県 河津町 見高浜区 放送設備他備品の整備 2,000
静岡県 南伊豆町 毛倉野区 エアコン他備品の整備 1,000
静岡県 西伊豆町 浜連合区 祭礼用備品の整備 1,900
静岡県 清水町 長沢区 太鼓他備品の整備 2,500
静岡県 小山町 小山町 掲示板の整備 2,500
静岡県 小山町 緑ヶ丘区 除雪機の整備 1,500
静岡県 吉田町 遠州吉田小山城太鼓保存会 太鼓の整備 2,500
静岡県 川根本町 川根本町区長連絡会 放送設備他備品の整備 1,100
静岡県 森町 葛布町内会 太鼓他備品の整備 2,500
愛知県 豊橋市 豊校区自治会 冷蔵庫他備品の整備 2,500
愛知県 瀬戸市 古瀬戸自治連合会 複合機他備品の整備 2,500
愛知県 半田市 住吉区 空調機他備品の整備 2,500
愛知県 半田市 成岩第三区 テント他備品の整備 2,500
愛知県 豊川市 豊川市 エアコン他備品の整備 2,400
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都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成額
（千円）

愛知県 津島市 北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 碧南市 旭地区 複合機他備品の整備 2,400
愛知県 豊田市 稲武地区コミュニティ会議 プリンター他備品の整備 2,500
愛知県 安城市 東町町内会 エアコン他備品の整備 1,900
愛知県 西尾市 矢田小校区コミュニティ推進協議会 祭礼用備品の修繕 2,400
愛知県 蒲郡市 奥林常会 祭礼用備品の整備 2,500
愛知県 犬山市 今井小学校区コミュニティ推進協議会 ノートパソコン他備品の整備 2,500
愛知県 常滑市 榎戸区 アルミ製ステージの整備 2,500
愛知県 江南市 鹿子島区 祭礼用備品の整備 2,400
愛知県 江南市 和田区 エアコン他備品の整備 1,400
愛知県 小牧市 久保一色本田区 物置他備品の整備 2,500
愛知県 稲沢市 平和支所地区まちづくり推進協議会 テント他備品の整備 2,500
愛知県 新城市 川田原区自治会 複写機他備品の整備 2,500
愛知県 新城市 上吉田コミュニティ推進委員会 音響機器他備品の整備 2,400
愛知県 東海市 加木屋南コミュニティ 印刷機他備品の整備 2,500
愛知県 東海市 横須賀コミュニティ 印刷機他備品の整備 2,500
愛知県 大府市 神田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 岡田コミュニティ テント他備品の整備 2,500
愛知県 知立市 中町町内会 テレビ他備品の整備 1,700
愛知県 尾張旭市 東栄連合自治会 櫓他備品の整備 2,200
愛知県 尾張旭市 渋川連合自治会 音響機器他備品の整備 1,400
愛知県 高浜市 高浜まちづくり協議会 テント他備品の整備 1,200
愛知県 豊明市 間米区 防犯灯他備品の整備 2,500
愛知県 豊明市 落合区 テレビ他備品の整備 2,500
愛知県 田原市 大草コミュニティ協議会 音響機器他備品の整備 2,400
愛知県 田原市 六連コミュニティ協議会 櫓他備品の整備 2,400
愛知県 愛西市 草平地区コミュニティ推進協議会 印刷機他備品の整備 2,500
愛知県 清須市 祢宜家地区自治会 コピー機他備品の整備 2,500
愛知県 清須市 新川第2ブロック エアコン他備品の整備 1,500
愛知県 北名古屋市 加島自治会 コピー機他備品の整備 2,500
愛知県 北名古屋市 鹿田自治会 櫓他備品の整備 2,500
愛知県 あま市 あま市金岩地区コミュニティ協議会 テント他備品の整備 2,300
愛知県 豊山町 豊山分譲住宅地区自治会 エアコン他備品の整備 2,300
愛知県 扶桑町 南新田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 南山名コミュニティ推進協議会 音響機器他備品の整備 2,500
愛知県 東浦町 森岡台自治会 複合機他備品の整備 2,500
愛知県 南知多町 豊浜地区区長会 ノートパソコン他備品の整備 2,500
愛知県 南知多町 内海地区区長会 物置他備品の整備 2,500
愛知県 美浜町 美浜町 櫓他他備品の整備 2,400
愛知県 武豊町 中山区 櫓他備品の整備 1,800
愛知県 東栄町 キラリ下川 アルミ製ステージの整備 2,500
愛知県 豊根村 坂宇場区 洗濯機他備品の整備 2,400
愛知県 豊根村 三沢区 テレビ他備品の整備 1,700
三重県 津市 榊原自然学校 テント他備品の整備 1,300
三重県 津市 美杉連山のろし太鼓保存会 太鼓の修繕 2,500
三重県 四日市市 富田地区連合自治会 祭り用やぐらの整備 2,500
三重県 四日市市 北楠祭り文化保存会 神輿他備品の整備 1,300
三重県 四日市市 鯨船　勢州組保存会 祭礼用鯨船の修繕 2,400
三重県 伊勢市 勢田町町内会 複合機他備品の整備 1,200
三重県 伊勢市 二俣1丁目町会 複合機他備品の整備 1,500
三重県 伊勢市 八日市場町会 太鼓の整備 2,500
三重県 松阪市 土取第二自治会 コピー機他備品の整備 2,200
三重県 松阪市 中央町自治会 テント他備品の整備 1,100
三重県 松阪市 宮古自治会 祭礼用備品の整備 1,200
三重県 桑名市 今北町自治会 祭車他備品の整備 2,500
三重県 桑名市 中央通自治会 祭車の整備 2,500
三重県 桑名市 新町自治会 祭車他備品の整備 2,500
三重県 鈴鹿市 天名まちづくり協議会 テント他備品の整備 2,500
三重県 名張市 地縁法人美旗まちづくり協議会 ステージ他備品の整備 2,500
三重県 名張市 地縁法人桔梗が丘三番町自治会 神輿他備品の整備 2,300
三重県 名張市 希央台３番町区 コピー機他備品の整備 2,200
三重県 名張市 すずらん台3区自治会 コピー機他備品の整備 2,400
三重県 尾鷲市 九鬼町内会 テント他備品の整備 2,500
三重県 尾鷲市 曽根区 ステージ他備品の整備 2,500
三重県 亀山市 山下町自治会 幟他備品の整備 1,400
三重県 鳥羽市 岩崎町内会 テレビ他備品の整備 2,500
三重県 鳥羽市 国崎町内会 放送機器の整備 1,900
三重県 鳥羽市 大里町内会 太鼓他備品の整備 2,100
三重県 熊野市 神山区 太鼓他備品の整備 1,100
三重県 いなべ市 麻野自治会 エアコン他備品の整備 1,500
三重県 いなべ市 岡丁田自治会 防犯灯他備品の整備 2,500
三重県 志摩市 夏草区 複合機他備品の整備 2,300
三重県 志摩市 的矢区 椅子他備品の整備 2,500
三重県 伊賀市 荒木ヶ丘自治会 公園遊具の整備 1,000
三重県 伊賀市 柘植地域まちづくり協議会 音響機器他備品の整備 2,500
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三重県 伊賀市 長田地区住民自治協議会 音響機器他備品の整備 2,000
三重県 伊賀市 ゆめが丘3丁目自治会 テント他備品の整備 2,500
三重県 多気町 大字古江 物置の整備 1,200
三重県 明和町 勝見自治会 屋外放送設備他備品の整備 1,900
三重県 明和町 大字馬之上自治会 屋外放送設備の整備 1,300
三重県 明和町 蓑村自治会 複合機他備品の整備 1,200
三重県 大台町 神瀬区 公園遊具の整備 1,400
三重県 玉城町 田丸神輿保存会 神輿の整備 2,500
三重県 大紀町 野原区 会議机他備品の整備 2,400
三重県 南伊勢町 阿曽浦区 テント他備品の整備 2,400
三重県 南伊勢町 相賀浦区 テント他備品の整備 2,100
三重県 南伊勢町 栃木竈区 物置他備品の整備 2,300
三重県 紀北町 きいながしま孫太郎太鼓の会 太鼓他備品の整備 2,500
三重県 御浜町 神木区 椅子他備品の整備 2,500
滋賀県 大津市 青山学区自治連合会 ステージの整備 2,500
滋賀県 大津市 守山自治会 子ども神輿の整備 2,500
滋賀県 彦根市 中藪二丁目自治会 ベンチ他備品の整備 2,500
滋賀県 彦根市 大藪団地第2部自治会 屋外放送設備の整備 2,400
滋賀県 長浜市 長刀組 祭礼用備品の整備 2,500
滋賀県 長浜市 翁山組 祭礼用備品の整備 2,000
滋賀県 長浜市 神戸町自治会 祭礼用備品の整備 1,300
滋賀県 長浜市 御館自治会 自治会館備品他備品の整備 2,500
滋賀県 近江八幡市 安土学区まちづくり協議会 アルミステージの整備 2,500
滋賀県 近江八幡市 益田町自治会 子ども神輿の整備 2,500
滋賀県 草津市 南山田団地町内会 会議用椅子他備品の整備 1,300
滋賀県 守山市 元町自治会 カラー印刷機の整備 2,500
滋賀県 守山市 荒見自治会 エアコン他備品の整備 1,200
滋賀県 甲賀市 市場区自治会 チェーンソー他備品の整備 1,900
滋賀県 甲賀市 広野台東区自治会 冷蔵庫他備品の整備 2,500
滋賀県 野洲市 北自治会 倉庫他備品の整備 2,500
滋賀県 湖南市 下田学区まちづくり協議会 発電機他備品の整備 2,500
滋賀県 湖南市 岩根まちづくり協議会 物置他備品の整備 2,500
滋賀県 高島市 上小川区 御輿の修繕 2,500
滋賀県 高島市 森区 御輿の修繕 2,500
滋賀県 東近江市 能登川地区自治会連合会 音響機器他備品の整備 2,500
滋賀県 東近江市 建部地区自治会連合会 印刷機他備品の整備 2,500
滋賀県 米原市 柏原区 除雪機の整備 1,500
滋賀県 米原市 河南区 自治会公民館備品の整備 1,100
滋賀県 日野町 下迫自治会 遊具の整備 2,500
滋賀県 日野町 佐久良自治会 エアコン他備品の整備 2,400
滋賀県 竜王町 信濃自治会 テレビ他備品の整備 2,500
滋賀県 愛荘町 軽野自治会 神輿の修復 2,500
滋賀県 豊郷町 上枝区 太鼓他備品の整備 2,000
滋賀県 豊郷町 八町区 やぐら他備品の整備 2,400
滋賀県 甲良町 池寺区 照明器具他備品の整備 1,300
滋賀県 多賀町 大岡区 除雪機の整備 1,500
滋賀県 多賀町 尼子区 屋外放送設備他備品の整備 1,000
京都府 福知山市 土師町自治会 遊具他備品の整備 2,400
京都府 舞鶴市 舞鶴市 除雪機の整備 2,500
京都府 綾部市 位田太鼓保存会 祭用備品の修繕 2,500
京都府 宇治市 宇治市 遊具の整備 2,500
京都府 宮津市 上司自治会 太鼓屋台の整備 2,500
京都府 宮津市 日置浜自治会 屋台他備品の整備 2,500
京都府 宮津市 浜野路自治会 屋台の整備 2,500
京都府 宮津市 滝馬自治会 神輿の整備 2,500
京都府 宮津市 宮津市 除雪機の整備 2,300
京都府 亀岡市 亀岡市 防犯灯の整備 2,400
京都府 城陽市 城陽市寺田コミュニティーセンター運営委員会 パソコン他備品の整備 2,500
京都府 京田辺市 大住ヶ丘連合自治会 遊具他備品の整備 2,500
京都府 京丹後市 吉澤区 太鼓他備品の整備 2,500
京都府 南丹市 八乙女町自治会 コピー機他備品の整備 2,500
京都府 木津川市 相楽台地域自治会連合会 パソコン他備品の整備 2,300
京都府 木津川市 瓶原まちづくり協議会 印刷機他備品の整備 2,200
京都府 久御山町 下津屋自治会 太鼓他備品の整備 2,300
京都府 井手町 玉水区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
京都府 井手町 東部区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
京都府 井手町 南部区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
京都府 精華町 精華台二丁目自治会 エアコン他備品の整備 2,400
京都府 伊根町 本庄地区区長協議会 除雪機他備品の整備 2,500
京都府 与謝野町 弓木区 太鼓他備品の整備 2,500
京都府 与謝野町 四辻自治区 プロジェクター他備品の整備 2,500
大阪府 岸和田市 大芝連合運営協議会 コピー機他備品の整備 2,500
大阪府 池田市 上渋谷渋生会 神輿の修理 2,500
大阪府 吹田市 吹田市自治会連合協議会 テント他備品の整備 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
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大阪府 貝塚市 貝塚市町会連合会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
大阪府 茨木市 彩都西自治会協議会 テント他備品の整備 2,500
大阪府 八尾市 八尾市 アンプ他備品の整備 2,500
大阪府 寝屋川市 昭栄町自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,900
大阪府 和泉市 和泉市町会連合会 テント他備品の整備 2,500
大阪府 箕面市 箕面市 テーブル他備品の整備 2,500
大阪府 柏原市 柏原市 テント他備品の整備 1,200
大阪府 羽曳野市 羽曳野市連合区長会 テントの整備 2,500
大阪府 高石市 高石市 コミュニティ活動備品の整備 1,900
大阪府 藤井寺市 藤井寺市区長会 テント他備品の整備 2,500
大阪府 泉南市 新家下村区 コミュニティ活動備品の整備 2,000
大阪府 四條畷市 中野新町自治会 コピー機他備品の整備 2,500
大阪府 大阪狭山市 半田東村地区会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
大阪府 阪南市 自然田第1自治会 太鼓他備品の整備 2,500
大阪府 能勢町 野間出野区 祭礼用備品の修理 1,600
大阪府 忠岡町 忠岡町地車連合会 祭礼用備品の整備 2,500
大阪府 熊取町 熊取町区長会 コピー機他備品の整備 2,400
大阪府 岬町 岬町 テント他備品の整備 2,300
大阪府 千早赤阪村 川野辺地区会 太鼓の修理他備品の整備 2,500
兵庫県 洲本市 南町内会 祭礼壇尻の修繕他備品の整備 2,500
兵庫県 芦屋市 茶屋之町自治会 ステージ他備品の整備 2,000
兵庫県 相生市 相生市 テント他備品の整備 2,500
兵庫県 加古川市 薬栗町内会 子ども神輿他備品の整備 2,500
兵庫県 加古川市 今福町内会 やぐら他備品の整備 2,500
兵庫県 赤穂市 田端自治会 屋台の整備 2,500
兵庫県 西脇市 北本町町内会 太鼓屋台の修繕他備品の整備 2,500
兵庫県 三木市 吉川町まちづくり協議会 アルミステージの整備 2,500
兵庫県 三木市 御坂神社太鼓保存会 屋台の刺繍幕の整備 2,500
兵庫県 高砂市 北本町自治会 壇尻屋根部の修繕 2,500
兵庫県 高砂市 南池自治会 テーブル他備品の整備 1,500
兵庫県 川西市 多田小学校区コミュニティ推進協議会 印刷機他備品の整備 2,500
兵庫県 篠山市 畑宮自治会 見送幕の修繕 2,500
兵庫県 篠山市 追入自治会 掲示板他備品の整備 1,100
兵庫県 養父市 大谷校区協議会 テント他備品の整備 2,500
兵庫県 南あわじ市 阿万東町自治会 だんじり水引幕の修繕 2,500
兵庫県 朝来市 粟鹿地域自治協議会 エアコン他備品の整備 2,500
兵庫県 朝来市 糸井地域自治協議会 アルミステージの整備 2,500
兵庫県 淡路市 大町上町内会 だんじり車体他備品の整備 2,400
兵庫県 宍粟市 福田自治会 子ども獅子舞備品等の整備 1,200
兵庫県 加東市 佐保神社上組太鼓屋台保存会 太鼓屋台の修繕 2,500
兵庫県 たつの市 大住寺獅子舞奉納委員会 獅子舞用道具の整備 2,400
兵庫県 多可町 森本地区 屋台の修繕 2,500
兵庫県 稲美町 印西自治会 屋台用提灯他備品の整備 2,500
兵庫県 神河町 かんざき太鼓”桜鼓衆” 和太鼓他備品の整備 2,500
兵庫県 太子町 町与自治会 屋台の修繕 2,200
奈良県 奈良市 針ヶ別所町自治会 放送設備他備品の整備 1,300
奈良県 大和高田市 高田地車保存会 祭礼用備品の整備 2,500
奈良県 橿原市 見瀬町自治会 印刷機他備品の整備 2,500
奈良県 橿原市 一町自治会 テーブル他備品の整備 2,500
奈良県 橿原市 飯高町飯高自治会 小餅切機他備品の整備 2,500
奈良県 桜井市 初瀬馳向区自治会 エアコン他備品の整備 2,300
奈良県 桜井市 大西区 発電機他備品の整備 2,200
奈良県 五條市 秋祭り実行委員会 祭礼用備品の整備 2,500
奈良県 御所市 出屋敷自治会 放送設備他備品の整備整備 1,400
奈良県 香芝市 東良福寺自治会 祭礼用備品の整備 1,600
奈良県 宇陀市 本郷まちづくり協議会 コミュニティ活動備品の整備 1,900
奈良県 宇陀市 内牧地域まちづくり協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,300
奈良県 三郷町 夕陽ケ丘自治会 エアコン他備品の整備 2,500
奈良県 斑鳩町 龍田東部太鼓台 祭礼用備品の整備 2,500
奈良県 安堵町 安堵町区長会 祭礼用備品の整備 1,500
奈良県 三宅町 屏風自治会 エアコン他備品の整備 2,200
奈良県 高取町 グリーンタウン自治会 テント他備品の整備 1,800
奈良県 広陵町 広陵町区長・自治会長会 コミュニティ活動備品整備 2,500
奈良県 河合町 河合町総代自治会長会 放送設備他備品の整備 1,700
奈良県 大淀町 上比曽区 祭礼用備品の整備 2,300
奈良県 上北山村 ワーク21上北山 アルミステージの整備 2,500
和歌山県 和歌山市 津秦自治会 太鼓他備品の整備 2,500
和歌山県 海南市 上区 祭礼用備品の整備 2,500
和歌山県 橋本市 下中区 公園遊具の整備 2,500
和歌山県 有田市 糸我連合自治会 太鼓他備品の整備 2,500
和歌山県 御坊市 北塩屋区 祭礼用備品の整備 2,500
和歌山県 かつらぎ町 新城自治区 放送設備の整備 2,500
和歌山県 九度山町 紀州九度山真田太鼓保存会 太鼓他備品の整備 2,400
和歌山県 湯浅町 田区 祭礼用備品の整備 2,500
和歌山県 湯浅町 北栄1区 櫓他備品の整備 1,900
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和歌山県 広川町 東町区 祭礼用備品の整備 2,400
和歌山県 有田川町 丹生区 太鼓他備品の整備 2,500
和歌山県 美浜町 和田東地区会 獅子頭他備品の整備 2,500
和歌山県 印南町 津井区 祭礼用備品の整備 2,500
和歌山県 印南町 東山口区 太鼓他備品の整備 2,500
和歌山県 みなべ町 木の川区 祭礼用備品の整備 2,400
和歌山県 みなべ町 東吉田区 祭礼用備品の整備 2,500
和歌山県 日高川町 入野区 祭礼用備品の整備 2,500
和歌山県 上富田町 本郷町内会 祭礼用備品の整備 2,500
和歌山県 すさみ町 口和深区 祭礼用備品の整備 2,200
和歌山県 串本町 有田祭保存会 祭礼用備品の整備 2,400
鳥取県 鳥取市 姫路部落 公園遊具の整備 2,500
鳥取県 鳥取市 用瀬町第一区自治会 公園遊具の整備 2,500
鳥取県 鳥取市 刈地集落 祭礼用備品の整備 1,500
鳥取県 米子市 永江地区自治連合会 芝刈機他備品の整備 2,500
鳥取県 米子市 就将地区自治連合会 発電機他備品の整備 2,500
鳥取県 米子市 尚徳地区自治連合会 ステージ他備品の整備 2,500
鳥取県 倉吉市 上灘地区振興協議会 ベンチ他備品の整備 1,600
鳥取県 倉吉市 福原自治公民館 除雪機他備品の整備 2,100
鳥取県 倉吉市 穴窪自治公民館 除雪機他備品の整備 1,900
鳥取県 境港市 幸神町自治会 除雪機他備品の整備 2,500
鳥取県 境港市 夕日ヶ丘2丁目自治会 テーブル他備品の整備 2,500
鳥取県 岩美町 認可地縁団体　太田部落 除雪機他備品の整備 1,400
鳥取県 若桜町 若桜氷ノ山樹氷太鼓の会 祭礼用備品の整備 2,500
鳥取県 智頭町 地区振興協議会 テント他備品の整備 2,500
鳥取県 八頭町 丸山集落 テレビ他備品の整備 2,500
鳥取県 三朝町 みささ村地域協議会 ベンチ他備品の整備 2,500
鳥取県 湯梨浜町 松崎2区 テレビ他備品の整備 1,300
鳥取県 琴浦町 逢束中條おござ舟実行委員会 祭礼用備品の整備 1,700
鳥取県 琴浦町 以西地区公民館 芝刈機他備品の整備 1,000
鳥取県 北栄町 下神自治会 ステージ他備品の整備 2,500
鳥取県 北栄町 西園自治会 テント他備品の整備 2,500
鳥取県 大山町 前自治会 祭礼用備品の整備 1,100
鳥取県 大山町 名和こども太鼓 祭礼用備品の整備 2,500
鳥取県 伯耆町 三部二区自治会 除雪機他備品の整備 2,500
鳥取県 伯耆町 岸本区自治会 発電機他備品の整備 2,500
鳥取県 日南町 福栄伝統芸能保存会 太鼓他備品の整備 2,500
鳥取県 江府町 柿原集落 テレビ他備品の整備 2,200
島根県 松江市 南平台3区自治会 テーブル他備品の整備 2,200
島根県 浜田市 木田地区振興協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
島根県 浜田市 新開町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
島根県 浜田市 三隅自治振興会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
島根県 出雲市 朝倉連合町内会 音響設備他備品の整備 1,500
島根県 出雲市 荒茅町北組自治会 テーブル他備品の整備 2,400
島根県 出雲市 船津獅子舞保存会 祭礼用備品の整備 2,500
島根県 益田市 石見神楽上吉田保存会 祭礼用備品の整備 2,500
島根県 大田市 刺鹿神楽団 祭礼用備品の整備 2,400
島根県 江津市 敬川まちづくり協議会 ステージの整備 2,500
島根県 雲南市 民谷地区振興協議会 除雪機の整備 2,200
島根県 雲南市 一宮自主連合会 太鼓他備品の整備 1,000
島根県 奥出雲町 三成地区福祉振興協議会 ステージの整備 2,500
島根県 飯南町 上区囃子保存会 祭礼用備品の整備 2,400
島根県 川本町 因原神楽団 祭礼用備品の整備 2,500
島根県 美郷町 浜原地域連合自治会 祭礼用備品の整備 2,500
島根県 邑南町 福原自治会 エアコン他備品の整備 2,000
島根県 津和野町 木ノ口自治会 祭礼用備品の整備 2,500
島根県 吉賀町 桟敷自治会 テント他備品の整備 2,500
島根県 西ノ島町 隠岐島前神楽保存会 祭礼用備品の整備 2,500
島根県 知夫村 城が峰会 コミュニティ活動備品の整備 1,500
島根県 隠岐の島町 津戸区共栄社 放送設備の整備 2,500
岡山県 倉敷市 沖公民館町内会 放送設備の整備 2,500
岡山県 倉敷市 内田自治会 祭礼用備品の整備 2,500
岡山県 倉敷市 川入町内会 放送設備の整備 2,400
岡山県 倉敷市 後町内会 祭礼用備品の整備 1,400
岡山県 倉敷市 東粒浦町内会連合会 エアコン他備品の整備 2,500
岡山県 倉敷市 二日市公民館町内会 祭礼用備品の整備 2,500
岡山県 津山市 国分寺町内会 音響設備他備品の整備 1,500
岡山県 津山市 新魚町町内会 祭礼用備品の整備 2,500
岡山県 玉野市 渋川連合自治会 テント他備品の整備 2,500
岡山県 玉野市 東紅陽台二丁目町内会 放送設備の整備 1,500
岡山県 笠岡市 神島盆踊り保存会 テント他備品の整備 2,500
岡山県 井原市 本町自治連合会 テーブル他備品の整備 2,500
岡山県 高梁市 松原地域まちづくり推進委員会 テント他備品の整備 1,100
岡山県 高梁市 巨瀬地域まちづくり推進委員会 テントの整備 1,100
岡山県 新見市 新見大名行列振興会 祭礼用備品の整備 2,500
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岡山県 新見市 高尾学区連合町内会 音響設備他備品の整備 2,000
岡山県 新見市 福本地域振興会 音響設備他備品の整備 1,900
岡山県 備前市 日生甚九郎太鼓保存会 祭礼用備品の整備 2,100
岡山県 備前市 びぜん片上桜を愛する会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
岡山県 赤磐市 坂辺区 広場の遊具整備 2,100
岡山県 美作市 粟井地区村創りの会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
岡山県 浅口市 東安倉総代会 祭礼用備品の整備 2,500
岡山県 和気町 津瀬区 テレビ他備品の整備 1,500
岡山県 里庄町 里庄町本村分館 祭礼用備品の整備 2,500
岡山県 矢掛町 堀越自治会 祭礼用備品の整備 1,700
岡山県 鏡野町 香北地区地域づくり協議会 祭礼用備品の整備 2,500
岡山県 奈義町 小坂区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
岡山県 久米南町 久米南町畝部落会 祭礼用備品の整備 2,400
広島県 呉市 呉市吉浦中町区自治会 音響設備他備品の整備 1,300
広島県 呉市 音戸町畑区自治会 エアコンの整備 1,200
広島県 竹原市 竹原第４地区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 長谷町内会 コピー機他備品の整備 2,500
広島県 三原市 和草自治区 エアコンの整備 1,300
広島県 尾道市 東八幡宮青年部 神輿の修繕 2,500
広島県 尾道市 宇立地区太鼓保存会 太鼓の整備 2,500
広島県 福山市 旭丘学区まちづくり推進委員会 テント他備品の整備 2,500
広島県 三次市 青河自治振興会 音響設備他備品の整備 2,500
広島県 三次市 三若町内会 神輿の修繕他備品の整備 2,500
広島県 庄原市 庄原市峰田自治振興区 テーブル他備品の整備 1,800
広島県 庄原市 庄原市庄原自治振興区 コミュニティ活動備品の整備 2,400
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 大竹市 安芸大瀧太鼓むすひ衆 太鼓他備品の整備 2,500
広島県 東広島市 住民自治協議会「福に富む郷竹仁」 テント他備品の整備 2,500
広島県 廿日市市 佐方アイラブ自治会 テーブル他備品の整備 1,100
広島県 廿日市市 玖島地区コミュニティ推進協議会 祭礼用備品の整備 2,500
広島県 安芸高田市 向原町地域振興会連絡協議会 テント他備品の整備 1,100
広島県 安芸高田市 丹比地区振興会 コミュニティ活動備品の整備 1,500
広島県 江田島市 畑自治会 太鼓の修繕他備品の整備 1,600
広島県 江田島市 江南自治会 パソコン他備品の整備 1,800
広島県 府中町 ガーデンアクシス町内会 テーブル他備品の整備 1,300
広島県 府中町 五反田町内会 コミュニティ活動備品の整備 1,800
広島県 海田町 海田鼓童子 太鼓他備品の整備 2,500
広島県 海田町 海田町自治会連合会 テレビ他備品の整備 1,800
広島県 北広島町 芸北地域振興協議会 コミュニティ活動備品の整備 1,900
広島県 北広島町 大朝地域協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
広島県 大崎上島町 垂水区 プリンタ-他備品の整備 1,200
広島県 大崎上島町 岩白区 エアコン他備品の整備 2,500
広島県 世羅町 賀茂東振興会 テーブル他備品の整備 2,200
広島県 世羅町 津口神楽保存会 祭礼用備品の整備 2,300
広島県 神石高原町 小畠自治振興会下阿下班 コミュニティ活動備品の整備 2,500
広島県 神石高原町 草木自治振興会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
山口県 下関市 海響桜童子 太鼓他備品の整備 2,500
山口県 宇部市 宇部市コミュニティ推進地区連絡協議会 テーブル他備品の整備 2,500
山口県 山口市 陶連合自治会 テント他備品の整備 2,500
山口県 山口市 湯田地区コミュニティ運営協議会 ステージの整備 2,500
山口県 萩市 相島町内会 音響設備他備品の整備 1,200
山口県 萩市 福栄コミュニティ協議会 テント他備品の整備 1,500
山口県 防府市 防府市コミュニティ推進連絡会議 テント他備品の整備 2,500
山口県 下松市 下松中央公民館区自治会連合会 テント他備品の整備 2,500
山口県 岩国市 岩国市自治会連合会 プロジェクター他備品の整備 2,500
山口県 光市 光市連合自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
山口県 柳井市 伊陸地区コミュニティ協議機 テント他備品の整備 2,500
山口県 美祢市 涼南会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
山口県 周南市 福川地区コミュニティ推進協議会 テント他備品の整備 2,500
山口県 山陽小野田市 山陽小野田市ふるさとづくり協議会 放送設備他備品の整備 2,300
山口県 周防大島町 橘地区自治会連絡協議会 テント他備品の整備 2,100
山口県 上関町 上関町ふるさとづくり推進会議 ベンチ他備品の整備 2,500
山口県 田布施町 田布施町まちづくり推進協議会 音響機器他備品の整備 2,500
山口県 平生町 宇佐木コミュニティ協議会 複合機他備品の整備 1,200
山口県 阿武町 阿武町老人クラブ連合会 音響機器他備品の整備 2,400
山口県 長門市 青海島共和国 冷蔵庫他備品の整備 2,500
徳島県 徳島市 さゝ連 祭礼用備品の整備 2,500
徳島県 徳島市 北井上地区コミュニティ協議会 テント他備品の整備 2,500
徳島県 鳴門市 黒崎祭り保存会 祭礼用備品の整備 2,500
徳島県 小松島市 橫須協議会 祭礼用備品の整備 2,500
徳島県 阿南市 岩脇公園桜まつり保存会 ステージの整備 2,500
徳島県 吉野川市 杉尾神社若連祭り実行委員会 屋台の修繕 2,500
徳島県 阿波市 上喜来地区秋祭り実行委員会 屋台の修繕他備品の整備 2,500
徳島県 美馬市 夏子獅子舞保存会 祭礼用備品の整備 2,500
徳島県 三好市 馬路共愛会 ステージテント他備品の整備 2,500
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徳島県 勝浦町 棚野区 エアコン機器の整備 1,200
徳島県 勝浦町 生名区 音響機器他備品の整備 1,200
徳島県 佐那河内村 根郷名中 コミュニティ活動備品の整備 2,500
徳島県 神山町 上村都太夫座 祭礼用備品の整備 2,300
徳島県 那賀町 鷲敷ライン連 祭礼用備品の整備 2,500
徳島県 牟岐町 華波会 祭礼用備品の整備 1,800
徳島県 牟岐町 関船保存会 祭礼用備品の整備 2,500
徳島県 美波町 阿部町内会 テント他備品の整備 1,600
徳島県 美波町 木岐奥次世代会議 ワイヤレスアンプ他備品の整備 2,400
徳島県 美波町 うしお連 大太鼓他備品の整備 2,500
徳島県 海陽町 やさか連 祭礼用備品の整備 2,500
徳島県 藍住町 勝瑞獅子保存会 祭礼用備品の整備 2,500
徳島県 板野町 川端奥郷獅子舞保存会 祭礼用備品の整備 2,500
徳島県 つるぎ町 花の町づくり推進班 芝刈機他備品の整備 2,400
香川県 高松市 林地区コミュニティ協議会 ステージ他備品の整備 2,500
香川県 高松市 国分寺南部校区コミュニティ協議会 エアコン他備品の整備 2,300
香川県 高松市 浅野校区コミュニティ協議会 テントの整備 2,400
香川県 高松市 仏生山地区コミュニティ協議会 音響設備の整備 1,600
香川県 高松市 築地地区コミュニティ協議会 パネル他品の整備 1,900
香川県 高松市 むれコミュニティ協議会 音響設備他備品の整備 1,500
香川県 丸亀市 住みたくなるまち土器 冷蔵庫他備品の整備 2,500
香川県 丸亀市 ふれ愛の町みなみをつくる会 机他備品の整備 1,800
香川県 丸亀市 川西地区地域づくり推進協議会 テーブル他備品の整備 2,500
香川県 坂出市 本鴨自治会獅子舞保存会 祭礼用備品の整備 2,500
香川県 坂出市 天満太鼓台実行委員会 太鼓の整備 2,400
香川県 坂出市 岩黒御神輿保存会 祭礼用備品の整備 2,500
香川県 坂出市 笠指獅子舞保存会 祭礼用備品の整備 2,500
香川県 善通寺市 生野東下獅子組 祭礼用備品の整備 2,500
香川県 観音寺市 高屋地区コミュニティ協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
香川県 観音寺市 粟屋自治会 祭礼用備品の整備 2,500
香川県 さぬき市 下り松自治会 祭礼用備品の整備 2,000
香川県 さぬき市 泊・室沖連合自治会 祭礼用備品の整備 1,800
香川県 東かがわ市 五名連合自治会 ステージ他備品の整備 2,500
香川県 三豊市 仁尾ノ上自治会 祭礼用備品の整備 2,500
香川県 土庄町 伊喜末自治会 祭礼用備品の整備 2,200
香川県 小豆島町 苗羽自治会 祭礼用備品の整備 2,500
香川県 三木町 長楽寺自治会 祭礼用備品の整備 2,500
香川県 三木町 平井地区コミュニティ協議会 祭礼用備品の整備 2,500
香川県 宇多津町 西町中自治会 祭礼用備品の整備 2,500
香川県 宇多津町 新開太鼓台保存会 祭礼用備品の整備 2,500
香川県 綾川町 大谷上公民館 祭礼用備品の整備 2,500
香川県 綾川町 茶円原自治公民館 祭礼用備品の整備 2,500
香川県 綾川町 向山自治公民館 祭礼用備品の整備 2,500
香川県 綾川町 生子自治会 祭礼用備品の整備 2,400
香川県 琴平町 こんぴら太鼓　翔 太鼓の整備 2,500
香川県 多度津町 堀江自治会 祭礼用備品の整備 2,500
香川県 多度津町 城ヶ下自治会 音響機器他備品の整備 1,600
香川県 まんのう町 大原自治会 祭礼用備品の整備 2,500
愛媛県 松山市 大人神輿の会 神輿修繕 2,500
愛媛県 松山市 垣生地区まちづくり協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛媛県 松山市 一の宮団地町内会 放送設備の整備 2,100
愛媛県 松山市 港通り区 コミュニティ活動備品の整備 2,200
愛媛県 松山市 新町区 太鼓他備品の整備 2,200
愛媛県 今治市 孫兵衛作自治会 放送設備の整備 2,500
愛媛県 今治市 朝倉火消し太鼓 祭礼用備品の整備 2,500
愛媛県 宇和島市 伊吹龍心太鼓保存会 祭礼用備品の整備 2,500
愛媛県 宇和島市 清良太鼓保存会 祭礼用備品の整備 2,500
愛媛県 八幡浜市 磯崎中之谷祭り保存会 祭礼用備品の整備 1,100
愛媛県 新居浜市 松木坂井自治会 太鼓他備品の整備 2,500
愛媛県 新居浜市 久保田自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛媛県 西条市 新田自治会 放送設備の整備 1,400
愛媛県 西条市 下島山福毘自治会 放送設備の整備 1,100
愛媛県 大洲市 南久米自治会 ステージの整備 2,500
愛媛県 大洲市 出海青年団 祭礼用備品の整備 1,400
愛媛県 伊予市 野中地区 太鼓の修繕他備品の整備 1,100
愛媛県 四国中央市 古町自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛媛県 四国中央市 土居本郷太鼓台運営委員会 太鼓の整備 2,500
愛媛県 松前町 北黒田 祭礼用備品の整備 2,500
愛媛県 松前町 大字永田自治会 祭礼用備品の整備 1,800
愛媛県 砥部町 満穂区 神輿の整備 2,500
愛媛県 内子町 和太鼓集団和達 祭礼用備品の整備 2,500
愛媛県 愛南町 節崎地区 鼓台他備品の整備 2,500
高知県 高知市 あさひ納涼祭実行委員会 祭礼用備品の整備 2,200
高知県 高知市 「土佐春野あじさい太鼓」和太鼓愛好グループ 太鼓の整備 2,500
高知県 安芸市 赤野獅子舞保存会 祭礼用備品の整備 2,500
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高知県 土佐市 特定非営利活動法人　新居を元気にする会 コミュニティ活動備品の整備 1,600
高知県 宿毛市 天神地区 祭礼用備品の整備 2,500
高知県 土佐清水市 立石地区 祭礼用備品の整備 2,500
高知県 香美市 香美市子ども会連合会 コミュニティ活動備品の整備 2,000
高知県 奈半利町 加領郷獅子舞保存会 祭礼用備品の整備 1,100
高知県 安田町 中山を元気にする会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
高知県 芸西村 芸西村青壮年の会 テーブル他備品の整備 2,500
高知県 本山町 本山町 音響設備他 2,400
高知県 大川村 大川村ふるさとむら推進行事実行委員会 コミュニティ活動備品の整備 1,300
高知県 いの町 枝川地区区長会 コミュニティ活動備品の整備 2,300
高知県 中土佐町 浦青年団 コミュニティ活動備品の整備 2,200
高知県 佐川町 企画本舗さかわ屋 コミュニティ活動備品の整備 1,200
高知県 日高村 九頭自治会 祭礼用備品の整備 2,500
高知県 四万十町 志和浦分地区 コミュニティ活動備品の整備 1,800
高知県 大月町 小才角地区 祭礼用備品の整備 2,500
高知県 三原村 広野部落 祭礼用備品の整備 2,500
高知県 黒潮町 出口自治会 祭礼用備品の整備 2,400
福岡県 大牟田市 久福木公民館 テーブル他備品の整備 2,100
福岡県 久留米市 荘島校区まちづくり委員会 ステージ他備品の整備 2,500
福岡県 飯塚市 安鎮プロジェクト 発電機他備品の整備 2,500
福岡県 田川市 桜町区 祭礼用備品の整備 2,400
福岡県 田川市 夏吉区 複合機他備品の整備 2,100
福岡県 柳川市 城内子供たるみこし保存会 コミュニティ活動備品の整備 1,100
福岡県 八女市 剣持自治会 放送整備他備品の整備 2,500
福岡県 大川市 川口コミュニティ協議会 コピー機他備品の整備 2,500
福岡県 豊前市 前川区 遊具の整備 2,500
福岡県 豊前市 宇島祇園保存会 太鼓他備品の整備 2,500
福岡県 小郡市 津古区 放送設備の整備 1,300
福岡県 筑紫野市 天山区 音響設備他備品の整備 2,400
福岡県 春日市 弥生地区自治会 テーブル他備品の整備 2,500
福岡県 大野城市 大野城市 コミュニティ活動備品の整備 1,700
福岡県 宗像市 河東地区コミュニティ運営協議会 ステージの整備 2,500
福岡県 太宰府市 水城ヶ丘区自治会 音響設備他備品の整備 2,400
福岡県 福津市 津屋崎地域郷づくり推進協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
福岡県 うきは市 蓮町区 エアコン他備品の整備 1,200
福岡県 宮若市 生見自治会 テーブル他備品の整備 2,500
福岡県 嘉麻市 上山田大橋神幸祭実行委員会 神輿の修繕 2,500
福岡県 朝倉市 三奈木地区コミュニティ協議会 音響設備他備品の整備 2,300
福岡県 みやま市 濃施南北自治会 エアコン他備品の整備 1,300
福岡県 糸島市 高祖行政区自治会 音響設備他備品の整備 1,800
福岡県 那珂川町 西畑区 テント他備品の整備 2,500
福岡県 宇美町 宇美太鼓 太鼓の整備 2,500
福岡県 篠栗町 中町区 テーブル他備品の整備 2,500
福岡県 芦屋町 白浜町区 テレビ他備品の整備 2,500
福岡県 水巻町 梅ノ木団地東自治会 テレビ他備品の整備 2,400
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 和太鼓　心樹 太鼓の整備 2,500
福岡県 鞍手町 城ヶ崎区 コミュニティ活動備品の整備 2,400
福岡県 東峰村 岩屋ツツジ会 コミュニティ活動備品の整備 1,100
福岡県 大木町 大木町 エアコン他備品の整備 2,100
福岡県 広川町 太田区自治会 音響設備他備品の整備 2,500
福岡県 糸田町 和太鼓たぎり 太鼓の整備 2,500
福岡県 川崎町 天降太鼓保存会 太鼓他備品の整備 2,500
福岡県 苅田町 南原神楽講 祭礼用備品他備品の整備 2,500
福岡県 みやこ町 上伊良原神楽保存会 祭礼用備品他備品の整備 2,000
福岡県 上毛町 西友枝体験交流センター運営委員会 コミュニティ活動備品の整備 1,200
福岡県 築上町 赤幡自治会 祭礼用備品他備品の整備 2,500
佐賀県 佐賀市 鍛冶屋自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,200
佐賀県 唐津市 宇木区 テーブル他備品の整備 1,900
佐賀県 唐津市 伊岐佐上中区 太鼓他備品の整備 2,500
佐賀県 多久市 白仁田区 放送設備の整備 1,500
佐賀県 伊万里市 鳴石区 コミュニティ活動備品の整備 2,200
佐賀県 武雄市 北永野区 コミュニティ活動備品の整備 1,200
佐賀県 鹿島市 西牟田区 祭礼用備品の整備 2,200
佐賀県 小城市 小城市 コミュニティ活動備品の整備 2,500
佐賀県 嬉野市 式浪自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
佐賀県 嬉野市 下宿区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
佐賀県 神埼市 永歌自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,500
佐賀県 吉野ヶ里町 上石動地区 コミュニティ活動備品の整備 2,100
佐賀県 基山町 基山町第14区自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,800
佐賀県 有田町 第2区 祭礼用備品の整備 2,500
佐賀県 有田町 戸杓区 祭礼用備品の整備 2,400
佐賀県 大町町 大黒町区 祭礼用備品の整備 2,400
佐賀県 江北町 東分区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
佐賀県 江北町 上分区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
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佐賀県 白石町 大谷区 エアコン他備品の整備 1,800
佐賀県 太良町 蕪田区 コミュニティ活動備品の整備 1,200
長崎県 長崎市 稲佐校区連合自治会 ステージ の整備 2,500
長崎県 長崎市 野母浦祭り保存会 太鼓の整備 1,500
長崎県 島原市 杉谷地区コスモス愛護会 草刈機の整備 1,600
長崎県 大村市 辻田町内会 テレビ他備品の整備 1,500
長崎県 大村市 大村市公民館連絡協議会 プロジェクター他備品の整備 1,800
長崎県 平戸市 度島三免区自治会 遊具の整備 1,700
長崎県 松浦市 田ノ平地区自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
長崎県 松浦市 福崎区会 遊具の整備 2,500
長崎県 対馬市 海狼太鼓 祭礼用備品の整備 2,500
長崎県 壱岐市 瀬戸浦々会 祭礼用備品の整備 2,500
長崎県 壱岐市 新城西触公民館 発電機他備品の整備 2,100
長崎県 五島市 魚津ヶ崎花づくり実行委員会 テーブル他備品の整備 1,800
長崎県 西海市 西海黒潮太鼓 太鼓の整備 2,500
長崎県 西海市 外平公民館 盆太鼓他備品の整備 2,400
長崎県 雲仙市 雲仙市（管財課） 遊具の整備 1,400
長崎県 南島原市 六然太鼓 和太鼓他備品の整備 2,500
長崎県 南島原市 瀬詰太鼓保存会 太鼓の整備 2,500
長崎県 長与町 上長与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 1,900
長崎県 小値賀町 笛吹連合町内会 祭礼用備品の整備 1,100
長崎県 新上五島町 有川神楽保存会 祭礼用備品の整備 2,300
熊本県 八代市 上鏡獅子組保存会 祭礼用備品の整備 2,500
熊本県 八代市 中島町町内会 祭礼用備品の整備 2,500
熊本県 水俣市 水俣市25区自治会 エアコン他備品の整備 2,100
熊本県 山鹿市 小原区 無線放送システムの整備 2,500
熊本県 菊池市 山崎区 草刈機他備品の整備 1,000
熊本県 宇土市 古場田区 テーブル他備品の整備 1,600
熊本県 上天草市 池の浦区 エアコン他備品の整備 2,500
熊本県 宇城市 松橋町北十一区 無線放送システムの整備 2,500
熊本県 阿蘇市 西湯浦区 イス他備品の整備 2,500
熊本県 阿蘇市 古神三区 エアコン他備品の整備 2,500
熊本県 阿蘇市 遊雀区 ステージ用品他備品の整備 2,500
熊本県 阿蘇市 湯浦区 物置他備品の整備 2,500
熊本県 阿蘇市 古城5の1区 調理設備他備品の整備 2,500
熊本県 阿蘇市 黒流町区 エアコン他備品の整備 2,500
熊本県 天草市 大浦地区振興会 音響設備他備品の整備 1,400
熊本県 合志市 須屋区自治会 音響設備他備品の整備 2,500
熊本県 美里町 水上・迫区　自治会 祭礼用備品の整備 2,500
熊本県 玉東町 稲佐自治会 無線放送システムの整備 2,500
熊本県 長洲町 大明神区自治会 無線放送システムの整備 2,500
熊本県 和水町 平野神楽保存会 太鼓他備品の整備 2,400
熊本県 大津町 中島区 テーブル他備品の整備 2,100
熊本県 菊陽町 南花立区 テーブル他備品の整備 1,300
熊本県 御船町 水越地域活性化協議会 エアコン他備品の整備 2,500
熊本県 益城町 益城太鼓保存会”紅” 伝統芸能太鼓の整備 2,500
熊本県 山都町 中島西部自治振興区 エアコン他備品の整備 2,100
熊本県 芦北町 内野支部公民館 テント他備品の整備 2,500
熊本県 津奈木町 中尾地区 発電機他備品の整備 2,500
熊本県 錦町 下井手の口地区 テント他備品の整備 2,500
熊本県 多良木町 多良木地域婦人会 防犯灯他備品の整備 1,300
熊本県 水上村 千ヶ平虎踊り保存会 太鼓他備品の整備 2,200
大分県 大分市 大野川合戦まつり実行委員会（大南地区） 祭礼用備品の整備 2,500
大分県 大分市 新町西町内会 山車の整備 2,500
大分県 別府市 鶴見町自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
大分県 中津市 万田自治会 屋外放送設備の整備 2,500
大分県 日田市 桜竹一自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
大分県 日田市 本町2丁目子供会 祭礼用備品の整備 1,200
大分県 佐伯市 里若会 祭礼用備品の整備 2,500
大分県 佐伯市 直川ふるさと盆踊り保存会 アルミステージ他備品の整備 2,300
大分県 佐伯市 吹浦地区 コミュニティ活動備品の整備 2,400
大分県 臼杵市 市浜地区振興協議会 やぐら他備品の整備 2,500
大分県 竹田市 竹田城下町まちづくり若手会 祭礼用備品の整備 2,500
大分県 豊後高田市 真玉地域活性化協議会 コミュニティ活動備品の整備 1,600
大分県 宇佐市 清水自治区 屋外放送設備の整備 2,500
大分県 豊後大野市 犬江おんな太鼓 太鼓他備品の整備 2,500
大分県 由布市 湯平区 祭礼用備品の整備 2,500
大分県 国東市 武蔵町南糸原区 エアコン他備品の整備 1,900
大分県 国東市 伝承行事「川舟祭保存会」 コミュニティ活動備品の整備 2,500
大分県 日出町 辻ノ尾区 太鼓他備品の整備 2,500
大分県 九重町 後河内区 ステージ他備品の整備 2,000
大分県 玖珠町 八幡地区自治組織運営協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮崎県 宮崎市 境下自治会 テーブル他備品の整備 2,400
宮崎県 宮崎市 下城ヶ崎自治会 テーブル他備品の整備 1,200
宮崎県 宮崎市 生目心町自治会 テーブル他備品の整備 2,400
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宮崎県 宮崎市 平和が丘自治会 テーブル他備品の整備 2,500
宮崎県 宮崎市 権現自治会 イス他備品の整備 1,300
宮崎県 宮崎市 大塚町中区自治公民館 エアコン整備 2,500
宮崎県 都城市 高野自治公民館 放送設備の整備 2,500
宮崎県 都城市 大塚自治公民館 放送設備の整備 2,500
宮崎県 都城市 中妻自治公民館 放送設備の整備 2,500
宮崎県 延岡市 構口二区公民館 放送設備の整備 2,500
宮崎県 延岡市 鶴ヶ丘公民館 放送設備の整備 2,500
宮崎県 日南市 宿野自治公民館 放送設備の整備 2,500
宮崎県 小林市 後川内区 テーブル他備品の整備 2,400
宮崎県 日向市 塩見ヶ丘区 屋外放送設備の整備 2,500
宮崎県 串間市 石原自治会 放送設備の整備 2,500
宮崎県 西都市 右松村自治公民館 エアコン他備品の整備 1,700
宮崎県 三股町 寺柱自治公民館 音響設備他備品の整備 1,300
宮崎県 高原町 西広原自治公民館 テーブル他備品の整備 2,200
宮崎県 国富町 飯盛村賑わい再生神輿復活実行委員会 神輿の整備 2,500
宮崎県 高鍋町 下屋敷自治公民館 コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮崎県 西米良村 西米良村 コミュニティ活動備品の整備 1,600
宮崎県 都農町 松原獅子保存会 太鼓他備品の整備 2,500
宮崎県 門川町 大丸区 放送設備の整備 2,500
宮崎県 椎葉村 松尾公民館 パソコン他備品の整備 2,500
宮崎県 美郷町 中区 放送設備他備品の整備 1,500
宮崎県 高千穂町 跡取川公民館 音響設備他備品の整備 2,200
宮崎県 日之影町 日之影町 テント他備品の整備 2,400
鹿児島県 鹿児島市 一倉校区公民館運営審議会 ステージ他備品の整備 2,500
鹿児島県 鹿児島市 八幡校区コミュニティ協議会 発電機他備品の整備 2,500
鹿児島県 枕崎市 港町公民館 テレビ他備品の整備 2,100
鹿児島県 阿久根市 鹿児島毘沙門太鼓　響流 和太鼓等の整備 2,500
鹿児島県 出水市 野田郷島津太鼓 太鼓の整備 2,500
鹿児島県 出水市 西大野原自治会 防犯灯他備品の整備 2,500
鹿児島県 指宿市 中小路地区自治公民館 エアコン他備品の整備 2,500
鹿児島県 指宿市 川尻地区公民館 神輿の整備 2,500
鹿児島県 西之表市 深川地域自治会 プロジェクター他備品の整備 1,900
鹿児島県 垂水市 松ヶ崎地区公民館 ステージ他備品の整備 2,500
鹿児島県 薩摩川内市 樋脇地区コミュニティ協議会 印刷機他備品の整備 2,400
鹿児島県 薩摩川内市 西方地区コミュニティ協議会 複合機他備品の整備 1,100
鹿児島県 日置市 猪鹿倉自治会 簡易物置他備品の整備 2,500
鹿児島県 曽於市 財部北地区公民館 テント他備品の整備 2,500
鹿児島県 曽於市 南部地区公民館 音響機材他備品の整備 2,500
鹿児島県 霧島市 南園自治会 芝刈機他備品の整備 1,100
鹿児島県 いちき串木野市生福地区まちづくり協議会 ステージ他備品の整備 2,500
鹿児島県 南さつま市 上村公民館 テント他備品の整備 2,200
鹿児島県 南さつま市 金峰権現太鼓 太鼓の整備 2,500
鹿児島県 志布志市 有明校区公民館 テント他備品の整備 2,400
鹿児島県 志布志市 潤ヶ野校区公民館 祭礼用備品の整備 2,500
鹿児島県 奄美市 里前集落会 エアコン他備品の整備 2,500
鹿児島県 南九州市 高田区 太鼓他備品の整備 2,400
鹿児島県 伊佐市 牛尾校区コミュニティ協議会 草刈り機他備品の整備 1,800
鹿児島県 姶良市 白浜自治会 エアコン他備品の整備 1,800
鹿児島県 さつま町 虎居区公民館 音響設備他備品の整備 2,500
鹿児島県 さつま町 求名区公民館 倉庫他備品の整備 1,800
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 御前野自治会 屋外無線放送設備の整備 2,500
鹿児島県 湧水町 上川西地区公民館 机他備品の整備 2,500
鹿児島県 大崎町 山村自治公民館 祭礼用備品の整備 2,500
鹿児島県 大崎町 野方公民分館 祭礼用備品の整備 2,300
鹿児島県 錦江町 宿利原地区公民館 ステージ他備品の整備 2,500
鹿児島県 肝付町 富山振興会 ワイヤレス放送システムの整備 2,500
鹿児島県 肝付町 浦町振興会 屋外無線放送設備の整備 2,500
鹿児島県 中種子町 牛之原桜同志会 祭礼用備品の整備 2,300
鹿児島県 屋久島町 中間区 音響設備他備品の整備 2,500
鹿児島県 宇検村 田検集落会 音響設備他備品の整備 2,500
鹿児島県 宇検村 平田集落会 音響設備他備品の整備 2,500
鹿児島県 瀬戸内町 薩川集落会 ステージの整備 2,500
鹿児島県 龍郷町 下戸口集落 発電機他備品の整備 2,500
鹿児島県 龍郷町 赤尾木集落 複合機他備品の整備 2,300
鹿児島県 喜界町 先内集落 高枝カッター他備品の整備 2,500
鹿児島県 喜界町 塩道集落 街灯他備品の整備 2,500
鹿児島県 徳之島町 新村集落会 会議テーブル他備品の整備 2,500
鹿児島県 徳之島町 下久志自治集落会 会議テーブル他備品の整備 2,500
鹿児島県 天城町 与名間自治会 倉庫の整備 1,800
鹿児島県 天城町 天城自治会 テーブル他備品の整備 2,400
鹿児島県 伊仙町 埼原集落自治会 音響設備他備品の整備 2,500
鹿児島県 和泊町 畦布字 テーブル他備品の整備 2,500
鹿児島県 和泊町 国頭字 エアコン他備品の整備 2,300
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都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成額
（千円）

鹿児島県 知名町 徳時字 倉庫他備品の整備 2,500
鹿児島県 与論町 叶自治公民館 椅子他備品の整備 1,900
沖縄県 那覇市 那覇市自治会長会連合会 エアコン他備品の整備 2,500
沖縄県 宜野湾市 上大謝名自治会 コピー機他備品の整備 2,500
沖縄県 石垣市 石垣市 屋外掲示板他備品の整備 2,200
沖縄県 沖縄市 登川自治会 音響設備他備品の整備 2,500
沖縄県 うるま市 うるま市自治会長連絡協議会 音響設備他備品の整備 2,500
沖縄県 宮古島市 長南部落会 音響設備他備品の整備 2,500
沖縄県 大宜味村 大宜味村 音響設備他備品の整備 1,600
沖縄県 東村 東村 音響設備他備品の整備 2,500
沖縄県 今帰仁村 仲宗根区 防犯灯他備品の整備 2,500
沖縄県 恩納村 喜瀬武原区自治会 ステージの整備 2,500
沖縄県 金武町 並里区 照明機器の整備 2,500
沖縄県 伊江村 伊江村 テーブル他備品の整備 2,500
沖縄県 読谷村 儀間自治会 屋外無線放送設備の整備 2,500
沖縄県 北谷町 宮城区自治会 コピー機他備品の整備 2,500
沖縄県 北中城村 北中城村自治会長会 テント他備品の整備 2,400
沖縄県 与那原町 与那原町 掲示板の整備 1,000
沖縄県 南風原町 南風原町 冷蔵庫他備品の整備 2,500
沖縄県 伊平屋村 田名自治会 製氷機他備品の整備 2,500
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 八重瀬町 八重瀬町 芝刈機他備品の整備 2,500
合計 1447団体 3,206,200

21



平成２７年度コミュニティ助成事業
（コミュニティセンター助成事業）

都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成額

（千円）
青森県 おいらせ町 木内々町内会 コミュニティセンターの建設 15,000
岩手県 北上市 更木四区公民館 コミュニティセンターの建設 11,900
岩手県 二戸市 グリーンヒル戸花会 コミュニティセンターの建設 14,000
岩手県 田野畑村 真木沢自治会 コミュニティセンターの建設 8,900
宮城県 塩竃市 野田第一町内会 コミュニティセンターの建設 12,200
宮城県 白石市 白川第1自治会 コミュニティセンターの建設 9,400
宮城県 大崎市 通木自治振興会 コミュニティセンターの建設 15,000
秋田県 横手市 館自治会 コミュニティセンターの建設 8,900
秋田県 にかほ市 芹田自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
秋田県 羽後町 杉宮町内会 コミュニティセンターの建設 15,000
山形県 新庄市 鳥越連合町内会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 15,000
山形県 寒河江市 曙町町内会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 15,000
山形県 高畠町 上和田協和会 コミュニティセンターの建設 11,900
福島県 いわき市 平第12区鍛冶中会 コミュニティセンターの建設 13,800
福島県 白河市 白河市 コミュニティセンターの建設 12,600
福島県 二本松市 塩沢5区 コミュニティセンターの建設 12,400
茨城県 結城市 水海道自治会 コミュニティセンターの建設 10,000
栃木県 宇都宮市 雀宮生協団地自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 11,700
栃木県 足利市 藤本町自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
栃木県 芳賀町 稲毛田公民館 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 10,400
群馬県 高崎市 菅谷区町内会 コミュニティセンターの建設 15,000
群馬県 太田市 泉町 コミュニティセンターの建設 15,000
群馬県 大泉町 第19区自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
埼玉県 久喜市 伊坂一丁目自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
埼玉県 長瀞町 高橋地区自治会 コミュニティセンターの建設 11,200
埼玉県 神川町 元阿保区 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 15,000
千葉県 流山市 松ヶ丘北自治会 コミュニティセンターの建設 8,100
千葉県 富津市 金谷第三区 コミュニティセンターの建設 8,900
千葉県 四街道市 第2グリーンタウン自治会 コミュニティセンターの建設 12,900
千葉県 いすみ市 舟岡自治会 コミュニティセンターの建設 6,000
東京都 世田谷区 奥沢中和会 コミュニティセンターの建設 15,000
東京都 板橋区 茂呂町会 コミュニティセンターの建設 5,500
東京都 福生市 福生市志茂第二町会 コミュニティセンターの建設 15,000
神奈川県 鎌倉市 大平山丸山町内会 コミュニティセンターの建設 15,000
神奈川県 三浦市 大乗区 コミュニティセンターの建設 15,000
神奈川県 南足柄市 矢佐芝自治会 コミュニティセンターの建設 6,400
新潟県 新発田市 小友町内会 コミュニティセンターの建設 8,900
新潟県 十日町市 中条新田町内会 コミュニティセンターの建設 12,000
新潟県 南魚沼市 小栗山自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
新潟県 出雲崎町 大字山谷 コミュニティセンターの建設 9,000
富山県 富山市 米田すずかけ台町内会 コミュニティセンターの建設 15,000
富山県 黒部市 荒俣町内会 コミュニティセンターの建設 15,000
富山県 立山町 四谷尾町内会 コミュニティセンターの建設 14,400
石川県 かほく市 学園台自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
石川県 能美市 仏大寺町会 コミュニティセンターの建設 15,000
石川県 宝達志水市 正友区 コミュニティセンターの建設 9,900
福井県 福井市 西開発1丁目自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
福井県 鯖江市 柳町1丁目横江1・2丁目町内会 コミュニティセンターの建設 15,000
福井県 越前市 岩本区 コミュニティセンターの建設 15,000
山梨県 甲斐市 さつき野区自治会 コミュニティセンターの建設 14,300
山梨県 富士川町 最勝寺区会 コミュニティセンターの建設 15,000
長野県 長野市 中村区 コミュニティセンターの建設 10,000
長野県 松本市 小屋町会 コミュニティセンターの建設 15,000
長野県 原村 上里区 コミュニティセンターの建設 15,000
岐阜県 山県市 上之街道自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 11,400
岐阜県 飛騨市 上野区 コミュニティセンターの建設 15,000
岐阜県 養老町 京ヶ脇区 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 7,300
静岡県 富士宮市 宮原区 コミュニティセンターの建設 6,000
静岡県 磐田市 一言北原自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
愛知県 扶桑町 北新田自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
三重県 伊勢市 尾上町町内会 コミュニティセンターの建設 15,000
三重県 いなべ市 下笠田自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
三重県 伊賀市 別府区 コミュニティセンターの建設 12,500
滋賀県 甲賀市 杣中区自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
滋賀県 東近江市 五個荘簗瀬町自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
滋賀県 米原市 米原ステーションタウン自治会 コミュニティセンターの建設 10,900
大阪府 守口市 佐太東町2丁目自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 10,200
大阪府 泉佐野市 西佐野台町会 コミュニティセンターの建設 13,900
大阪府 大東市 錦町地区自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
兵庫県 加西市 加西市 コミュニティセンターの建設 15,000
兵庫県 猪名川町 清水東自治会 コミュニティセンターの建設 12,900
兵庫県 上郡町 高田台地区連合自治会 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
助成額

（千円）
奈良県 奈良市 六条緑町二丁目自治会 コミュニティセンターの建設 7,700
奈良県 葛城市 林堂本郷自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
和歌山県 橋本市 平野区 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 15,000
和歌山県 広川町 河瀬区 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 9,300
和歌山県 有田川町 角区 コミュニティセンターの建設 9,700
和歌山県 日高町 原谷区 コミュニティセンターの建設 4,100
鳥取県 米子市 美吉2区自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 5,600
鳥取県 倉吉市 富海自治公民館 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 12,100
鳥取県 南部町 上鴨部区 コミュニティセンターの建設 15,000
島根県 浜田市 下内田2町内会 コミュニティセンターの建設 11,500
島根県 益田市 浜連合自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 13,500
島根県 飯南町 大万木山麓自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 10,500
岡山県 赤磐市 可真下一支部自治会 コミュニティセンターの建設 8,000
広島県 世羅町 東上原上谷上振興会 コミュニティセンターの建設 6,900
山口県 下関市 宇部字自治会 コミュニティセンターの建設 10,500
山口県 下関市 角倉町自治会 コミュニティセンターの建設 5,800
香川県 三豊市 浜西自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 15,000
愛媛県 新居浜市 山端連合自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
愛媛県 西条市 都町自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 9,200
愛媛県 西予市 大江部落自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
高知県 大月町 清王地区会 コミュニティセンターの建設 6,000
福岡県 八女市 下田代自治会 コミュニティセンターの建設 11,000
福岡県 大川市 北中通町内会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 15,000
福岡県 大木町 前牟田西区 コミュニティセンターの建設 15,000
佐賀県 佐賀市 鍋島五丁目自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 6,900
佐賀県 伊万里市 大川原区 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 小城市 勝自治会 コミュニティセンターの建設 13,300
佐賀県 嬉野市 辺田部落会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 9,100
長崎県 壱岐市 中野郷地域振興協議会 コミュニティセンターの建設 15,000
長崎県 雲仙市 片田自治会 コミュニティセンターの建設 11,800
熊本県 八代市 大還自治会 コミュニティセンターの建設 10,500
熊本県 菊池市 高野瀬区 コミュニティセンターの建設と備品の整備 11,500
熊本県 宇城市 6区町内会 コミュニティセンターの建設 11,500
熊本県 合志市 大池区 コミュニティセンターの建設 11,500
大分県 豊後大野市 肝煎1区 コミュニティセンターの建設 15,000
大分県 宇佐市 中ノ西自治区 コミュニティセンターの建設 8,800
大分県 竹田市 添ケ津留自治会 コミュニティセンターの建設 5,600
大分県 中津市 下池永自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
宮崎県 日向市 往還区自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
宮崎県 美郷町 和田区 コミュニティセンターの建設 15,000
宮崎県 五ヶ瀬町 揚荻原集落会 コミュニティセンターの建設 9,600

鹿児島県 南さつま市 陣自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
沖縄県 宮古島市 久貝自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
沖縄県 西原町 西原台団地自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
合計 116団体 1,432,200
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平成２７年度コミュニティ助成事業
（地域防災組織育成助成事業　区分ア）

都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成額

（千円）
北海道 北見市 緑町自主防災会 ＡＥＤ他防災備品の整備 2,000
北海道 苫小牧市 ときわ町内会自主防災組織 音響設備他防災備品の整備 2,000
北海道 当別町 春日町自主防災組織 発電機他防災備品の整備 2,000
北海道 積丹町 余別自治会 除雪機他防災備品の整備 2,000
北海道 安平町 安平第一自治会 発電機他防災備品の整備 2,000
青森県 五所川原市 尻無町内会自主防災会 発電機他防災備品の整備 2,000
青森県 むつ市 川守町自主防災会 発電機他防災備品の整備 1,900
青森県 中泊町 下前地区自主防災会 発電機他防災備品の整備 2,000
青森県 おいらせ町 木崎自主防災会 防災備品の整備 2,000
青森県 風間浦村 風間浦村 発電機他防災備品の整備 1,700
岩手県 盛岡市 つなぎ町内会 リヤカー他防災備品の整備 1,000
岩手県 宮古市 下町町内会自主防災会 防災備品の整備 1,000
岩手県 久慈市 幸町自主防災会 ＡＥＤの整備 300
岩手県 遠野市 遠野市自主防災組織連絡会 発電機他防災備品の整備 2,000
岩手県 釜石市 仮宿町内会自主防災会 除雪機他防災備品の整備 2,000
岩手県 奥州市 折居町町内会自主防災会 投光機他防災備品の整備 1,100
岩手県 滝沢市 滝沢パークタウン自治会 防災備品の整備 300
岩手県 葛巻町 浦子内町内会自主防災隊 除雪機他防災備品の整備 2,000
岩手県 矢巾町 矢巾町自主防災会連絡協議会 防災備品の整備 2,000
岩手県 山田町 大沢地区コミュニティー推進協議会 発電機他防災備品の整備 800
岩手県 洋野町 大町地区自主防災会 トランシーバー他防災備品の整備 1,800
宮城県 石巻市 石巻市 組み立て式テント他防災備品の整備 2,000
宮城県 塩竈市 芦畔町内会自主防災会 簡易倉庫他防災備品の整備 1,100
宮城県 名取市 大手町三丁目町内会自主防災会 インバーター発電機他防災備品の整備 1,900
宮城県 登米市 上館町内会自主防災会 アルミ組み立てリアカー他防災備品の整備 1,000
宮城県 栗原市 輝井自主防災組織 炊き出し機他防災備品の整備 1,600
宮城県 東松島市 東松島市自主防災組織連絡協議会 マジック式腕章他防災備品の整備 2,000
宮城県 丸森町 金山地区自主防災会 デジタルトランシーバー他防災備品の整備 1,600
秋田県 横手市 大松川区自主防災会 防災備品の整備 1,400
秋田県 湯沢市 私設マル平消防隊 防災備品の整備 700
秋田県 八峰町 岩館第2自主防災組織 防災備品の整備 1,000
秋田県 五城目町 黒土防災会 防災備品の整備 2,000
秋田県 美郷町 外川原自主防災組織 防災備品の整備 1,700
山形県 鶴岡市 小国自主防災会 消火栓ホース他防災備品の整備 1,200
山形県 上山市 金瓶地区自主防災会 発電機等他防災備品の整備 2,000
山形県 真室川町 三滝地区自主防災組織 防災備品の整備 2,000
山形県 川西町 吉島地区自主防災組織連合会 投光機等防災備品の整備 600
山形県 飯豊町 小白川地区自主防災会 発電機等防災備品の整備 1,800
福島県 白河市 鹿島自治会自主防災会 防災備品の整備 800
福島県 須賀川市 牡丹台町内防災会 防災備品の整備 2,000
福島県 喜多方市 豊岡防災会 防災備品の整備 1,100
福島県 二本松市 東北義勇消防団 ポンプ他防災備品の整備 2,000
福島県 南相馬市 押釜行政区 ＡＥＤ他防災備品の整備 500
福島県 新地町 第2行政区自主防災会 発電機他防災備品の整備 1,500
茨城県 日立市 日立市 リヤカー他防災備品の整備 1,900
茨城県 高萩市 高萩市 発電機他防災備品の整備 1,600
茨城県 北茨城市 諏訪区自主防災会 発電機他防災備品の整備 1,900
茨城県 笠間市 旧陣屋自主防災会 発電機他防災備品の整備 2,000
茨城県 那珂市 飯田自治会自主防災組織 投光機他防災備品の整備 800
栃木県 足利市 足利市自主防災組織連絡協議会 テント他防災備品の整備 400
栃木県 鹿沼市 栄町1丁目自主防災会 防災倉庫他防災備品の整備 600
栃木県 日光市 日光市 テント他防災備品の整備 2,000
群馬県 高崎市 下大島町町内会自主防災会 防災備品の整備 600
群馬県 伊勢崎市 境地区自主防災組織連合会 防災備品の整備 2,000
群馬県 館林市 堀工区自主防災会 防災備品の整備 2,000
群馬県 館林市 大手町区防災協力会 防災備品の整備 1,500
群馬県 渋川市 伊香保地区自主防災会連絡会 防災備品の整備 1,900
埼玉県 鴻巣市 吹上富士見四丁目町内会自主防災会 防災かまどセット他防災備品の整備 1,900
埼玉県 桶川市 下日出谷自治会自主防災会 発電機他防災備品の整備 1,800
埼玉県 富士見市 渡戸3丁目町会防災会 発電機他防災備品の整備 2,000
埼玉県 吉川市 中野2区自主防災会 発電機他防災備品の整備 2,000
埼玉県 白岡市 高岩駒形自主防災会 発電機他防災備品の整備 1,700
埼玉県 宮代町 桃山台自治会自主防災組織 防災倉庫他防災備品の整備 1,800
千葉県 野田市 東金野井自主防災会 テント他防災備品の整備 1,900
千葉県 茂原市 木崎西部自治会自主防災会 防災備蓄倉庫の整備 1,600
千葉県 佐倉市 江原台自治会防災委員会 発電機他防災備品の整備 1,900
千葉県 市原市 若宮5丁目町会自主防災会 災害時初動対応防災備品の整備 1,900
千葉県 大網白里市 みどりが丘防災会 発電機他防災備品の整備 1,600
千葉県 多古町 多古町 防災備品の整備 1,500
東京都 文京区 文京区 パイプ他防災備品の整備 1,500
東京都 中野区 白鷺町会防災会 防災用防災備品の整備 2,000
東京都 板橋区 上板橋二丁目町会住民防災組織 発電機他防災備品の整備 1,600
東京都 葛飾区 新小岩地域防災会議 防災用防災備品の整備 2,000
東京都 小金井市 松風防災会 投光機他防災備品の整備 2,000
東京都 武蔵村山市 雷塚自治会自主防災会 防災用防災備品の整備 600
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 防災備品の整備 2,000
神奈川県 座間市 広野台第二自主防災会 防災備品の整備 1,700
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神奈川県 綾瀬市 吉岡自治会自主防災会 防災備品の整備 1,500
神奈川県 大磯町 大磯町 防災備品の整備 2,000
神奈川県 真鶴町 真鶴町自治会連合会 防災備品の整備 1,700
新潟県 長岡市 東栄3丁目自主防災会 防災備品の整備 2,000
新潟県 三条市 鶴田四丁目区自治会 防災備品の整備 2,000
新潟県 柏崎市 米山地区自主防災連合会 防災備品の整備 1,100
新潟県 小千谷市 小千谷市津山町自主防災会 防災備品の整備 2,000
新潟県 上越市 寺町三丁目町内会自主防災組織 防災備品の整備 1,900
富山県 高岡市 横田校下自主防災組織連絡協議会 防災備品の整備 2,000
富山県 氷見市 速川地区自主防災会 防災備品の整備 400
富山県 黒部市 村椿地区自主防災連絡協議会 防災備品の整備 2,000
富山県 射水市 新生町私設消防団 防災備品の整備 2,000
富山県 立山町 大日町自主防災会 防災備品の整備 2,000
石川県 小松市 村松町自主防災会 発電機他防災備品の整備 2,000
石川県 かほく市 かほく市自主防災組織連絡協議会 防災備品の整備 2,000
石川県 能美市 緑が丘自主防災会 発電機他防災備品の整備 2,000
石川県 野々市市 新庄二丁目自警団 ポンプ他防災備品の整備 1,700
石川県 穴水町 穴水町 ポンプ他防災備品の整備 2,000
福井県 福井市 円山地区自主防災連絡協議会 防災備品の整備 2,000
福井県 大野市 新庄区防災会 防災備品の整備 1,900
福井県 勝山市 滝波区自主防災組織 発電機他防災備品の整備 2,000
福井県 鯖江市 平和台団地自主防災会 発電機他防災備品の整備 2,000
福井県 鯖江市 長泉寺町防災会 防災備品の整備 2,000
福井県 坂井市 北宮領地区防災会 防災備品の整備 1,600
山梨県 甲府市 横沢自治会自主防災隊 物置他防災備品の整備 1,800
山梨県 甲府市 若松町北部自治会防災防犯部 災害時用トイレ他防災備品の整備 1,900
山梨県 韮崎市 韮崎市自主防災組織連絡協議会 発電機他防災備品の整備 1,600
山梨県 南アルプス市 桃園区自治会 発電機他防災備品の整備 1,100
山梨県 南アルプス市 平岡自主防災会 小型動力ポンプ等防災備品の整備 1,300
山梨県 甲州市 菱山4区自主防災会 非常用トイレ他防災備品の整備 1,900
山梨県 丹波山村 高尾地区自主防災会 移動かまど他防災備品の整備 1,900
長野県 長野市 中条地区住民自治協議会防災委員会 防災備品の整備 2,000
長野県 松本市 庄内地区防災・防犯協会 防災備品の整備 500
長野県 上田市 上塩尻自治会 投光器他防災備品の整備 1,900
長野県 諏訪市 文出区 防災用防災備品の整備 1,100
長野県 飯山市 温井区自主防災会 発電機他防災備品の整備 2,000
長野県 辰野町 羽場区（羽場区自主防災隊） 防災備品の整備 2,000
長野県 豊丘村 河野区 ＡＥＤの整備 1,100
長野県 池田町 和合地区防災会 防災用防災備品の整備 2,000
岐阜県 高山市 高山市 小型ポンプの整備 1,900
岐阜県 美濃加茂市 美濃加茂市 防災備品の整備 2,000
岐阜県 土岐市 高山区自治会 防災備品の整備 1,000
岐阜県 下呂市 馬瀬地域自治会連合会 発電機等防災備品の整備 1,700
岐阜県 坂祝町 取組喜楽輝楽会 防災備品の整備 1,100
岐阜県 七宗町 七宗町 防災備品の整備 1,800
静岡県 沼津市 西浦地区連合自治会 無線機の整備 600
静岡県 伊東市 宇佐美区連合自主防災会 デジタル簡易無線機の整備 1,900
静岡県 下田市 下大沢区自主防災会 AED他防災備品の整備 1,600
静岡県 牧之原市 4丁目自主防災会 可搬ポンプ他防災備品の整備 1,100
静岡県 東伊豆町 東伊豆町 防災用防災備品の整備 1,700
静岡県 森町 森町 自主防災用可搬式ポンプの整備 2,000
愛知県 常滑市 常滑市 物置の整備 1,300
愛知県 江南市 江南市 簡易トイレ等防災備品の整備 500
愛知県 東海市 船島防災まちづくり研究会 発電機等防災備品の整備 2,000
愛知県 高浜市 特定非営利活動法人高浜南部まちづくり協議会 コンテナの整備 2,000
愛知県 日進市 日進市 発電機の整備 1,700
愛知県 大治町 深田自主防災会 リヤカー等防災備品の整備 400
三重県 津市 豊が丘地区自主防災協議会 テント他防災備品の整備 900
三重県 伊勢市 豊浜東まちづくり協議会 発電機他防災備品の整備 2,000
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 1,900
三重県 鳥羽市 鳥羽美台町内会 防災備品の整備 400
三重県 志摩市 立神自治会 防災倉庫の整備 1,700
三重県 多気町 土羽区自主防災会 防災倉庫の整備 400
三重県 南伊勢町 方座浦・小方竈自主防災会 簡易無線機他防災備品の整備 2,000
三重県 御浜町 萩内地区自主防災組織 発電機他防災備品の整備 1,800
滋賀県 彦根市 安食中町自主防災会 可搬消防ポンプ他防災備品の整備 1,900
滋賀県 近江八幡市 下豊浦草の根防災会 可搬式ポンプの整備 1,800
滋賀県 守山市 服部自治会 消火栓ホース他防災備品の整備 400
滋賀県 米原市 下多良区自主防災会組織 防災備品の整備 1,700
滋賀県 愛荘町 常安寺防災会 防災資機材の整備 1,800
滋賀県 豊郷町 安食西消防組 可搬式消防器具の整備 1,600
滋賀県 甲良町 小川原区 消防ホース他防災備品の整備 2,000
滋賀県 多賀町 藤瀬区 小型消防ポンプ他防災備品の整備 2,000
京都府 向日市 鶏冠井区自主防災会 発電機他防災備品の整備 2,000
京都府 京田辺市 松井ヶ丘自治会自主防災会 発電機他防災備品の整備 1,300
京都府 木津川市 木津町区防災会 発電機他防災備品の整備 800
京都府 大山崎町 大山崎町 発電機他防災備品の整備 1,700
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京都府 精華町 精華町 発電機他防災備品の整備 1,000
京都府 南山城村 南山城村自主防災組織連絡協議会 ＡＥＤの整備 1,800
大阪府 豊中市 豊中市自主防災活動団体連絡会議 防災備品の整備 2,000
大阪府 泉大津市 泉大津市自主防災組織連絡協議会 防災用ベスト他防災備品の整備 1,500
大阪府 枚方市 枚方市自主防災組織ネットワーク会議 防災備品の整備 300
大阪府 島本町 ユニライフ山崎C棟自主防災会 防災備品の整備 700
大阪府 忠岡町 忠岡町東区自治振興協議会 防災備品の整備 2,000
大阪府 太子町 太子町太子地区自主防災会連合会 防災備品の整備 1,700
大阪府 河南町 白木校区自主防災組織 防災備品の整備 2,000
兵庫県 尼崎市 長洲防災会 照明器具等防災資機材の整備 1,700
兵庫県 西脇市 野中町自主防災会 発電機等防災資機材の整備 2,000
兵庫県 川西市 川西市自主防災組織連絡協議会 メガホン等防災資機材の整備 2,000
兵庫県 朝来市 朝来地域自治協議会 発電機等防災資機材の整備 2,000
兵庫県 播磨町 サンシティ本荘防災会 ＡＥＤ等訓練資機材の整備 1,800
兵庫県 市川町 東川辺区自主防災会 防災倉庫の整備 1,500
奈良県 香芝市 はたふじ会自治会自主防災組織 防災倉庫の整備 1,900
奈良県 宇陀市 西谷自治会自主防災組織 防災倉庫の整備 1,500
奈良県 川西町 川西町自主防災連絡協議会 防災倉庫の整備 1,900
奈良県 曽爾村 小長尾自主防災会 発電機他防災備品の整備 500
奈良県 王寺町 美しヶ丘自主防災会 発電機他防災備品の整備 2,000
奈良県 吉野町 吉野町自主防災組織連絡協議会 防災倉庫の整備 600
奈良県 大淀町 馬佐区自主防災会 発電機他防災備品の整備 400
和歌山県 和歌山市 西和佐地区自主防災会 ＡＥＤ他防災備品の整備 1,600
和歌山県 橋本市 橋本ニュータウン区自主防災会 発電機他防災備品の整備 900
和歌山県 田辺市 八幡自主防災会 防災用防災備品の整備 2,000
和歌山県 湯浅町 大宮通地区自主防災組織 発電機他防災備品の整備 2,000
和歌山県 すさみ町 下一区樹種防災会 防災備品の整備 1,600
鳥取県 鳥取市 勝見町自主防災会 防災備品の整備 1,500
鳥取県 倉吉市 円谷町自主防災会 防災備品の整備 2,000
鳥取県 琴浦町 出上地区自主防災会 防災備品の整備 2,000
鳥取県 北栄町 西高尾自主防災会 防災備品の整備 1,500
鳥取県 大山町 小竹自主防災会議 防災備品の整備 1,600
鳥取県 伯耆町 こしきが丘自治会 防災備品の整備 1,600
島根県 浜田市 田町自主防災会 防災備品の整備 2,000
島根県 益田市 大峯破地区防災会 防災備品の整備 1,700
島根県 安来市 自主防災ひろせ 防災備品の整備 2,000
島根県 吉賀町 樋口地区自主防災組織 防災備品の整備 2,000
岡山県 倉敷市 帯高地区自主防災会 防災備品の整備 2,000
岡山県 玉野市 梶岡連合自治会自主防災会 防災備品の整備 2,000
岡山県 玉野市 東紅陽台1丁目自主防災部 防災備品の整備 1,500
岡山県 新見市 菅生地区自主防災会 防災備品の整備 800
岡山県 美咲町 江与味自治会自主防災組織 防災備品の整備 2,000
広島県 竹原市 竹原市 発電機の整備 1,800
広島県 三原市 中之町下町内会「防災会」 発電機他防災備品の整備 2,000
広島県 東広島市 木谷自治協議会自主防災会 リヤカー他防災備品の整備 700
広島県 廿日市市 大野第八区自主防災会 防災備品の整備 2,000
広島県 廿日市市 大野一区防災部会 防災備品の整備 2,000
広島県 江田島市 三吉Ⅱ自治会 テント他防災備品の整備 2,000
広島県 熊野町 川角自治会防災会 発電機他防災備品の整備 2,000
山口県 山口市 佐山地区自主防災会 防災備品の整備 2,000
山口県 周南市 中央地区自主防災組織 防災備品の整備 2,000
山口県 周防大島町 久賀・椋野地区自治会連絡協議会 発電機他防災備品の整備 2,000
山口県 田布施町 東田布施地域自主防災会 発電機他防災備品の整備 1,600
山口県 平生町 田布路木自治会自主防災会 発電機他防災備品の整備 2,000
山口県 阿武町 阿武町 防災備品の整備 1,900
徳島県 鳴門市 明神地区自主防災会 防災備品の整備 2,000
徳島県 美馬市 美馬市自主防災組織連絡協議会 防災備品の整備 2,000
徳島県 神山町 栗生野自主防災会 防災備品の整備 300
徳島県 美波町 西由岐自主防災会 防災備品の整備 1,900
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 800
徳島県 東みよし町 東みよし町自主防災組織連絡会 防災備品の整備 2,000
香川県 高松市 国分寺北部校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
香川県 坂出市 松山地区自主防災会 屋外用テント他防災備品の整備 2,000
香川県 観音寺市 丸井北自主防災会 発電機他防災備品の整備 2,000
香川県 さぬき市 南中浜自治会防災・減災隊 発電機他防災備品の整備 1,100
香川県 三豊市 津の前連合自治会自主防災組織 発電機他防災備品の整備 2,000
香川県 三木町 花丸自主防災会 防災倉庫他防災備品の整備 2,000
愛媛県 松山市 中島地区自主防災連合会 テント他防災備品の整備 2,000
愛媛県 宇和島市 藤江1区自主防災会 テント他防災備品の整備 2,000
愛媛県 新居浜市 宮西校区防災会 防災備品の整備 2,000
愛媛県 大洲市 柳沢地区自主防災組織 発電機他防災備品の整備 2,000
愛媛県 伊予市 本郡地区自主防災会 消防ホース他防災備品の整備 700
愛媛県 上島町 魚島地区自主防災会 発電機他防災備品の整備 2,000
高知県 南国市 奈路地区防災会 防災備品の整備 1,600
高知県 いの町 本川地区自主防災会 防災備品の整備 1,100
高知県 佐川町 青去自主防災会 防災備品の整備 1,900
高知県 佐川町 大田川自主防災組織 防災備品の整備 1,400
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高知県 日高村 日高村自主防災組織連絡協議会 防災備品の整備 1,300
高知県 津野町 姫野々上町自主防災組織 ポンプ他防災備品の整備 1,800
福岡県 直方市 上頓野校区自主防災会 防災資機材の整備 2,000
福岡県 八女市 山中区自衛消防隊 小型ポンプ他防災備品の整備 1,100
福岡県 豊前市 豊前市 防災備品の整備 1,900
福岡県 宮若市 宮若市 防災備品の整備 2,000
福岡県 岡垣町 岡垣町戸切白谷区自主防災会 防災備品の整備 600
福岡県 築上町 築上町 リヤカー他防災備品の整備 1,200
佐賀県 唐津市 栄町自主防災会 ヘルメット他防災備品の整備 900
佐賀県 神埼市 本堀消防団後方支援隊 防災備品の整備 700
佐賀県 有田町 下内野自主防災会 防災備品の整備 2,000
佐賀県 江北町 花祭区自主防災会 防災備品の整備 1,600
佐賀県 白石町 戸ヶ里区自主防災会 防災備品の整備 1,100
長崎県 平戸市 平戸市 防災備品の整備 2,000
長崎県 壱岐市 渡良南触自主防災組織 防災備品の整備 2,000
長崎県 五島市 五島市 防災備品の整備 2,000
長崎県 雲仙市 雲仙市国見町小路自主防災組織 防災備品の整備 600
熊本県 菊池市 下長田区自主防災会 投光器等防災資機材の整備 800
熊本県 宇土市 宇土市 防災用防災備品の整備 2,000
熊本県 合志市 すずかけ台自衛消防団 消火栓用ホース一式の整備 1,600
熊本県 苓北町 苓北町 発電機等防災資機材の整備 2,000
大分県 別府市 別府市連合防災協議会 防災備品の整備 1,500
大分県 日田市 水目町自治会 無線機の整備 2,000
大分県 豊後高田市 湯原下地区自主防災会 防災備品の整備 1,200
大分県 由布市 赤野自主防災会 防災備品の整備 1,000
大分県 国東市 国東市国見町岡区 防災備品の整備 2,000
大分県 日出町 牧の内区 防災備品の整備 500
宮崎県 宮崎市 宮崎市 投光器他防災備品の整備 1,600
宮崎県 延岡市 延岡市 担架他防災備品の整備 2,000
宮崎県 日南市 日南市 消防用ホース他防災備品の整備 2,000
宮崎県 日向市 日向市自主防災会連絡協議会 テント他防災備品の整備 2,000
宮崎県 五ヶ瀬町 第3区自主防災会 発電機他防災備品の整備 2,000
鹿児島県 阿久根市 川畑中区防災会 小型動力ポンプ他防災備品の整備 1,200
鹿児島県 薩摩川内市 五社上自治会 ＡＥＤの整備 400
鹿児島県 日置市 宮脇防災会 メガホン他防災備品の整備 2,000
鹿児島県 南種子町 野尻自治公民館 防災対策用有線放送設備の整備 1,600
鹿児島県 伊仙町 東面縄集落自主防災組織 テント他防災備品の整備 2,000
沖縄県 本部町 水納班自主防災会 防災資機材の整備 2,000
沖縄県 金武町 渡慶頭原地区自主防災会 防災資機材の整備 2,000
沖縄県 読谷村 大添区自主防災会 防災資機材の整備 2,000
沖縄県 中城村 奥間地区自主防災会 防災資機材の整備 2,000
合計 272団体 438,000
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平成２７年度コミュニティ助成事業
（地域防災組織育成助成事業　区分イ）

都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成額

（千円）
北海道 - 釧路北部消防事務組合 可搬消防ポンプの整備 1,000
北海道 - 胆振東部消防組合 発電機他備品の整備 700
北海道 - 北十勝消防事務組合 防火衣の整備 1,000
青森県 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町 投光機の整備 900
青森県 風間浦村 風間浦村 ヘルメット他備品の整備 500
岩手県 花巻市 花巻市 救命胴衣他備品の整備 1,000
岩手県 住田町 住田町 消防ラッパの整備 500
岩手県 野田村 野田村 除雪機の整備 700
宮城県 川崎町 川崎町 背負式散水装置の整備 1,000
宮城県 山元町 山元町 避難誘導用器具他備品の整備 600
秋田県 横手市 横手市 トランシーバーの整備 1,000
秋田県 潟上市 潟上市 Ｄ－１級ポンプ他備品の整備 1,000
山形県 鶴岡市 鶴岡市 救命胴衣整備 1,000
山形県 河北町 河北町 防火衣の整備 1,000
福島県 西会津町 西会津町 防火衣他備品の整備 1,000
福島県 本宮市 本宮市 ラッパ他備品の整備 600
福島県 会津坂下町 会津坂下町 投光機他備品の整備 1,000
茨城県 土浦市 土浦市 心肺蘇生訓練人形他備品の整備 1,000
栃木県 小山市 小山市 消防団制服他備品の整備 900
栃木県 茂木町 茂木町 発電機他備品の整備 1,000
群馬県 前橋市 前橋市 軽可搬式消防ポンプ整備 1,000
群馬県 上野村 上野村 可搬式消防ポンプの整備 1,000
埼玉県 白岡市 白岡市 チェーンソーの整備 800
埼玉県 吉見町 吉見町 トランシーバーの整備 1,000
千葉県 柏市 柏市 消防団活動の整備 800
千葉県 - 長生郡市広域市町村圏組合 ライフジャケットの整備 1,000
東京都 日の出町 日の出町 防火衣の整備 1,000
東京都 神津島村 神津島村 消火訓練用放射器他備品の整備 900

神奈川県 横須賀市 横須賀市 小型動力ポンプの整備 1,000
神奈川県 厚木市 厚木市 編上式ゴム長靴の整備 1,000
神奈川県 松田町 松田町 防火衣の整備 1,000
新潟県 柏崎市 柏崎市 消防ラッパの整備 1,000
新潟県 魚沼市 魚沼市 初期消火訓練用資機材の整備 700
富山県 滑川市 滑川市 トランシーバー他備品の整備 1,000
富山県 砺波市 砺波市 煙体験ハウス他備品の整備 1,000
石川県 輪島市 輪島市 テントの整備 1,000
石川県 津幡町 津幡町 発電機他備品の整備 1,000
福井県 永平寺町 永平寺町 防火衣整備 1,000
福井県 - 鯖江・丹生消防組合 消防用ホースの整備 1,000
福井県 - 敦賀美方消防組合 耐切創性手袋の整備 1,000
山梨県 都留市 都留市 防火衣他備品の整備 1,000
山梨県 甲州市 甲州市 可搬ポンプの整備 900
長野県 岡谷市 岡谷市 無線機の整備 1,000
長野県 長和町 長和町 雨具他備品の整備 1,000
長野県 南牧村 南牧村 防寒衣の整備 1,000
岐阜県 瑞浪市 瑞浪市 可搬消防ポンプの整備 1,000
岐阜県 白川町 白川町 発電機（詰所用(5)、車載用(5)） 1,000
静岡県 伊東市 伊東市 消防団用雨合羽の整備 1,000
静岡県 下田市 下田市 心肺蘇生訓練人形の整備 500
愛知県 蒲郡市 蒲郡市 活動服の整備 1,000
愛知県 江南市 江南市 救助用半長靴の整備 1,000
愛知県 豊明市 豊明市 銀長靴の整備 1,000
三重県 東員町 東員町 活動服の整備 1,000
三重県 鈴鹿市 鈴鹿市 防火衣の整備 1,000
滋賀県 高島市 高島市 小型動力ポンプの整備 1,000
滋賀県 長浜市 長浜市 トランシーバー他備品の整備 900
京都府 亀岡市 亀岡市 照明機の整備 1,000
京都府 宮津市 宮津市 防火服他備品の整備 1,000
大阪府 東大阪市 東大阪市 小型ポンプの整備 900
大阪府 柏原市 柏原市 発電機他備品の整備 800
大阪府 茨木市 茨木市 雨具の整備 1,000
兵庫県 洲本市 洲本市 ヘルメットの整備 1,000
兵庫県 加東市 加東市 ヘッドライト他備品の整備 1,000
兵庫県 市川町 市川町 ＬＥＤライトの整備 1,000
奈良県 生駒市 生駒市 ヘルメットの整備 900
奈良県 川西町 川西町 水槽他備品の整備 1,000
奈良県 御杖村 御杖村 消火用ホース他備品の整備 1,000
和歌山県 白浜町 白浜町 デジタル無線機の整備 900
和歌山県 北山村 北山村 小型可搬ﾎﾟﾝﾌﾟ備品の整備 900
鳥取県 日南町 日南町 トランシーバー他備品の整備 1,000
鳥取県 伯耆町 伯耆町 防寒着の整備 1,000
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島根県 吉賀町 吉賀町 救助用ゴムボート他備品の整備 1,000
島根県 川本町 川本町 防火衣他備品の整備 1,000
岡山県 真庭市 真庭市 背負式消火水他備品の整備 1,000
岡山県 矢掛町 矢掛町 ＡＥＤの整備 800
広島県 海田町 海田町 投光器他備品の整備 1,000
広島県 熊野町 熊野町 可搬ポンプ他備品の整備 1,000
山口県 周南市 周南市 軽可搬ポンプの整備 800
山口県 山陽小野田市 山陽小野田市 軽可搬ポンプの整備 1,000
山口県 上関町 上関町 軽可搬ポンプの整備 1,000
徳島県 阿波市 阿波市 消防用ホースの整備 1,000
徳島県 牟岐町 牟岐町 消防用ホースの整備 1,000
香川県 坂出市 坂出市 消防団活動の整備 1,000
香川県 観音寺市 観音寺市 消防団活動の整備 1,000
愛媛県 四国中央市 四国中央市 軽可搬ポンプの整備 1,000
愛媛県 上島町 上島町 レインウェアの整備 1,000
高知県 南国市 南国市 ヘッドライトの整備 700
高知県 須崎市 須崎市 軽可搬ポンプの整備 900
福岡県 篠栗町 篠栗町 消防団活動の整備 500
福岡県 東峰村 東峰村 編上安全靴の整備 1,000
佐賀県 嬉野市 嬉野市 軽可搬ポンプの整備 800
佐賀県 有田町 有田町 小型動力ポンプの整備 1,000
長崎県 対馬市 対馬市 消防団活動の整備 1,000
長崎県 長与町 長与町 消防団活動の整備 800
熊本県 荒尾市 荒尾市 軽可搬ポンプ他備品の整備 800
熊本県 西原村 西原村 消防団活動の整備 1,000
熊本県 和水町 和水町 消防用カラーホースの整備 1,000
大分県 由布市 由布市 消防団活動の整備 1,000
大分県 津久見市 津久見市 消防団活動の整備 1,000
大分県 日出町 日出町 軽可搬ポンプの整備 1,000
宮崎県 都城市 都城市 消防団活動の整備 500
宮崎県 日南市 日南市 救命胴衣の整備 1,000

鹿児島県 さつま町 さつま町 防火衣他備品の整備 1,000
鹿児島県 南さつま市 南さつま市 軽可搬ポンプの整備 1,000
沖縄県 久米島町 久米島町 軽可搬ポンプの整備 1,000
沖縄県 - 金武地区消防衛生組合 消防団活動の整備 1,000
合計 106団体 98,900
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平成２７年度コミュニティ助成事業
（地域防災組織育成助成事業　区分ウ）

都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成額

（千円）
北海道 - 羊蹄山ろく消防組合 ③煙体験用資機材 500

北海道 小平町 小平町
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 - 北見地区消防組合
①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練
装置セット

600

北海道 - 釧路東部消防組合
②心肺蘇生訓練用マネキンセット、AED
トレーナー

600

岩手県 - 大船渡地区消防組合
①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練
装置セット

600

岩手県 一関市 一関市
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 小山市 小山市
②心肺蘇生訓練用マネキンセット、AED
トレーナー

500

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

埼玉県 羽生市 羽生市
①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練
装置セット

600

埼玉県 - 埼玉西部消防組合 ③煙体験用資機材 400
石川県 - 羽咋郡市広域圏事務組合 ③煙体験用資機材 600

石川県 内灘町 内灘町
②心肺蘇生訓練用マネキンセット、AED
トレーナー

400

岐阜県 郡上市 郡上市
②心肺蘇生訓練用マネキンセット、AED
トレーナー

600

岐阜県 山県市 山県市
①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練
装置セット

100

愛知県 蒲郡市 蒲郡市 ③煙体験用資機材 600

三重県 - 志摩広域消防組合
②心肺蘇生訓練用マネキンセット、AED
トレーナー

600

大阪府 摂津市 摂津市
②心肺蘇生訓練用マネキンセット、AED
トレーナー

200

大阪府 富田林市 富田林市 ③煙体験用資機材 600

大阪府 豊中市 豊中市
①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練
装置セット

400

兵庫県 尼崎市 尼崎市
②心肺蘇生訓練用マネキンセット、AED
トレーナー

500

奈良県 - 奈良県広域消防組合
②心肺蘇生訓練用マネキンセット、AED
トレーナー

600

和歌山県 有田川町 有田川町
①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練
装置セット

500

島根県 松江市 松江市
②心肺蘇生訓練用マネキンセット、AED
トレーナー

500

岡山県 赤磐市 赤磐市
①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練
装置セット

500

岡山県 美作市 美作市
①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練
装置セット

500

広島県 呉市 呉市
②心肺蘇生訓練用マネキンセット、AED
トレーナー

600

徳島県 - 板野東部消防組合
①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練
装置セット

400

福岡県 大牟田市 大牟田市
①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練
装置セット

500

長崎県 長崎市 長崎市
①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練
装置セット

600

長崎県 松浦市 松浦市
①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練
装置セット

600

長崎県 五島市 五島市 ③煙体験用資機材 500

熊本県 - 八代広域行政事務組合
①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練
装置セット

600

鹿児島県 南さつま市 南さつま市 ③煙体験用資機材 400

沖縄県 石垣市 石垣市
①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練
装置セット

500

沖縄県 - 国頭地区消防組合 ③煙体験用資機材 500
小計 36団体 18,600

防火防災訓練用資器材
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※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
助成額

（千円）
北海道 - 南空知消防組合 視聴覚資機材セット 700
北海道 - 渡島西部広域事務組合 視聴覚資機材セット 400
岩手県 盛岡市 盛岡市 視聴覚資機材セット 300
岩手県 野田村 野田村 視聴覚資機材セット 700
宮城県 - 大崎地域広域行政事務組合 視聴覚資機材セット 700
栃木県 - 芳賀地区広域行政事務組合 視聴覚資機材セット 1,000
東京都 八丈町 八丈町 視聴覚資機材セット 700
愛知県 豊橋市 豊橋市 視聴覚資機材セット 1,000
愛知県 瀬戸市 瀬戸市 視聴覚資機材セット 500
滋賀県 高島市 高島市 視聴覚資機材セット 900
島根県 - 江津邑智消防組合 視聴覚資機材セット 600
香川県 琴平町 琴平町 視聴覚資機材セット 400
宮崎県 五ヶ瀬町 五ヶ瀬町 視聴覚資機材セット 1,000
宮崎県 - 西臼杵広域行政事務組合 視聴覚資機材セット 1,000
沖縄県 那覇市 那覇市 視聴覚資機材セット 800
小計 15団体 10,700
合計 51団体 29,300

※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２７年度コミュニティ助成事業
（地域防災組織育成助成事業　区分エ）

都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成額

（千円）
青森県 - 下北地域広域行政事務組合 幼年消防用鼓笛隊セット 400
青森県 - 八戸地域広域市町村圏事務組合 幼年消防用鼓笛隊セット 400
岩手県 - 久慈広域連合 幼年消防用鼓笛隊セット 400
宮城県 - 塩釜地区消防事務組合 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
茨城県 常陸太田市 常陸太田市 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
栃木県 日光市 日光市 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
富山県 上市町 上市町 幼年消防用鼓笛隊セット 300
石川県 野々市市 野々市市 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 御坊市 御坊市 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
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
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 総社市 総社市 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 安芸高田市 安芸高田市 幼年消防用鼓笛隊セット 400
広島県 北広島町 北広島町 幼年消防用鼓笛隊セット 400
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
佐賀県 唐津市 唐津市 幼年消防用鼓笛隊セット 400
長崎県 対馬市 対馬市 幼年消防用鼓笛隊セット 400
長崎県 壱岐市 壱岐市 幼年消防用鼓笛隊セット 400
熊本県 - 山鹿植木広域行政事務組合 幼年消防用鼓笛隊セット 400
熊本県 - 宇城広域連合 幼年消防用鼓笛隊セット 400
宮崎県 新富町 新富町 幼年消防用鼓笛隊セット 400
宮崎県 五ヶ瀬町 五ヶ瀬町 幼年消防用鼓笛隊セット 400
宮崎県 - 西臼杵広域行政事務組合 幼年消防用鼓笛隊セット 400

鹿児島県 枕埼市 枕埼市 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
沖縄県 石垣市 石垣市 幼年消防用鼓笛隊セット 400
合計 36団体 14,300

※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２７年度コミュニティ助成事業
（地域防災組織育成助成事業　区分オ）

都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成額

（千円）
宮城県 気仙沼市 気仙沼市 Ｄ－１ポンプ一式他備品の整備 1,000
山形県 尾花沢市 尾花沢市 Ｄ－１ポンプ一式の整備 800
石川県 金沢市 金沢市 Ｄ－１ポンプ一式他備品の整備 800
石川県 津幡町 津幡町 Ｄ－１ポンプ一式他備品の整備 800
石川県 能登町 能登町 Ｄ－１ポンプ一式他備品の整備 1,000
福井県 - 若狭消防組合 Ｄ－１ポンプ一式他備品の整備 1,000
福井県 - 南越消防組合 Ｄ－１ポンプ一式他備品の整備 900
岐阜県 七宗町 七宗町 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
三重県 明和町 明和町 Ｄ－１ポンプ一式の整備 900
兵庫県 朝来市 朝来市 Ｄ－１ポンプ一式の整備 900
和歌山県 和歌山市 和歌山市 Ｄ－１ポンプ一式他備品の整備 1,000
鳥取県 三朝町 三朝町 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
山口県 下関市 下関市 Ｄ－１ポンプ一式の整備 1,000
徳島県 小松島市 小松島市 Ｄ－１ポンプ一式他備品の整備 1,000
長崎県 壱岐市 壱岐市 Ｄ－１ポンプ一式他備品の整備 1,000
宮崎県 五ヶ瀬町 五ヶ瀬町 Ｄ－１ポンプ一式他備品の整備 1,000
宮崎県 - 西臼杵広域行政事務組合 Ｄ－１ポンプ一式他備品の整備 1,000
小計 19団体 18,000

都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成額

（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 21団体 20,000

初期消火活動及び応急救護普及活動

初期消火活動及び予防活動
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平成２７年度コミュニティ助成事業
（地域防災組織育成助成事業　区分カ）

都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成額

（千円）
北海道 - 石狩北部地区消防事務組合 ＡＥＤトレーナー他備品の整備 300
北海道 - 富良野広域連合 活動服の整備 900
北海道 - 利尻礼文消防事務組合 訓練用消火器他備品の整備 700
岩手県 洋野町 洋野町 訓練用消火器他備品の整備 1,000
宮城県 塩竈市 塩竈市 トランシーバー他備品の整備 1,000
福島県 浅川町 浅川町 アンプ他備品の整備 1,000
埼玉県 三郷市 三郷市 アンプ他備品の整備 1,000
東京都 八王子市 八王子市 訓練用消火器他備品の整備 500
東京都 墨田区 墨田区 訓練用消火器他備品の整備 700
東京都 江戸川区 江戸川区 活動服の整備 1,000
神奈川県 大和市 大和市 活動服の整備 1,000
神奈川県 海老名市 海老名市 活動服の整備 500
富山県 砺波市 砺波市 プロジェクター他備品の整備 200
愛知県 稲沢市 稲沢市 活動服他備品の整備 1,000
愛知県 瀬戸市 瀬戸市 防災訓練用備品 700
鳥取県 米子市 米子市 Ｄ－１ポンプ一式他備品の整備 900
徳島県 つるぎ町 つるぎ町 救命胴着他備品の整備 1,000
徳島県 鳴門市 鳴門市 活動服他備品の整備 900
愛媛県 松山市 松山市 テント他備品の整備 1,000
愛媛県 久万高原町 久万高原町 ヘッドライト他備品の整備 1,000
高知県 南国市 南国市 活動服他備品の整備 1,000
高知県 香南市 香南市 活動服他備品の整備 1,000
高知県 黒潮町 黒潮町 少年消防クラブ活動備品の整備 500
福岡県 - 久留米広域市町村圏事務組合 訓練用消火器他備品の整備 1,000
福岡県 - 八女地区消防組合 活動服他備品の整備 700
佐賀県 - 佐賀中部広域連合 活動服の整備 1,000
宮崎県 五ヶ瀬町 五ヶ瀬町 訓練用消火器他備品の整備 1,000
宮崎県 - 東児湯消防組合 トランシーバー他備品の整備 1,000

鹿児島県 志布志市 志布志市 訓練用消火器他備品の整備 100
鹿児島県 指宿市 指宿市 投光器他備品の整備 1,000
沖縄県 名護市 名護市 ＡＥＤトレーナー他備品の整備 1,000
合計 31団体 25,600
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平成２７年度コミュニティ助成事業
（青少年健全育成助成事業）

都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成額

（千円）
北海道 中川町 中川町 コオーディネーショントレーニング親子体験会 600
北海道 新ひだか町 新ひだか町 図書館・博物館オープン記念図書館文化講演 400
青森県 横浜町 吹越子ども会育成会 野菜づくり・伝統芸能体験 700
宮城県 利府町 利府町 図書館利用促進を目的とした講演会の開催 300
秋田県 八郎潟町 八郎潟青年者異業種交流会メビウス 親子でサイエンス！ 1,000
山形県 上山市 上山市 短歌教室の開催 800
群馬県 神流町 神流町 化石発掘体験　基調講演 500
群馬県 南牧村 南牧村青少年育成推進連絡員協議会 観劇　我武者羅応援団による応援 900
千葉県 野田市 古布内山坪中央自治会 農業体験学習を通した親子参加のイベント 900
千葉県 山武市 山武市 ひとつなぎの舞隊in山武市vol.1 700
神奈川県 逗子市 逗子市 プロジェクションマッピングの体験 1,000
富山県 滑川市 滑川市 子ども図書館開館記念イベント 1,000
福井県 永平寺町 地域ふれあい支援かさじそう コンサート・紙芝居公演開催 800
山梨県 大月市 猿橋保勝会 親子切り絵行燈制作並びに展示発表会 1,000
山梨県 北杜市 北杜市 親子シルクスクリーン教室の開催 400
長野県 松本市 松本市 チルドレンズ・ミュージアムの開催 1,000
長野県 松川町 松川町 ホタルの飼育体験等 300
岐阜県 郡上市 郡上市 長谷川義史絵本ライブ 500
静岡県 掛川市 掛川市 親子ふれあいコンサート 400
愛知県 犬山市 犬山西地区コミュニティ推進協議会 「地球の自然と宇宙・星空教室」 1,000
愛知県 豊明市 豊明市 コーディネーショントレーニング親子体験会 400
三重県 菰野町 菰野町 「頭脳スポーツin菰野」の開催 900
奈良県 三宅町 三宅町 ファミリーコンサートの開催 400
広島県 廿日市市 阿品台コミュニティ 親子交流和太鼓フェア「親子でどんどこ」 1,000
広島県 府中町 鶴江二丁目町内会 親子スポーツ教室 300
香川県 高松市 三谷地区コミュニティ協議会 子供向けコンサートの開催 1,000
高知県 宿毛市 宿毛市 子どもフェスティバルの開催 500
福岡県 うきは市 西屋形区 ふれあい体験学習 300
福岡県 香春町 地域の子どもたちを応援する会 体験型コミュニティイベント 1,000
佐賀県 武雄市 下西山区 三世代交流「そば」のなんでも体験 300
大分県 中津市 南部校区青少年健全育成協議会 親子歴史探訪ウォークの開催 1,000
鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 「スポーツフェスタinかのや」の開催 1,000
鹿児島県 伊仙町 伊仙町 「親子チャレンジ教室」の開催 1,000
沖縄県 本部町 本部町子ども会育成連絡協議会 親子ホエールウォッチング 300
沖縄県 中城村 南上原自治会 芸能「組踊」継承事業 1,000

合計 35団体 24,600
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平成２７年度コミュニティ助成事業
（共生の地域づくり助成事業）

都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成額

（千円）
北海道 羽幌町 羽幌町 バリアフリー車両の整備 4,600
青森県 五所川原市 五所川原市 公共施設のバリアフリー化 10,000
岩手県 盛岡市 盛岡市 共生社会づくり調査研究事業 4,500
宮城県 名取市 名取市 公共施設のバリアフリー化 2,200
秋田県 湯沢市 湯沢市 公共施設のバリアフリー化 10,000
山形県 鶴岡市 鶴岡市 公共施設のバリアフリー化 4,500
福島県 泉崎村 泉崎村 バリアフリー車両の整備 3,400
茨城県 美浦村 美浦村 公共施設のバリアフリー化 10,000
栃木県 壬生町 壬生町 公共施設のバリアフリー化 10,000
群馬県 南牧村 南牧村 お年寄りと子供たちを対象とした異世代交流会の開催 400
埼玉県 吉見町 吉見町 公共施設へのユニバーサルデザイン遊具の整備 9,900
千葉県 旭市 旭市 バリアフリー車両の整備 10,000
東京都 調布市 調布市 移動図書館車両整備 1,600
神奈川県 逗子市 逗子市 公共施設のバリアフリー化 7,600
富山県 立山町 立山町 公共施設のバリアフリー化 10,000
石川県 野々市市 野々市市 地域包括ケアシステムの構築のためのワークショップ開催 4,900
福井県 越前市 越前市 バリアフリー対応車両の整備 10,000
長野県 豊丘村 豊丘村 バリアフリー対応車両の整備 1,800
愛知県 南知多町 南知多町 バリアフリー対応車両の整備 10,000
三重県 いなべ市 いなべ市 バリアフリー対応車両の整備 7,500
滋賀県 高島市 高島市 公共施設のバリアフリー化 10,000
京都府 城陽市 城陽市 公共施設への子育て支援備品の整備 2,200
大阪府 茨木市 茨木市 公共施設のバリアフリー化 10,000
兵庫県 市川町 市川町 公共施設のバリアフリー化 7,700
奈良県 三宅町 三宅町 バリアフリー対応車両の整備 4,400
和歌山県 岩出市 岩出市 公共施設のバリアフリー化 10,000
島根県 松江市 松江市 公共施設のバリアフリー化 9,300
岡山県 瀬戸内市 瀬戸内市 視覚障がい者等の読書支援事業 2,300
広島県 北広島町 北広島町 公共施設のバリアフリー化 1,800
徳島県 つるぎ町 つるぎ町 バリアフリー対応車両の整備 10,000
香川県 善通寺市 善通寺市 バリアフリー対応車両の整備 10,000
愛媛県 西条市 西条市 バリアフリー対応の移動図書館車両整備 10,000
高知県 佐川町 佐川町 公共施設のバリアフリー化 1,400
福岡県 久留米市 久留米市 バリアフリー対応の移動図書館車両整備 10,000
佐賀県 多久市 多久市 公共施設のバリアフリー化 10,000
長崎県 西海市 西海市 バリアフリー対応車両の整備 3,600
熊本県 錦町 錦町 公共施設へのユニバーサルデザイン備品の整備 10,000
大分県 臼杵市 臼杵市 公共施設へのユニバーサルデザイン遊具の整備 10,000
宮崎県 高千穂町 高千穂町 公共施設のバリアフリー化 4,700
鹿児島県 阿久根市 阿久根市 公共施設へのユニバーサルデザイン遊具の整備 10,000

合計 40団体 280,300
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平成２７年度コミュニティ助成事業
（地域の芸術環境づくり助成事業）

都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成額（千

円）

北海道 苫前町 とままえ舞台鑑賞友の会
ONEOR8「そして母はキレイになった」
苫前公演

1,500

北海道 音更町 音更町教育委員会 演劇・ホリプロ「熱海殺人事件」 2,700

北海道 中標津町
一般財団法人中標津町文化スポーツ振興財
団

開町70年記念特別企画心に届け！
ウィーン少年合唱団と未来のハーモ
ニー

3,100

青森県 青森市 棟方志功記念展実行委員会
北海道新幹線開業プレイベント・棟方
志功記念館開館40周年記念棟方志功展
～棟方志功－半世紀の芸業～

5,000

青森県 鶴田町 鶴田アートフェスティバル実行委員会 ふるさとアート体験フェア 1,600
岩手県 盛岡市 公益財団法人盛岡市文化振興事業団 演劇公演「熱海殺人事件」 3,900

岩手県 久慈市 久慈市
久慈・ベートーヴェン交響曲連戦演奏
会vol.2ベートーヴェンとナポレオン～
パリへの旅行計画～

5,000

岩手県 西和賀町 西和賀町
名取裕子みちのく巡礼話芸劇場「奥の
細道」開催事業

1,900

宮城県 岩沼市 岩沼市民会館文化事業協会
ドリス＆オレガ　パラダイス「Waik
oN」

1,200

山形県 南陽市 全国ないしょ話童謡祭実行委員会 全国ないしょ話童謡祭 1,500
山形県 高畠町 高畠町第九演奏会・歌う会事業実行委員会 高畠町第九演奏会 1,000

福島県 いわき市 いわき市立美術館
山口啓介　原-ききとり　歩く方舟、海
を渡る星図、震災後ノート

5,000

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2015 大
原美術館所蔵作品展「せぴろまの夢ろはロ
ダンの夢」・アーティスト・イン・レジデ
ンス・in喜多方

5,000

福島県 三春町 三春交流館運営協会
「まほら」ニューイヤーコンサート
2016　日本フィルハーモニー交響楽団

3,000

茨城県 鹿嶋市 鹿嶋市
鹿嶋市制20周年記念事業　市民第九交
響曲コンサート

4,000

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

足利市民会館・専属プロフェッショナ
ル芸術団体「足利オペラ･リリカ」2015
足利創生活動

5,000

群馬県 前橋市 アーツ前橋
アーツ前橋を核とした地域連携・交流
事業

1,200

群馬県 高崎市 高崎市タワー美術館 ふろしき原画包むための絵 3,600

埼玉県 川越市 川越市立美術館
ペインティングの現在-4人の平面作品
から

2,800

埼玉県 上尾市 上尾市 上尾音楽家芸術活動支援事業 300
埼玉県 和光市 公益財団法人和光市文化振興公社 オーケストラと日本の和「祭」 3,900
千葉県 松戸市 松戸市教育委員会 よみがえる画家　板倉鼎・須美子展 5,000

東京都 墨田区 公益財団法人墨田区文化振興財団
下野竜也プレゼンツ！音楽の魅力発見プロ
ジェクト第2回すみだ、オーケストラの夏
祭り！《夏だ！オペラだ！オーケストラ

3,700

東京都 世田谷区 公益財団法人せたがや文化財団
スペインの彫刻家フリオ・ゴンサレス-
ピカソに鉄彫刻を教えた男

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

調布市制60周年記念事業第4回調布市せ
んがわ劇場市民参加演劇公演音楽劇
「わが町、ちょうふ～こどもの王国
～」

3,700

神奈川県 横須賀市 横須賀美術館
横須賀製鉄所創設150周年記念「浮世絵
にみるモダン横須賀＆神奈川－斎藤コ
レクションから」展

5,000

神奈川県 横須賀市 公益財団法人 横須賀芸術文化財団
平成27年度　横須賀芸術劇場少年少女
合唱団　演奏会および活動

2,000

神奈川県 逗子市 逗子文化プラザパートナーズ
逗子の魅力全開！踊ろう！ ダンスでつ
なぐ逗子のまち

1,900

新潟県 十日町市 NPO法人越後妻有里山協働機構
越後妻有ジオラマ・アーカイブプロ
ジェクト

3,500

新潟県 見附市 アルカディア運営グループ
ジャズ＠アルカディアオーケストラ
（育成）

2,400

新潟県 上越市 株式会社NKSコーポレーション
上越市合併10周年記念　ふるさと上
越・伝統芸能の祭典　～繋がる～

1,500

富山県 富山市 公益財団法人富山市民文化事業団 ミュージカル「ミー＆マイガール」 5,000

富山県 小矢部市 公益財団法人クロスランドおやべ
アートハウスおやべ開館記念事業「金
澤翔子書道展」

3,300

石川県 野々市市 公益財団法人野々市市情報文化振興財団 咲かそう！野々市ジャズコミュニティ 2,700

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2015「佐川晃司展
絵画-見ることの向こう」

2,300

福井県 越前市
公益財団法人　越前市文化振興・施設管理
事業団

『親指こぞう―ブケッティーノ』 2,400

福井県 若狭町 若狭町 宮川彬良＆アンサンブル・ベガ 1,400
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都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成額（千

円）

山梨県 笛吹市
公益財団法人ふえふき文化・スポーツ振興
財団

コンテンポラリー「フエフキ」ダンス 1,200

長野県 長野市 一般財団法人長野市文化芸術振興財団
ロシア・バレエトップダンサーたちに
よるバレエ・グラン・ガラ

500

長野県 岡谷市 市立岡谷市美術考古館
彫刻家武井直也の顕彰及び地域交流事
業

500

長野県 高森町 高森町
こころを奏でつながる　高森マンドリ
ンコンサート

900

岐阜県 可児市 公益財団法人可児市文化芸術振興財団 オーケストラで踊ろう！「運命」 5,000

岐阜県 本巣市 本巣市教育委員会
席田郡成立1300年記念事業　催馬楽
「席田」を謡う

2,300

岐阜県 下呂市 一般財団法人下呂ふるさと文化財団
小川典子＆フィリップ・スミスピア
ノ・デュオリサイタル

500

静岡県 焼津市 公益財団法人焼津市振興公社
焼津市文化センター開館30周年記念 市
民参加による「第九」、「水のいの
ち」

2,200

愛知県 稲沢市 稲沢市荻須記念美術館
平成27年度企画展 磯野宏夫展 －生
命・緑の輝き－

2,400

愛知県 新城市 新城市文化事業運営委員会 『豊かなる調べコンサート』開催事業 900

愛知県 東海市 東海市教育委員会
東海市芸術劇場オープニング祝祭コン
サート「みんなで祝おう！新しい夢の
幕開け」

4,700

三重県 亀山市 公益財団法人亀山市地域社会振興会
中村ゆみこ(二胡)、奥村陽子(アル
パ)、小林辰哉(和太鼓)亀山ふれあいプ
ラン

1,000

滋賀県 長浜市 株式会社　ロハス余呉 みんなで頑張る市民オペラ事業 3,000

滋賀県 栗東市 株式会社ケイミックス
さきら創造ミュージカル　vol.10
Anniversary「水神姫の涙」

4,500

京都府 舞鶴市 舞鶴市
海外引揚70周年記念　音楽劇「君よ生
きて」舞鶴公演

4,200

京都府 八幡市 公益財団法人やわた市民文化事業団
やわた市民音楽祭八幡大縁起～四人の
独唱、混声合唱とオーケストラによる
民俗誌～

2,000

大阪府 泉佐野市 一般財団法人泉佐野市文化振興財団
「クラシック放題」須川展也×寺岡清
高×岡部磨知

2,200

大阪府 箕面市 箕面市
第30回箕面まつり記念事業薪能及び小
学生による小鼓発表会

3,000

大阪府 大阪狭山市 （公財）大阪狭山市文化振興事業団 Meet the ClassicⅡin大阪狭山 2,000

兵庫県 三田市
三田市総合文化センター指定管理者JTBコ
ミュニケーションズグループ

藤岡幸夫・中野慶理関西フィルハーモ
ニー管弦楽団～さとのね真夏のコン
チェルト～

1,200

兵庫県 篠山市 ささやま市民ミュージカル実行委員会
ささやま市民ミュージカル第7弾「王子
と少年」

3,800

兵庫県 たつの市 たつの市立龍野歴史文化資料館 龍野神社の宝物 5,000

奈良県 川西町 川西町
町制40周年記念　ザ・カレッジ・オペ
ラハウス管弦楽団コンサート

1,600

奈良県 大淀町 大淀町
能楽世界無形遺産登録15周年記念「桧
垣本猿楽」事業

4,000

奈良県 大淀町
あらかしホールクラシック音楽祭実行委員
会

あらかしホールクラシック音楽祭～音
のファンタジー～

300

和歌山県 田辺市 田辺市
大阪交響楽団オーケストラ・ファミ
リー・コンサート

3,600

島根県 松江市 松江市
城下町松江の風景を切り抜く陶山広之
切り絵の世界

200

島根県 浜田市 公益財団法人浜田市教育文化振興事業団
体験型現代美術「アートの秘密基地
展」

3,500

岡山県 笠岡市 笠岡市立竹喬美術館
生誕140年記念　上島鳳山と大阪の画家
たち

3,000

岡山県 矢掛町 矢掛町
バンブーフェスｉｎやかげ～竹で世界
を感じよう～

1,100

岡山県 勝央町 勝央町教育委員会
ピアノデュオ「デュエットゥ」の音の
宅配便

200

広島県 三次市
三次市民ホール（仮称）開館事業創作合唱
オペラいのうもののけ実行委員会

合唱オペラ「いのうもののけ」公演 4,600

広島県 三次市 公益財団法人奥田元宋・小由女美術館
川合玉堂展－日本の自然美を見つめて
－

1,700

広島県 熊野町 一般財団法人筆の里振興事業団
筆があらわす言葉の魅力　相田みつを
の詩と書

4,500

徳島県 阿波市 阿波市
阿波市制施行10周年記念事業新感覚4K
プロジェクションマッピング・コン
サート

5,000

香川県 丸亀市 公益財団法人ミモカ美術振興財団 愛すべき世界 5,000
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都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成額（千

円）

香川県 東かがわ市 一般社団法人パペットナビゲート
人形劇場とらまる座舞台芸術振興事業
人形劇特別公演

700

愛媛県 久万高原町 町立久万美術館
町立久万美術館2015年度自主企画展
「戦地の手触り岡本鐵四郎-戦後70年甦
るスケッチ」

2,000

福岡県 大野城市 公益財団法人大野城まどかぴあ 「親指こぞう～ブケッティーノー」 2,600

佐賀県 唐津市 公益財団法人唐津市文化事業団
伝統文化講演会「九州人形芝居フェス
ティバル」

1,300

佐賀県 武雄市 アウトリーチと演奏会開催実行委員会
永遠のメロディ〈空、海、大地と木の
うた〉

5,000

長崎県 諫早市
響く･つながる･豊かな心の地域づくり実行
委員会

響く・つながる・豊かな心の地域づく
り事業

2,600

大分県 大分市 ホルトホール大分みらい共同事業体
ホルトホール大分　市民ミュージカル
第３回公演「キズナのメダイ」

3,800

大分県 日田市 株式会社ケイミックス
パトリア演劇スタジオ　新作ミュージ
カル「咸く宜し」

5,000

宮崎県 宮崎市 公益財団法人宮崎文化振興協会
人形劇俳優たいらじょうダンボール人
形劇場「お花のハナックの物語」

1,000

鹿児島県 鹿児島市 梅原龍三郎展実行委員会
特別企画展「第30回国民文化祭・かご
しま2015開催記念　日本近代絵画の巨
匠　梅原龍三郎展」

5,000

沖縄県 名護市 芸術鑑賞体験事業実行委員会 平成27年度芸術鑑賞体験事業 2,600

沖縄県 沖縄市 musix実行委員会
アジアの芸能と日本～民俗音楽と芸能
で結ぶ絆～

5,000

沖縄県 沖縄市 (株)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

1,600

合計 86団体 242,500
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平成２７年度コミュニティ助成事業
（地域国際化推進助成事業）

①国際理解分野

都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成額

（千円）

青森県 十和田市
特定非営利活動法人
プロ・ワークス十和田

ご当地ＮＧＯ発！女性リーダー研修とベト
ナム文化交流プログラム確立事業

800

青森県 十和田市
特定非営利活動法人
十和田国際交流協会

台湾・羅東市青少年音楽交流事業 1,900

山形県 上山市
上山・ドナウエッシンゲン日独友好
協会

上山市・ドナウエッシンゲン市友好都市盟
約締結20周年記念事業

1,900

新潟県 津南町 ＮＰＯ法人越後妻有里山協働機構 アートを通じた台湾交流プロジェクト 2,000

富山県 南砺市
南砺市いなみ国際木彫刻キャンプ
実行委員会

「世界の食文化交流」と「交流イベント」 2,000

長野県 岡谷市
公益財団法人おかや文化振興事業団
国際交流センター

マウント・プレザントし・岡谷市姉妹都市
提携50周年記念事業

1,100

岐阜県 大垣市 公益財団法人　大垣国際交流協会 子ども国際理解プログラム 400

奈良県 奈良市
特定非営利活動法人
奈良国際協力サポーター

奈良「ハラル・フード」対応調査とシンポ
ジウム

100

福岡県 岡垣町 岡垣国際交流協会 悠久のロマン天空を奏でるｉｎ岡垣 1,800

長崎県 対馬市 朝鮮通信使対馬顕彰事業会
日韓国交正常化50周年を祝う記念イベント
事業

1,300

熊本県 荒尾市 荒尾市日中友好促進会議 『推進置腹‐孫文と宮崎滔天』史料展 1,700

小計 11団体 15,000

②多文化共生分野

都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成額
（千円）

千葉県 市川市 市川市国際交流協会 多文化共生地域リーダー育成事業 2,000

千葉県 鴨川市 鴨川市国際交流協会 多言語防災ガイド＆マップ事業 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

外国語版防災マップ及びパンフレット作成
事業

1,300

小計 3団体 5,300

合計 14団体 20,300
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平成２７年度コミュニティ助成事業
（活力ある地域づくり助成事業）

都道府県 市(区)町村 事業実施主体 事業内容
助成額

（千円）

北海道 ニセコ町 ニセコ町
有島記念館を軸とした地域遺産（文
化、自然遺産）の活用による地域活性
化事業

1,900

北海道 釧路町 釧路町 釧路町魅力発信事業 1,700
青森県 むつ市 薬研温泉開湯400年記念祭実行委員会 薬研温泉開湯400年記念祭事業 2,000

宮城県 柴田町 柴田町
しばた100選　ー伝えたい・残したい・
自慢したい、しばたの宝ものー

2,000

秋田県 にかほ市 白瀬・南極フェア実行員会 白瀬スピリッツの継承推進事業 2,000

福島県 会津若松市
「会津地域を核として情報発信事業」実
行委員会

史跡・若松城を核とした地域資源情報
発信事業

2,000

福島県 飯舘村 地域資源保存実行委員会 地域資源保存・発信事業 500

茨城県 河内町 河内町
「大利根寄席」新作落語によるふるさ
と活性化PR事業

1,700

栃木県 矢板市
（泉地区）自然・歴史・文化多目的交流
事業推進協議会

HAPPY　HAPPO　プロジェクト 2,000

栃木県 さくら市 さくら市 企画展「喜連川文書の世界」 2,000
群馬県 上野村 上野村 上野村観光力パワーアップ事業 2,000
群馬県 神流町 KANNA　Winterillumination　実行委員会 KANNA　Winterillumination 1,300
埼玉県 鴻巣市 鴻巣市 鴻巣ものがたり制作事業 2,000
埼玉県 白岡市 白岡市 白岡市商工観光アプリ作成事業 1,900
千葉県 銚子市 銚子ジオパーク推進協議会 銚子ジオパーク推進事業 2,000

東京都 日野市 日野市
小島善太郎記念館地域交流イベント事
業

200

東京都 多摩市 多摩市
「多摩市みどりのルネッサンスシンポ
ジウム」2015

2,000

神奈川県 逗子市 逗子市
「逗子の景観まちづくり瓦版」による
景観啓発事業

900

神奈川県 大磯町 「大磯市」実行委員会 アートウォークイベントの開催 1,400
神奈川県 真鶴町 真鶴町 真鶴半島　海と自然の魅力発信事業 2,000
富山県 砺波市 砺波市 昔の米作り再現事業 2,000

石川県 能美市 能美市
のみ農げんきコミュニティ創造プロ
ジェクト

700

長野県 長野市 ウェルカム長野2015　実行委員会
善光寺御開帳2015　日本一の門前町大
縁日

2,000

岐阜県 本巣市 本巣市 船来山古墳群基本構想策定事業 2,000
静岡県 富士宮市 富士の巻狩り実行委員会 富士の巻狩り　狩宿さくらまつり 1,000

静岡県 藤枝市 藤枝市
東海道商店街トレジャーハンティング
（参加型宝探しイベント）事業

900

愛知県 東栄町 東栄町
のき山学校カルチャーオープンスクー
ル事業

1,900

京都府 与謝野町 全国椿サミット与謝野町大会実行委員会
千年の時を語る滝のツバキエリア地域
づくり事業

1,800

大阪府 岸和田市 岸和田市
岸和田丘陵地区活力ある地域づくり事
業

2,000

大阪府 羽曳野市 羽曳野市 古市古墳群PR映像制作事業 1,900
奈良県 桜井市 桜井市観光まちづくり実行委員会 歴史文化を活かした地域づくり事業 2,000

島根県 浜田市
広浜鉄道今福線を活かすシンポジウム実
行委員会

広浜鉄道今福線観光資源活用事業 1,300

岡山県 高梁市 学園文化都市づくり協議会
アニメ「愛・天地無用」を活用したま
ちづくり

1,900

岡山県 新見市 第11回若山牧水顕彰全国大会実行委員会 若山牧水顕彰と地域の創生 2,000
岡山県 矢掛町 矢掛町 矢掛町PR番組制作事業 2,000

広島県 呉市 呉市
8つの橋を巡る「島めぐりクルーズツ
アー」

1,400

徳島県 小松島市 小松島市 観光こまつしま再発見事業 2,000

徳島県 牟岐町 出羽島芸術祭実行委員会
アート展事業　仮称「出羽島・牟岐・
海陽アート展2016」

2,000

徳島県 北島町 源九郎たぬきDMCMフェスタ実行委員会
源九郎たぬきを活用したDMCMフェスタ
開催事業

2,000

香川県 丸亀市 丸亀市
丸亀市民球場オープン記念事業「ダイ
ヤのA」特別企画展

2,000

高知県 高知市 よさこい祭振興会 よさこい鳴子踊り普及促進事業 2,000

高知県 芸西村 竹あかり実行委員会
海と山と融合させた地域活性化イベン
ト

2,000

福岡県 芦屋町 芦屋町 芦屋鋳物を活かした土産品創出事業 2,000
福岡県 筑前町 草場川桜並木ライトアップ実行委員会 草場川桜並木ライトアップ 2,000

ア　地域資源活用助成事業
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福岡県 香春町
JR日田彦山線・採銅所駅舎開業100周年記
念行事実行委員会

JR日田彦山線・採銅所駅舎開業100周年
記念行事

2,000

長崎県 長崎市 長崎市
社会教育の継承と地域コミュニティの
活性化

1,900

宮崎県 諸塚村 諸塚村 諸塚村協創の森づくり事業 2,000
鹿児島県 大崎町 大崎町 くにの松原再生事業 1,700

小計 48団体 83,900

都道府県 市(区)町村 事業実施主体 事業内容
助成額

（千円）
北海道 ー 札幌広域圏組合 札幌広域圏魅力発見、まち歩き事業 2,000
青森県 南部町 南部町合併10周年記念事業実行委員会 南部町合併10周年記念イベント事業 2,000

福島県 白河市 桑名市・白河市合同企画展実行委員会
桑名市・白河市合同特別企画展「大
定信展」

2,000

茨城県 美浦村 霞ヶ浦南岸地域活性化推進委員会
霞ヶ浦南岸の観光資源ネットワークに
よる地域活性化計画策定事業

1,900

茨城県 古河市 県西地域総合振興協議会
10市町による広域ブロックでの観光宣
伝事業

2,000

東京都 西東京市 西東京市
多摩六都フェア映像制作（ドキュメン
タリー）ワークショップ

2,000

新潟県 十日町市 十日町市 越後妻有ダンスプロジェクト 2,000

大阪府 太子町
羽曳野市・藤井寺市・太子町シネマ
プロジェクト推進会議

映画「あしたになれば。」ロケ地マッ
プ等作成事業

2,000

小計 8団体 15,900

都道府県 市(区)町村 事業実施主体 事業内容
助成額

（千円）
岩手県 盛岡市 盛岡市 案内誘導管板の整備 1,500
山形県 上山市 上山市 上山市まちなかPR看板整備事業 3,100

群馬県 前橋市 前橋市
まちなか回遊行動支援デジタルサイ
ネージシステム構築事業

10,000

埼玉県 草加市 草加市 わいわいロード商店街歩道整備事業 10,000

神奈川県 寒川町 寒川町 寒川駅前公園音響設備導入事業 4,400

富山県 小矢部市 小矢部市 石動中心商店街誘導案内看板設置事業 3,700

和歌山県 和歌山市 和歌山市
JR和歌山駅前商店街イルミネーション
事業

10,000

熊本県 水俣市 水俣市 初恋通り商店会ブロンズ像設置事業 4,200

宮崎県 都城市 都城市
都城中央通り12・3・45番街イルミネー
ション事業

9,600

小計 9団体 56,500

合計 65団体 156,300

イ　広域連携推進助成事業

ウ　活力ある商店街づくり助成事業
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