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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 50 110,900 2 21,800 15 15,700 2 1,200 1 4,900 3 8,800 1 500 4 9,900 78 173,700

2 青森県 54 116,700 3 20,400 14 16,900 2 1,800 1 1,900 1 1,500 1 1,300 1 1,900 77 162,400

3 岩手県 39 80,900 3 45,000 12 14,600 1 1,000 1 1,000 0 0 0 0 1 1,300 57 143,800

4 宮城県 42 90,200 2 28,100 14 13,900 1 400 1 3,300 1 3,500 0 0 2 1,700 63 141,100

5 秋田県 20 43,100 3 36,500 9 11,200 0 0 1 10,000 2 6,600 0 0 2 3,900 37 111,300

6 山形県 31 71,400 3 40,800 10 13,700 0 0 1 1,000 0 0 0 0 2 2,600 47 129,500

7 福島県 36 79,700 3 41,600 8 7,600 0 0 1 10,000 2 3,000 1 2,000 2 4,000 53 147,900

8 茨城県 32 77,500 4 41,700 10 15,700 0 0 1 8,000 3 10,700 0 0 1 2,000 51 155,600

9 栃木県 22 49,200 4 44,300 17 13,600 0 0 1 3,200 1 4,700 1 500 1 2,000 47 117,500

10 群馬県 24 54,600 3 42,000 13 14,500 0 0 1 10,000 1 3,700 0 0 2 4,000 44 128,800

11 埼玉県 66 153,700 3 41,100 12 15,500 0 0 1 9,800 1 2,900 0 0 3 5,800 86 228,800

12 千葉県 36 82,400 4 44,800 10 15,300 2 2,000 1 7,400 3 8,800 0 0 3 4,400 59 165,100

13 東京都 45 101,700 3 43,500 13 13,600 1 300 1 10,000 3 10,400 0 0 2 12,000 68 191,500

14 神奈川県 29 60,900 3 39,400 10 13,900 0 0 1 2,400 2 6,900 0 0 3 3,900 48 127,400

15 新潟県 53 116,800 3 43,700 8 13,000 0 0 1 7,700 3 7,000 1 2,000 0 0 69 190,200

16 富山県 32 76,100 3 45,000 11 14,800 1 1,000 1 10,000 0 0 0 0 1 2,000 49 148,900

17 石川県 23 54,800 2 24,800 16 13,000 1 1,000 1 5,000 2 10,000 0 0 3 3,600 48 112,200

18 福井県 23 48,900 3 42,200 13 17,800 1 1,000 1 9,400 3 6,800 0 0 1 1,700 45 127,800

19 山梨県 21 41,000 2 29,100 12 14,600 1 1,000 1 4,000 0 0 0 0 0 0 37 89,700

20 長野県 66 136,600 4 27,200 12 17,000 1 1,000 1 4,000 3 7,700 0 0 1 2,000 88 195,500

21 岐阜県 23 48,200 3 45,000 12 15,700 2 1,500 0 0 3 12,200 2 2,900 1 900 46 126,400

22 静岡県 38 83,000 3 45,000 10 12,900 2 1,400 1 1,200 1 1,800 0 0 1 2,000 56 147,300

23 愛知県 53 126,500 2 28,800 18 20,500 1 1,000 1 10,000 2 4,700 0 0 0 0 77 191,500

24 三重県 47 100,900 3 45,000 11 15,100 1 900 1 4,200 2 3,300 0 0 2 3,600 67 173,000

25 滋賀県 33 70,000 3 43,800 13 17,100 1 600 0 0 1 4,800 0 0 1 10,000 52 146,300

26 京都府 23 51,300 2 21,500 9 12,100 0 0 1 9,500 0 0 1 700 1 300 37 95,400

27 大阪府 27 66,200 3 37,200 15 15,800 2 1,400 1 2,100 3 5,900 0 0 2 12,000 53 140,600

28 兵庫県 35 80,900 3 45,000 13 13,900 0 0 1 6,700 3 9,100 0 0 1 2,000 56 157,600

29 奈良県 23 50,400 4 45,000 10 14,800 1 1,000 1 8,600 1 5,000 1 500 2 4,000 43 129,300

30 和歌山県 22 52,000 3 41,900 18 17,000 0 0 0 0 1 2,400 0 0 0 0 44 113,300

31 鳥取県 25 50,300 4 38,200 10 13,800 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,000 40 104,300

32 島根県 23 47,800 2 13,700 13 11,500 1 700 1 3,100 1 3,300 0 0 2 3,100 43 83,200

33 岡山県 27 58,800 1 15,000 15 14,000 1 1,000 1 3,700 2 4,100 1 500 2 12,000 50 109,100

34 広島県 31 69,100 1 15,000 15 18,400 2 1,500 1 2,700 3 11,300 0 0 0 0 53 118,000

35 山口県 20 47,800 2 26,400 9 8,600 0 0 1 10,000 0 0 2 3,900 1 1,800 35 98,500

36 徳島県 26 61,900 3 43,400 10 14,500 1 1,000 1 8,200 1 5,000 0 0 1 600 43 134,600

37 香川県 39 92,000 1 5,800 10 16,500 1 1,000 1 8,100 3 11,900 0 0 0 0 55 135,300

38 愛媛県 28 62,400 3 40,200 11 16,700 0 0 1 10,000 2 4,900 0 0 1 2,000 46 136,200

39 高知県 20 42,500 2 22,600 13 14,500 0 0 1 900 1 3,000 1 1,000 0 0 38 84,500

40 福岡県 43 100,400 3 45,000 17 16,400 2 1,500 1 10,000 1 2,000 2 4,000 3 4,300 72 183,600

41 佐賀県 21 43,300 4 43,800 11 13,800 0 0 1 9,900 1 2,500 0 0 0 0 38 113,300

42 長崎県 21 45,500 3 38,300 13 14,300 1 700 0 0 1 2,600 0 0 1 200 40 101,600

43 熊本県 37 83,100 6 44,900 13 13,700 0 0 1 10,000 0 0 0 0 1 2,000 58 153,700

44 大分県 20 46,100 3 37,500 11 13,600 1 800 1 7,300 2 6,900 0 0 3 6,000 41 118,200

45 宮崎県 29 58,300 3 28,500 11 13,500 0 0 1 8,900 2 10,000 1 2,000 2 3,500 49 124,700

46 鹿児島県 50 107,200 4 41,100 15 15,400 1 1,000 1 10,000 1 3,200 0 0 3 13,700 75 191,600

47 沖縄県 25 59,500 3 45,000 13 16,300 1 800 1 5,800 0 0 0 0 0 0 43 127,400

合計 1,553 3,452,500 137 1,685,600 578 686,300 36 29,500 42 273,900 72 222,900 16 21,800 67 154,700 2,501 6,527,200

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２９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２９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 深駒町会 音響機器の整備 2,500
北海道 旭川市 新星町内会 太鼓他備品の整備 2,500
北海道 網走市 豊郷神楽保存会 篠笛他お祭り備品の整備 1,000
北海道 留萌市 東雲ランド親交会 子供神輿他備品の整備 1,300
北海道 苫小牧市 双葉町町内会 テント他備品の整備 2,500
北海道 稚内市 稚恵町内会 会議テーブル他備品の整備 2,500
北海道 根室市 昆布盛太鼓保存会 大締平太鼓、長胴太鼓等の整備 2,500
北海道 千歳市 自由ヶ丘町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
北海道 深川市 音江イルム太鼓 太鼓の整備 2,500
北海道 富良野市 東山地域連絡協議会 長胴太鼓の整備 2,500
北海道 登別市 郷土芸能「幌別駒おどり」保存会 駒・陣笠用具の整備 1,900
北海道 伊達市 北湯沢温泉自治会 盆踊り用櫓と和太鼓備品の整備 2,500
北海道 北広島市 北広島団地第４住区自治連合会 折りたたみテーブル等の整備 1,400
北海道 石狩市 厚田区コミュニティ「ゆめ倶楽部」 テーブル他備品の整備 2,400
北海道 当別町 対雁町内会 テーブルの整備 2,500
北海道 新篠津村 しんしのつ田園太鼓保存会 太鼓の整備 2,500
北海道 松前町 原口町内会 アルミテーブル他イベント用備品の整備 2,400
北海道 知内町 涌元町内会 のぼり他祭典、イベント用備品の整備 2,500
北海道 八雲町 第三相沼町内会 山車等の整備 2,500
北海道 江差町 中歌町蛭子山保存会 テント他備品の整備 2,500
北海道 厚沢部町 館町町内会 祭典用備品の整備 2,200
北海道 乙部町 滝瀬自治会 山車の整備 2,500
北海道 ニセコ町 ニセコ親交会 テーブル他備品の整備 2,300
北海道 倶知安町 南央コミュニティ協議会 ストーブ他備品の整備 1,200
北海道 仁木町 仁木町町内会連絡協議会 神輿の整備 1,000
北海道 余市町 余市の祭り保存会 衣装・祭具の整備 2,500
北海道 上砂川町 上砂川町自治会連絡協議会 ＡＥＤ他備品の整備 2,500
北海道 由仁町 由仁町第１自治区 テント他備品の整備 1,300
北海道 栗山町 栗山町内連合会 テント他備品の整備 1,900
北海道 月形町 月形町 太鼓の整備 2,200
北海道 浦臼町 浦臼町連合町内会 テント他備品の整備 2,500
北海道 新十津川町 新十津川町 椅子・机・プロジェクター等の整備 2,500
北海道 中川町 なかがわ育造会 椅子・机の整備 2,200
北海道 幌加内町 奏雲太鼓保存会 山車・提灯・半纏・発電機の整備 2,500
北海道 羽幌町 ふる里の神輿を護る会 複合機他コミュニティ活動備品の整備 2,500
北海道 訓子府町 清住実践会 太鼓の修繕他備品の整備 2,100
北海道 遠軽町 白滝地域自治会長連絡協議会 山車の整備 1,900
北海道 滝上町 濁川迷士の会 テント他備品の整備 2,400
北海道 西興部村 上興部連合町内会 ステージやぐら他備品の整備 2,400
北海道 洞爺湖町 虻田太鼓少年団虻太鼓 和太鼓の整備 2,500
北海道 平取町 平取町自治振興会 大盤プリンター及び印刷機の整備 1,200
北海道 音更町 郷土芸能音更駒太鼓保存会 テントの整備 2,000
北海道 鹿追町 鹿追町公民館通明分館 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,100
北海道 広尾町 東豊似町内会 机及び椅子の整備 2,500
北海道 釧路町 睦第一町内会 盆踊り用櫓他備品の整備 2,500
北海道 厚岸町 若竹自治会 山車他備品の整備 2,500
北海道 浜中町 仲の浜自治体 音響設備他活動備品の整備 2,500
北海道 別海町 豊原連合町内会 テント、和太鼓の整備 2,400
北海道 中標津町 泉中央町内会 テント他備品の整備 2,500
北海道 標津町 しべつとどわら太鼓保存会 収納倉庫他の整備 2,200
青森県 青森市 浜田ニュータウン町会 お祭り備品の整備 2,500
青森県 青森市 新赤坂町会 草刈機等の整備 1,500
青森県 青森市 上野町会 クリーンボックスの整備 2,500
青森県 青森市 篠田町会 クリーンボックス等の整備 1,400
青森県 青森市 松枝町内会 クリーンボックスの整備 1,600
青森県 弘前市 水木在家町会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,000
青森県 八戸市 法師浜町内会 刈払機他備品の整備 2,100
青森県 八戸市 山手本町町内会 テント他備品の整備 1,500
青森県 八戸市 大久喜町内会 お祭り備品の整備 2,500
青森県 八戸市 町畑地区連合町内会 除雪機他備品の整備 2,300
青森県 八戸市 湊高台二丁目町内会 除雪機他備品の整備 1,800
青森県 黒石市 北地区振興対策協議会 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 中央地区住民協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,400
青森県 五所川原市 沢部町内会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,200
青森県 十和田市 すみれ町内会 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 2,500
青森県 十和田市 向切田町内会 除雪機の整備 2,200
青森県 三沢市 三沢市 テレビ他コミュニティ活動備品の整備 1,700
青森県 むつ市 山田町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
青森県 むつ市 正津川神楽会 お祭り備品の整備 2,500
青森県 むつ市 谷地町町内会 クリーンボックスの整備 1,100
青森県 つがる市 今市自治会 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 2,500
青森県 つがる市 十文字町内会 除雪機の整備 2,200
青森県 つがる市 下牛潟町内会 発電機他コミュニティ活動備品の整備 1,600
青森県 平川市 葛川町会 集会施設の備品整備 1,600
青森県 平川市 光城町会 コミュニティ活動備品の整備 1,800
青森県 平内町 第二平中町内会 クリーンボックス整備事業 2,000
青森県 平内町 川原町町内会 クリーンボックス整備事業 1,600
青森県 平内町 小豆沢町内会 クリーンボックス整備事業 2,300
青森県 今別町 八幡町町内会 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 2,500
青森県 蓬田村 蓬田村 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 2,400
青森県 外ヶ浜町 中小国自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,100
青森県 鰺ヶ沢町 中村地区町内会連合会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
青森県 深浦町 岩崎上自治会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,300
青森県 西目屋村 大秋地区会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
青森県 藤崎町 若松町内会 ストーブ他コミュニティ活動備品の整備 2,400
青森県 藤崎町 久井名舘町内会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,400
青森県 大鰐町 八幡館区会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
青森県 大鰐町 折紙区会 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 2,400
青森県 大鰐町 早瀬野区会 コミュニティ活動備品の整備 2,100
青森県 野辺地町 馬門自治会 コミュニティ活動備品の整備 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 七戸町 蒼前町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
青森県 六戸町 南町第二町内会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,300
青森県 六戸町 大曲町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
青森県 東北町 東北町 お祭り備品の整備 2,500
青森県 六ヶ所村 戸鎖自治会 除雪機の整備 1,700
青森県 おいらせ町 秋堂町内会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
青森県 東通村 古野牛川敬神会 お祭り備品の整備 2,500
青森県 風間浦村 易国間自治会 お祭り備品の整備 2,300
青森県 佐井村 矢越若者会 お祭り備品の整備 2,200
青森県 三戸町 斗内町内会 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 1,700
青森県 五戸町 上市川夏祭り実行委員会 お祭り備品の整備 2,500
青森県 南部町 玉掛町内会 お祭り備品の整備 1,400
青森県 階上町 道仏行政区会 集会施設の備品整備 2,500
青森県 新郷村 田中獅子舞保存会 お祭り備品の整備 2,200
岩手県 盛岡市 永井地区まちづくりの会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 1,000
岩手県 盛岡市 太田地区自治会協議会 視聴覚機器他備品の整備 1,300
岩手県 宮古市 佐原第一自治会 物置他コミュニティ活動備品の整備 2,000
岩手県 大船渡市 小通芸能保存会 パネル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
岩手県 花巻市 下組祭典協議会 祭用大太鼓の整備 1,800
岩手県 花巻市 本館行政区自治会 エアコン他備品の整備 2,500
岩手県 北上市 江釣子７区自治会 太鼓等コミュニティ活動備品の整備 2,400
岩手県 久慈市 日野沢自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,100
岩手県 遠野市 松崎町地域づくり連絡協議会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
岩手県 一関市 中里鶏舞踊り隊 太鼓他備品の整備 2,500
岩手県 陸前高田市 泊振興会 太鼓他備品の整備 2,300
岩手県 二戸市 馬場地域振興会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
岩手県 二戸市 グリーンヒル戸花会 冷蔵庫他備品の整備 2,500
岩手県 奥州市 真城地区振興会 太鼓の整備 2,300
岩手県 奥州市 奥州水沢颯人和太鼓乃会 太鼓の整備 2,500
岩手県 滝沢市 小岩井自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,100
岩手県 滝沢市 鵜飼中央自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,400
岩手県 雫石町 土橋自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,700
岩手県 葛巻町 寺田自治会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500
岩手県 岩手町 一方井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 1,300
岩手県 紫波町 十日市公民館 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
岩手県 矢巾町 広宮沢一区自治会 テーブル、椅子他備品の整備 1,000
岩手県 矢巾町 新田２区自治会 テーブル他備品の整備 1,000
岩手県 西和賀町 坂本神楽団 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500
岩手県 金ヶ崎町 和光地区自治会 音響機器他コミュニティ活動備品の整備 2,500
岩手県 平泉町 平泉町第12区自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,300
岩手県 住田町 外舘甚句保存会 伝統芸能備品の整備 2,100
岩手県 大槌町 安渡町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
岩手県 大槌町 臼沢自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
岩手県 岩泉町 南沢廻町内会 座卓テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
岩手県 岩泉町 小川地域振興協議会 イベント用テントの整備 2,100
岩手県 田野畑村 田野畑自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
岩手県 普代村 緑区自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,400
岩手県 普代村 ふだいまつり上組若連 祭山車台車の整備 2,500
岩手県 野田村 新町町内会 草刈り機他コミュニティ活動備品の整備 1,900
岩手県 野田村 野田下組 コミュニティ活動備品の整備 2,000
岩手県 洋野町 鹿糠地区会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
岩手県 一戸町 一戸ナニャドヤラ保存会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
岩手県 一戸町 八木沢町内会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮城県 石巻市 不動町町内会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮城県 石巻市 大門町三・四丁目町内会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮城県 石巻市 緑町町内会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,300
宮城県 塩竈市 大日向町内会 音響機器他コミュニティ活動備品の整備 2,400
宮城県 塩竈市 天満崎町内会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮城県 気仙沼市 南郷二区自治会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮城県 気仙沼市 津谷舘岡区振興会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮城県 気仙沼市 七半沢自治会 椅子他コミュニティ活動備品の整備 1,900
宮城県 白石市 本郷第三自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,200
宮城県 名取市 愛島郷南町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮城県 名取市 愛の杜１丁目あさひ町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮城県 角田市 藤尾地区振興協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,600
宮城県 多賀城市 多賀城鹿踊保存会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮城県 多賀城市 隅田会 コミュニティ活動備品の整備 1,900
宮城県 多賀城市 浮島区 コミュニティ活動備品の整備 1,800
宮城県 岩沼市 吹上町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮城県 岩沼市 阿武隈町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮城県 登米市 米山丸山太鼓 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮城県 登米市 米川の水かぶり保存会 コミュニティ活動備品の整備 1,000
宮城県 登米市 日根牛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 1,600
宮城県 栗原市 フレンドシップ八幡 冷蔵庫他コミュニティ活動備品の整備 2,200
宮城県 栗原市 高清水４区自治会 掃除機他コミュニティ活動備品の整備 1,600
宮城県 栗原市 文字川西会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 1,300
宮城県 東松島市 野蒜まちづくり協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮城県 大崎市 古川南部コミュニティ推進委員会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,800
宮城県 大崎市 志田中部地区振興協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮城県 大崎市 三本木仲町区 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,600
宮城県 蔵王町 円田中区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮城県 七ヶ宿町 湯原自治会 お祭り用等コミュニティ活動備品の整備 2,200
宮城県 大河原町 新寺区 コミュニティ活動備品の整備 2,400
宮城県 柴田町 第１１Ａ区町内会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,400
宮城県 川崎町 川内太鼓 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,200
宮城県 亘理町 鹿島区 子供神輿他コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮城県 山元町 横山区会 コミュニティ活動備品の整備 1,800
宮城県 七ヶ浜町 境山区 コミュニティ活動備品の整備 2,000
宮城県 利府町 春日二部町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮城県 富谷市 三ノ関町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
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宮城県 富谷市 東向陽台三丁目町内会 コミュニティ活動備品の整備 1,100
宮城県 加美町 鹿原地区コミュニティ推進協議会 簡易物置他コミュニティ活動備品の整備 2,100
宮城県 涌谷町 涌谷太鼓 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,400
宮城県 美里町 御免自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
宮城県 女川町 旭が丘区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
秋田県 秋田市 上北手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 1,100
秋田県 秋田市 茨島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 1,300
秋田県 横手市 大森太鼓保存会 太鼓の整備 2,500
秋田県 横手市 朝倉碇屋形舟繰り出し実行委員会 お祭り用太鼓等の整備 1,400
秋田県 大館市 山田部落会 コミュニティ活動備品の整備 2,000
秋田県 湯沢市 院内地域づくり協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
秋田県 湯沢市 秋ノ宮地域づくり協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
秋田県 鹿角市 久保田自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
秋田県 鹿角市 市街地自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
秋田県 由利本荘市 南福田集落 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,300
秋田県 潟上市 飯塚下町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
秋田県 大仙市 仙北太鼓 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
秋田県 北秋田市 松ヶ丘自治会 遊具の整備 2,400
秋田県 藤里町 藤琴地区活動推進協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,100
秋田県 五城目町 上山内町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
秋田県 五城目町 西磯ノ目町内会 コミュニティ活動備品の整備 1,600
秋田県 井川町 井川町コミュニティ推進委員会 屋外及び屋内施設備品の整備 2,500
秋田県 大潟村 大潟村自治会長連絡協議会 東屋の整備 2,000
秋田県 羽後町 橋場サイサイ 祭典用の衣装他備品の整備 1,900
秋田県 東成瀬村 肴沢部落 除雪機他備品の整備 2,500
山形県 山形市 高瀬地区振興会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
山形県 鶴岡市 上野新田集落 遊具他備品の整備 2,100
山形県 鶴岡市 上山谷住民会 遊具の整備 2,100
山形県 酒田市 酒田市富士見学区コミュニティ振興会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500
山形県 新庄市 東本町若連 法被他コミュニティ活動備品の整備 2,500
山形県 寒河江市 元町公民館 子ども用神輿一式の整備 2,500
山形県 上山市 楢下地区会 提灯他コミュニティ活動備品の整備 2,200
山形県 上山市 上山市本庄地区公民館運営協議会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
山形県 長井市 新町地区 テーブル等コミュニティ活動備品の整備 2,500
山形県 天童市 上北目町内会 やぐら他コミュニティ活動備品の整備 2,500
山形県 東根市 温泉町三区 防犯灯の整備 2,500
山形県 尾花沢市 尾花沢雅楽保存会 雅楽衣装、楽器等の整備 2,500
山形県 南陽市 下荻区 エアコン等コミュニティ活動備品の整備 2,100
山形県 中山町 中山町土橋獅子踊保存会 獅子踊装具他コミュニティ活動備品の整備 2,500
山形県 河北町 田井地区神楽、子供神輿保存会 神輿他備品の整備 2,500
山形県 西川町 間沢区 お祭り用太鼓他備品の整備 2,500
山形県 大江町 第九区町内会 印刷機の整備 1,000
山形県 大石田町 川前地区会 公園遊具の整備 2,500
山形県 金山町 宮地区 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 2,500
山形県 最上町 満沢地区公民館 椅子他コミュニティ活動備品の整備 2,500
山形県 舟形町 堀内町内会 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 2,500
山形県 真室川町 秋山町内会 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 2,500
山形県 大蔵村 大坪地区自治会 お祭り備品の整備 1,200
山形県 鮭川村 観音寺地区自治会 遊具の整備 1,800
山形県 川西町 時田八幡宮獅子舞保存会 獅子頭他コミュニティ活動備品の整備 2,500
山形県 白鷹町 鮎貝地区まちづくり協議会 テント等コミュニティ活動備品の整備 2,500
山形県 飯豊町 中区協議会 ステージやぐらの整備 2,500
山形県 三川町 青山町内会 遊具の整備 2,200
山形県 庄内町 第二学区地域づくり会議 屋外音響機器他備品の整備 2,500
山形県 庄内町 狩川地区地域づくり会議 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
山形県 遊佐町 服部集落 遊具の整備 1,800
福島県 福島市 鳥谷野町会 プロジェクター他コミュニティ備品の整備 2,500
福島県 郡山市 竹ノ内行政区 お祭り備品の整備 1,400
福島県 いわき市 いわき市四倉地区行政嘱託員（区長）協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
福島県 白河市 豊地自治会 資源回収ストックヤードの整備 2,500
福島県 須賀川市 諏訪町町内会 お祭り備品の整備 2,000
福島県 喜多方市 たかさと小町太鼓保存会 太鼓他お祭り備品の整備 2,400
福島県 二本松市 若宮町内会 お祭り備品の整備 2,100
福島県 田村市 大越町東部区笠おどり保存会 コミュニティ活動備品の整備 2,300
福島県 南相馬市 大富行政区 集会施設の備品整備 1,000
福島県 伊達市 十日町若連 太鼓他コミュニティ活動備品整備 2,200
福島県 本宮市 枡形団地自治会 防犯街路灯の整備 2,500
福島県 桑折町 桐組 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,400
福島県 国見町 宮町北町内会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,300
福島県 下郷町 湯野上区 ＬＥＤ防犯灯の整備 2,500
福島県 南会津町 青柳区 お祭り備品の整備 2,000
福島県 西会津町 野沢第二地区祭礼委員会 山車他お祭り備品の整備 2,500
福島県 磐梯町 大寺連合区 ＬＥＤ防犯灯の整備 2,400
福島県 猪苗代町 酸川野区 ＬＥＤ防犯灯の整備 2,500
福島県 会津坂下町 舟渡区 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 2,300
福島県 柳津町 出倉町内会 ＬＥＤ防犯灯の整備 1,500
福島県 金山町 橋立区部落 除雪機の整備 2,200
福島県 会津美里町 永井野祭典委員会 お祭り備品の整備 2,400
福島県 泉崎村 関和久区 お祭り備品の整備 1,700
福島県 中島村 滑津原櫓保存会 お祭り備品の整備 2,500
福島県 棚倉町 御田植保存会 お祭り備品の整備 2,500
福島県 矢祭町 山野井若組 お祭り備品の整備 2,500
福島県 塙町 川上三区 ＬＥＤ防犯灯の整備 2,500
福島県 石川町 中野区 ＬＥＤ防犯灯の整備 2,500
福島県 玉川村 四辻新田区 神輿他コミュニティ活動備品の整備 2,500
福島県 平田村 永田行政区 ＬＥＤ防犯灯の整備 2,500
福島県 古殿町 竹貫区 ＬＥＤ防犯灯の整備 2,500
福島県 小野町 夏井行政区 ＬＥＤ防犯灯の整備 2,500
福島県 楢葉町 ならは天神太鼓うしお会 太鼓等の整備 2,500
福島県 双葉町 双葉町相馬流れ山踊り保存会 お祭り備品の整備 1,500
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福島県 新地町 岡地区自治会 太鼓等の整備 1,700
福島県 飯舘村 大久保・外内行政区 パソコン他コミュニティ活動備品の整備 1,400
茨城県 水戸市 吉沢町上町内会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,900
茨城県 日立市 助川学区コミュニティ推進会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
茨城県 土浦市 常名町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
茨城県 古河市 沼影行政区 太鼓の整備 2,500
茨城県 石岡市 守木町町内会 山車人形他コミュニティ活動備品の整備 2,500
茨城県 結城市 小森自治会 祭り衣装他コミュニティ活動備品の整備 2,500
茨城県 龍ヶ崎市 龍ケ崎西コミュニティ協議会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
茨城県 下妻市 長萱自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
茨城県 常総市 古間木自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
茨城県 北茨城市 大津町 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
茨城県 笠間市 弁天町町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
茨城県 取手市 台宿町内会 神輿の整備 2,500
茨城県 牛久市 女化西行政区 椅子他コミュニティ活動備品の整備 2,500
茨城県 つくば市 宝陽台自治会 椅子他コミュニティ活動備品の整備 2,500
茨城県 ひたちなか市 田彦中学区地域づくり会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
茨城県 鹿嶋市 大船津区 半天他コミュニティ活動備品の整備 2,500
茨城県 潮来市 七軒丁区 山車等コミュニティ活動備品の整備 2,500
茨城県 守谷市 愛宕町会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,400
茨城県 常陸大宮市 下郷祭保存会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
茨城県 那珂市 戸多地区まちづくり委員会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,100
茨城県 筑西市 中根自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
茨城県 坂東市 前原行政区 山車の整備 2,500
茨城県 稲敷市 雅會囃子連 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
茨城県 かすみがうら市 田子内区 山車他コミュニティ活動備品の整備 2,500
茨城県 神栖市 知手浜行政区 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
茨城県 鉾田市 横町区常会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
茨城県 小美玉市 小美玉市まちづくり組織連絡会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
茨城県 茨城町 上郷区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
茨城県 大子町 佐貫下郷区 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
茨城県 阿見町 本郷区会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,100
茨城県 八千代町 新井行政区 子供神輿他コミュニティ活動備品の整備 2,500
茨城県 境町 旭町町内会 子供神輿他コミュニティ活動備品の整備 2,500
栃木県 宇都宮市 石井地区まちづくり推進協議会 テント他備品の整備 2,500
栃木県 足利市 大橋町１・２丁目自治会 エアコン他備品の整備 1,100
栃木県 佐野市 閑馬地区コミュニティ推進協議会 コピー機他備品の整備 2,500
栃木県 鹿沼市 南摩地区コミュニティ推進協議会 やぐらステージ他備品の整備 2,500
栃木県 鹿沼市 府中町自治会 屋台の整備 2,500
栃木県 日光市 落合地区自治会長会 テーブル他備品の整備 2,500
栃木県 小山市 田間自治会 太鼓他備品の整備 2,000
栃木県 真岡市 中村地区地域公民館連絡協議会 エアコン他備品の整備 2,500
栃木県 大田原市 寺町振興会 屋台他備品の整備 2,200
栃木県 大田原市 黒羽田町自治会 屋台の修繕 1,600
栃木県 那須塩原市 青木地区コミュニティ推進協議会 ステージ他備品の整備 2,500
栃木県 那須烏山市 大桶上自治会 太鼓他備品の整備 2,500
栃木県 那須烏山市 小木須自治会 冷暖器の整備 1,500
栃木県 下野市 下野市石橋中央コミュニティ推進協議会 倉庫他備品の整備 2,500
栃木県 上三川町 本郷コミュニティ推進協議会 太鼓他備品の整備 2,500
栃木県 益子町 夏祭り活性化実行委員会 発電機他備品の整備 2,400
栃木県 益子町 石並自治会 エアコン他備品の整備 2,400
栃木県 茂木町 上の町行政区 山車修繕他備品の整備 2,500
栃木県 茂木町 上菅又行政区 発電機他備品の整備 1,000
栃木県 壬生町 壬生町睦地区コミュニティ推進協議会 テーブル他備品の整備 2,500
栃木県 那須町 伊王野温泉神社付け祭り振興委員会 テーブル他備品の整備 2,500
栃木県 那珂川町 大内祭囃子保存会 太鼓他備品の整備 2,500
群馬県 前橋市 若宮地区自治会連合会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
群馬県 桐生市 桐生市 お祭り備品他コミュニティ活動備品の整備 2,500
群馬県 伊勢崎市 中島区 お祭り備品他コミュニティ活動備品の整備 2,500
群馬県 太田市 藪塚西部地区区長会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
群馬県 沼田市 沼田市上之町区 山車修繕他備品の整備 2,400
群馬県 館林市 赤土区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,200
群馬県 渋川市 子持地区自治会連合会 コピー機他コミュニティ活動備品の整備 2,500
群馬県 藤岡市 藤岡地区区長会 山車修繕他コミュニティ活動備品の整備 2,500
群馬県 富岡市 富岡市第１０区 お祭り備品の整備 2,500
群馬県 みどり市 みどり市笠懸町第４区 テーブル他備品の整備 2,100
群馬県 榛東村 榛東村区長会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
群馬県 上野村 上野村 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
群馬県 神流町 神流町区長会 テントの整備 2,500
群馬県 下仁田町 中郷地区 お祭り備品の整備 1,800
群馬県 甘楽町 甘楽町第２１区 祭り備品の整備 2,400
群馬県 中之条町 西仲祇園会 山車の整備 2,500
群馬県 嬬恋村 嬬恋村 祭り備品他コミュニティ活動備品の整備 2,400
群馬県 草津町 草津町文京区 祭り備品他コミュニティ活動備品の整備 2,300
群馬県 高山村 上州高山いぶき太鼓 お祭り備品の整備 2,500
群馬県 高山村 五領共和会 お祭り備品の整備 1,100
群馬県 片品村 片品村第３区 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
群馬県 みなかみ町 小日向区 お祭り備品の整備 1,600
群馬県 板倉町 第９行政区 御輿の修繕他備品の整備 2,500
群馬県 邑楽町 第１０区自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,300
埼玉県 川越市 池辺自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
埼玉県 熊谷市 外原自治会 カラオケ機器一式の整備 1,300
埼玉県 熊谷市 卯月花自治会 神輿の修繕 2,500
埼玉県 川口市 東本郷台町会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
埼玉県 川口市 領家４・5丁目町会 神輿他コミュニティ活動備品の整備 2,500
埼玉県 川口市 川口市弥平1丁目町会 掲示板の整備 1,300
埼玉県 行田市 緑町自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,000
埼玉県 秩父市 諏訪町会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
埼玉県 所沢市 所沢地区町内会連合会 テントの整備 2,500
埼玉県 飯能市 前田自治会 山車の修繕 2,500
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埼玉県 加須市 加須市樋遣川第２区 獅子頭・太鼓の修繕 2,500
埼玉県 加須市 水深区 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 1,600
埼玉県 本庄市 小島南自治会 太鼓衣装他コミュニティ活動備品の整備 2,500
埼玉県 東松山市 野田自治会 物置他コミュニティ活動備品の整備 2,500
埼玉県 春日部市 春日部市武里中野地区自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
埼玉県 春日部市 内牧三区 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
埼玉県 狭山市 狭山市柏原地区自治連合会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
埼玉県 羽生市 中岩瀬下区自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
埼玉県 鴻巣市 下町自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
埼玉県 鴻巣市 鴻巣市宮本町町内会 祭事用品の修繕及び整備 2,500
埼玉県 深谷市 相生町自治会 神輿の整備 2,500
埼玉県 深谷市 上中瀬自治会 お囃子用具一式の整備 2,500
埼玉県 上尾市 上組区 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
埼玉県 越谷市 大相模自治会連合会 集会テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
埼玉県 越谷市 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
埼玉県 戸田市 戸田市元蕨町会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
埼玉県 戸田市 氷川町会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
埼玉県 入間市 志茂町屋台保存会 志茂町屋台車輪の修繕 2,300
埼玉県 入間市 扇町屋第二区 山車の修繕 2,500
埼玉県 和光市 シーアハイツ和光自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
埼玉県 新座市 新座市 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,800
埼玉県 桶川市 若宮一丁目町会 太鼓他祭事用品等の整備 1,500
埼玉県 久喜市 本二祭典保存会 山車の修繕 2,500
埼玉県 久喜市 本町三丁目自治会 山車の修繕 2,500
埼玉県 北本市 南部コミュニティ委員会 山車の整備 2,500
埼玉県 八潮市 八潮市西古新田町会 テーブル他コミュニティ活動備品整備 2,300
埼玉県 三郷市 上口町会 テーブル他コミュニティ活動備品整備 2,500
埼玉県 三郷市 高州２丁目本町会 テーブル他コミュニティ活動備品整備 2,500
埼玉県 蓮田市 上閏戸自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
埼玉県 坂戸市 多和目普御世会 獅子舞用獅子頭等備品修理 2,500
埼玉県 幸手市 助町自治会 子供神輿の整備 2,500
埼玉県 幸手市 仲町町内会 山車の修繕 2,500
埼玉県 幸手市 北町桜會 山車の修繕 2,500
埼玉県 鶴ヶ島市 共栄連合自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
埼玉県 日高市 高麗川区自治会 お祭り備品の整備 2,500
埼玉県 吉川市 吉川市船渡内自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,000
埼玉県 ふじみ野市 上福岡五・六丁目町内会 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,900
埼玉県 ふじみ野市 武蔵野町会 アンプ他コミュニティ活動備品の整備 1,100
埼玉県 ふじみ野市 ソラガーデン自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,700
埼玉県 白岡市 白岡市西の南区会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,300
埼玉県 伊奈町 伊奈町神輿の会 神輿の整備 2,500
埼玉県 三芳町 三芳町北永井第三区 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
埼玉県 毛呂山町 大字滝ノ入獅子舞保存会 滝ノ入獅子舞花笠の整備 2,400
埼玉県 越生町 黒岩区 お囃子の道具他お祭り用品の整備 2,500
埼玉県 吉見町 吉見町コミュニティづくり推進協議会 ポン菓子機等コミュニティ活動備品の整備 2,500
埼玉県 横瀬町 横瀬町第1区 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 2,500
埼玉県 皆野町 皆野駒形区自治会 組立テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
埼玉県 長瀞町 長瀞町コミュニティ協議会 除雪機の整備 2,500
埼玉県 小鹿野町 春日町町内会 祭り衣装他コミュニティ活動備品の整備 2,300
埼玉県 美里町 北阿那志行政区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,200
埼玉県 神川町 神川豊穣太鼓 本染袢天他コミュニティ活動備品の整備 2,500
埼玉県 上里町 八町河原行政区 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
埼玉県 寄居町 用土３区 和太鼓・衣装等の整備 2,500
埼玉県 宮代町 辰新田町内会 餅つき機他コミュニティ活動備品の整備 1,300
埼玉県 杉戸町 宮ノ下地区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
埼玉県 松伏町 金杉天神自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
千葉県 銚子市 高神連 太鼓の修繕他備品の整備 2,500
千葉県 市川市 北一太鼓 太鼓の整備 1,800
千葉県 船橋市 郷嵐會 和太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
千葉県 館山市 安東区 御輿の修繕 2,500
千葉県 木更津市 北片町区 獅子頭修復及び太鼓の整備 2,500
千葉県 松戸市 大江戸助六流太鼓菖友會 和太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
千葉県 野田市 光葉町自治会 音響機器他備品の整備 2,400
千葉県 茂原市 本納第六区自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
千葉県 佐倉市 八木区 獅子舞他コミュニティ活動備品の整備 2,500
千葉県 東金市 新宿区 山車の整備 2,500
千葉県 旭市 神宮寺岡区 コミュニティ活動備品の整備 2,000
千葉県 習志野市 津田沼３丁目第三町会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
千葉県 柏市 柏市風早北部地域ふるさと協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
千葉県 勝浦市 松野区 獅子舞等の整備 2,400
千葉県 市原市 辰巳台地区連合町会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
千葉県 流山市 東初石３丁目自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
千葉県 我孫子市 布佐下自治会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
千葉県 鴨川市 仲区 仲区屋台の修繕 2,500
千葉県 鎌ヶ谷市 東武鎌ケ谷自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
千葉県 君津市 新町自治会 祭礼用具の修繕及び整備 2,500
千葉県 八街市 文違区 音響機器等コミュニティ活動備品の整備 2,500
千葉県 印西市 大森区町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
千葉県 白井市 桜台４番街自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,800
千葉県 富里市 南七栄区会 コミュニティ活動備品の整備 1,600
千葉県 南房総市 小川区 小川区屋台の修繕 2,500
千葉県 香取市 高野区 御輿の修繕 2,500
千葉県 山武市 上町祭囃子保存会 祭礼用備品の整備 1,200
千葉県 酒々井町 下台区 コミュニティ活動備品の整備 1,400
千葉県 栄町 安食台自治会連絡協議会 音響機器等コミュニティ活動備品の整備 2,500
千葉県 多古町 十余三囃子連中 囃子用備品の整備 2,500
千葉県 九十九里町 愛宕神社獅子舞保存会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
千葉県 一宮町 一宮町つくも会 衣装等コミュニティ活動備品の整備 1,200
千葉県 睦沢町 寺崎区 樹木粉砕機他コミュニティ活動備品の整備 1,700
千葉県 大多喜町 やまゆりの会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
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千葉県 御宿町 御宿町高山田区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
千葉県 鋸南町 田町区 田町区屋台の修繕 2,500
東京都 千代田区 神田駅東連合町会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
東京都 港区 青山一丁目町会 組立式木造小屋整備事業 2,500
東京都 新宿区 新宿区 コミュニティ活動備品の整備 2,400
東京都 文京区 神明上町会 神輿の修理 2,500
東京都 文京区 音羽三和会 子ども御輿及び曳き太鼓の修理 2,500
東京都 文京区 武島町会 中神輿他備品の整備 2,500
東京都 台東区 浅草町一町会 神輿の修繕・お囃子道具一式の整備 2,500
東京都 台東区 浅草橋三町丁目町会 神輿の修繕 2,500
東京都 台東区 台東四丁目町会 神輿の修繕 2,500
東京都 墨田区 墨田区 コミュニティ活動備品の整備 1,200
東京都 品川区 品川区 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,300
東京都 目黒区 原町一丁目町会 こども御輿の修繕 2,500
東京都 大田区 千束地区自治会連合会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
東京都 渋谷区 本町氷川町会 神輿の修繕 2,500
東京都 渋谷区 原宿一丁目町会 神輿の修繕 2,500
東京都 中野区 西町町会 曳太鼓の修繕 2,200
東京都 杉並区 上高井戸町会 神輿の整備 2,500
東京都 北区 豊島七丁目北栄会 お祭り備品の整備 1,900
東京都 北区 岸町一丁目町会 子ども神輿及び袢纏の整備 2,500
東京都 北区 西ヶ原西部自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,300
東京都 荒川区 町屋睦町会 大人神輿の整備 2,500
東京都 荒川区 荒川四丁目明朗町会 子ども神輿の修繕 2,500
東京都 荒川区 町屋六丁目団地町会 神輿の修繕 2,500
東京都 板橋区 富士見町自治会 子ども神輿と山車の修繕 2,500
東京都 足立区 伊興北町会 お祭り備品の整備 1,200
東京都 江戸川区 五仲自治会 神輿の修繕 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 けやき台団地自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,000
東京都 武蔵野市 御殿山コミュニティ協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
東京都 三鷹市 新川中原住民協議会 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9支会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
東京都 府中市 府中市自治会連合会 広報掲示板の整備 2,500
東京都 府中市 府中市片町自治会連合会 山車の修繕等 2,500
東京都 調布市 神代団地自治会 お祭り備品の整備 2,500
東京都 調布市 緑ヶ丘団地自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
東京都 町田市 町田市町内会・自治会連合会 コミュニティ活動備品の整備 2,200
東京都 国立市 坂下町内会 掲示板他コミュニティ活動備品の整備 1,800
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 1,800
東京都 東大和市 東大和市 コミュニティ活動備品等の整備 1,800
東京都 武蔵村山市 武蔵村山市 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 2,400
東京都 あきる野市 あきる野市町内会自治会連合会 ＡＥＤ等の整備 2,500
東京都 日の出町 日の出町 ＡＥＤ等の整備 1,200
東京都 新島村 式根島地区自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,300

神奈川県 横須賀市 坂本連合町内会 印刷機の整備 2,500
神奈川県 横須賀市 小矢部町内会 やぐらステージの整備 1,500
神奈川県 平塚市 真土連合自治会 やぐらステージ、会議用テーブルの整備 2,500
神奈川県 平塚市 八幡地区自治会連合会 イベント用ステージ等の整備 2,100
神奈川県 鎌倉市 鎌倉市玉縄自治町内会連合会 コピー機他コミュニティ活動備品の整備 2,400
神奈川県 藤沢市 打越会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
神奈川県 小田原市 小田原市自治会総連合 印刷機等の整備 2,400
神奈川県 茅ヶ崎市 円蔵睦会 地形搗き備品の整備 2,500
神奈川県 逗子市 逗子市 パソコン他コミュニティ活動備品の整備 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 北地区みんなで住み良いまちづくり運動推進委員会 サウンドシステム他イベント用備品の整備 2,500
神奈川県 厚木市 森の里地区自治会連絡協議会 組立式やぐらとステージの整備 2,500
神奈川県 厚木市 相模人形芝居林座 幕・衣装等の整備 1,400
神奈川県 伊勢原市 比々多地区自治会 折りたたみテーブル等備品の整備 1,600
神奈川県 伊勢原市 成瀬地区自治会 コミュニティ及びイベント用備品の整備 2,500
神奈川県 伊勢原市 峰岸上自治会 テーブル・椅子他備品の整備 1,700
神奈川県 海老名市 海老名市自治会連絡協議会 テントの整備 1,500
神奈川県 座間市 相武台コミュニティセンター管理運営委員会 放送設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500
神奈川県 南足柄市 和田河原自治会 空調設備他コミュニティ活動備品の整備 2,400
神奈川県 南足柄市 雨坪自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,600
神奈川県 綾瀬市 綾瀬市 コミュニティ活動備品の整備 2,400
神奈川県 葉山町 一色第五町内会 コミュニティ活動備品の整備 1,200
神奈川県 大磯町 大磯町 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,100
神奈川県 山北町 向原連合自治会 折りたたみテーブル等備品の整備 1,700
神奈川県 開成町 開成町自治会長連絡協議会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
神奈川県 箱根町 湯本地域自治会連合会 折りたたみテーブル等の整備整備 2,500
神奈川県 箱根町 箱根太鼓振興会 和太鼓等の整備 2,500
神奈川県 湯河原町 湯河原町区長連絡協議会 折り畳みテーブル、折り畳みイス等の整備 2,200
神奈川県 愛川町 愛川町箕輪区 やぐら他コミュニティ活動備品の整備 2,500
新潟県 長岡市 飯塚区 カーテン他コミュニティ活動備品の整備 2,400
新潟県 長岡市 芹川町町内会 宮太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
新潟県 長岡市 安永町内会 神輿の整備 2,500
新潟県 長岡市 七日町集落 除雪機の整備 2,500
新潟県 長岡市 七日市町内会 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,900
新潟県 長岡市 野積盆踊り実行委員会 宮太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
新潟県 三条市 長野自治会 除雪機の整備 2,400
新潟県 三条市 大平自治会 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 2,500
新潟県 柏崎市 高田コミュニティ振興協議会 空調設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500
新潟県 柏崎市 ゆりが丘町内会 神輿の整備 2,500
新潟県 新発田市 米倉自治会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,300
新潟県 新発田市 月岡温泉区自治会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
新潟県 小千谷市 信濃町町内会 お神輿他コミュニティ活動備品の整備 2,500
新潟県 小千谷市 本町町内会 お祭り備品等の整備 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）
新潟県 加茂市 上三区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,000
新潟県 加茂市 若宮町内会 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 希望ケ丘区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
新潟県 十日町市 宮下町東町内会 俄の台車部分の修繕 2,500
新潟県 十日町市 三省地区協議会 音響設備及び組立式櫓の整備 1,400
新潟県 見附市 北谷北部くさなぎコミュニティ テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
新潟県 村上市 中倉自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,000
新潟県 村上市 大津区 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
新潟県 村上市 山田区 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 吉田北友会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
新潟県 燕市 中央通四丁目自治会 子供神輿他コミュニティ活動備品の整備 2,400
新潟県 糸魚川市 地縁団体 押上区 コミュニティ活動備品の整備 2,300
新潟県 糸魚川市 上早川地域振興会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
新潟県 妙高市 妙高市地域づくり協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,400
新潟県 五泉市 高松町内会 ブランコ他コミュニティ活動備品の整備 2,500
新潟県 五泉市 笹堀部落 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,400
新潟県 上越市 片貝町内会 防犯灯の整備 1,700
新潟県 上越市 千原町内会 除雪機の整備 2,500
新潟県 上越市 水吉自治会 除雪機の整備 2,500
新潟県 上越市 西久々野町内会 防犯灯の整備 1,400
新潟県 上越市 田屋自治区 防犯灯他コミュニティ活動備品の整備 1,600
新潟県 阿賀野市 学校町自治会 仁和加他コミュニティ活動備品の整備 1,900
新潟県 阿賀野市 安田新栄町自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,400
新潟県 佐渡市 二見地区 神輿他コミュニティ活動備品の整備 2,500
新潟県 佐渡市 稲鯨集落 神輿の修繕 2,100
新潟県 魚沼市 小出囃子同好会 袢纏、太鼓他お祭り備品の整備 1,400
新潟県 南魚沼市 石打区 防犯灯の整備 2,500
新潟県 胎内市 越後の国中条板額太鼓保存会 太鼓の革張替え、胴の修理 2,500
新潟県 胎内市 下赤谷地域自治会 お祭り備品の整備 1,100
新潟県 聖籠町 聖籠太鼓「響 sato-oto」 太鼓の整備 2,100
新潟県 弥彦村 大字麓二区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,700
新潟県 田上町 石田・興野自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,200
新潟県 阿賀町 大牧区 小型除雪機の整備 1,400
新潟県 出雲崎町 出雲崎おけさ保存会 衣装他コミュニティ活動備品の整備 2,500
新潟県 湯沢町 上中町内会 街路灯の整備 1,300
新潟県 津南町 堂平集落 除雪機の整備 2,500
新潟県 関川村 下関自治会 下関大祭大輪の修繕 2,500
新潟県 関川村 スクラム九ケ谷 エアコンの整備 1,900
新潟県 粟島浦村 釜谷地区 締太鼓等コミュニティ活動備品の整備 2,300
富山県 富山市 寺島町内会 獅子舞用具他コミュニティ活動備品の整備 2,500
富山県 富山市 石田獅子保存会 獅子舞用具の整備 2,500
富山県 富山市 藤の木園町青壮年会 獅子舞用具の整備 2,500
富山県 富山市 大塚獅子舞保存会 獅子舞用具他コミュニティ活動備品の整備 2,500
富山県 高岡市 御印祭実行委員会 祭礼用備品の整備 2,500
富山県 高岡市 縄手町獅子舞保存会 獅子頭他コミュニティ活動備品の整備 2,500
富山県 高岡市 一宮獅子方保存会 獅子頭他コミュニティ活動備品の整備 2,500
富山県 高岡市 守山獅子会 獅子頭他コミュニティ活動備品の整備 2,500
富山県 高岡市 土屋獅子方若連中実行委員会 獅子頭他コミュニティ活動備品の整備 1,900
富山県 高岡市 若富町青年団 獅子頭他コミュニティ活動備品の整備 2,500
富山県 高岡市 桐友会獅子方若連中 獅子頭他コミュニティ活動備品の整備 2,500
富山県 魚津市 魚津たてもん保存会 祭礼用具の整備 2,500
富山県 氷見市 柳田区 獅子舞道具の整備 2,500
富山県 氷見市 指崎自治会 神輿の整備 2,500
富山県 黒部市 東布施自治振興会 コミュニティ活動用備品の整備 2,000
富山県 黒部市 大布施自治振興会 コミュニティ活動用備品の整備 1,200
富山県 砺波市 神島自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
富山県 砺波市 雄神地区自治振興会 エアコン他コミュニティ活動備品の設備 2,500
富山県 小矢部市 亀堀町内会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
富山県 小矢部市 矢水町二区町内会 獅子舞備品他コミュニティ活動備品の整備 2,400
富山県 南砺市 山本地区 祭礼用備品他コミュニティ活動備品の整備 2,500
富山県 南砺市 今町三区自治会 祭り屋体の整備 2,500
富山県 南砺市 北野地区自治振興会 太鼓道具の整備 2,500
富山県 南砺市 竹内自治会 祭礼用備品他コミュニティ活動備品の整備 2,400
富山県 南砺市 上新町町内会 祭り屋体の整備 2,500
富山県 南砺市 上町町内会 祭礼用備品他コミュニティ活動備品の整備 1,900
富山県 南砺市 猪谷自治振興会 祭礼用備品他コミュニティ活動備品の整備 2,500
富山県 射水市 高穂町町内会 獅子頭補修他コミュニティ活動備品の整備 2,200
富山県 射水市 針山自治会 獅子頭他コミュニティ活動備品の整備 2,400
富山県 立山町 寺田自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
富山県 立山町 利田自治振興会 浴衣他コミュニティ活動備品の整備 2,500
富山県 入善町 西坪地区自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,200
石川県 金沢市 大野町共進会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
石川県 七尾市 崎山地域づくり協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
石川県 七尾市 中島町上町町会 神輿の修繕 2,500
石川県 七尾市 池崎町会 獅子舞用具の整備 2,500
石川県 小松市 小野町町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
石川県 輪島市 浦上の里おこし会 音響機材他コミュニティ活動備品の整備 2,100
石川県 珠洲市 飯塚区 草刈機等コミュニティ活動備品の整備 2,400
石川県 加賀市 動橋町区長会 獅子舞用具の整備 2,500
石川県 加賀市 別所地区まちづくり推進協議会 獅子舞用具の整備 2,500
石川県 羽咋市 土橋町会 お祭り備品の整備 2,500
石川県 かほく市 指江区 広場の遊具の整備 1,500
石川県 白山市 成町神輿保存会 御輿の修繕 2,500
石川県 白山市 八ツ矢町獅子舞保存会 獅子舞用具の整備 1,400
石川県 能美市 九谷太鼓保存会　チビッ子九谷太鼓 太鼓の整備 2,500
石川県 津幡町 領家獅子舞保存会 獅子舞用具の整備 2,500
石川県 内灘町 向陽台町会 神輿等の整備 2,500
石川県 志賀町 矢駄獅子舞若連中 獅子舞用具等の整備 2,500
石川県 宝達志水町 免田獅子舞保存会 獅子舞用具の整備 2,400
石川県 宝達志水町 河原神輿保存会 神輿の修繕 2,500
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都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
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石川県 宝達志水町 杉野屋区 獅子舞用具の整備 2,500
石川県 中能登町 在江区 獅子舞用具等の整備等 2,500
石川県 中能登町 小金森区 御輿の修繕 2,500
石川県 中能登町 川田区 獅子舞用具の整備 2,500
福井県 福井市 美山地区自治会連合会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 1,600
福井県 福井市 豊地区自治会連合会 お祭り用品他コミュニティ活動備品の整備 1,900
福井県 福井市 まちづくり社北委員会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,200
福井県 福井市 順化地区自治会連合会 イス他コミュニティ活動備品の整備 1,700
福井県 福井市 和田地区まちづくり委員会 アルミステージ他備品の整備 2,500
福井県 小浜市 内外海まちづくり協議会 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 2,500
福井県 大野市 西山区自治会 遊具他備品の整備 2,500
福井県 大野市 中村町区 遊具他備品の整備 2,500
福井県 勝山市 平泉寺区 コミュニティ活動備品の整備 1,600
福井県 勝山市 北郷町上森川区 掲示板他コミュニティ活動備品の整備 1,900
福井県 鯖江市 中野町原自治会 遊具他備品の整備 2,300
福井県 鯖江市 南井町自治会 神輿他コミュニティ活動備品の整備 2,200
福井県 あわら市 田中温泉区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
福井県 越前市 東地区自治振興会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
福井県 越前市 国高地区自治振興会 音響機器他コミュニティ活動備品の整備 2,500
福井県 越前市 神山地区自治振興会 映像機器他コミュニティ活動備品の整備 2,000
福井県 坂井市 五本区 神輿他コミュニティ活動備品の整備 2,500
福井県 坂井市 駅前区 神輿他コミュニティ活動備品の整備 1,200
福井県 越前町 朝日区 イス他コミュニティ活動備品の整備 2,500
福井県 美浜町 佐田伝統文化保存会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 1,600
福井県 高浜町 鎌倉区振興会 太鼓山車の整備 2,500
福井県 おおい町 久坂大太鼓文化保存会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
福井県 若狭町 気山切追区 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 1,200
山梨県 甲府市 武田明神太鼓連 太鼓等備品の整備 2,500
山梨県 都留市 御嶽大神社神楽保存会 獅子舞、太鼓等の整備 2,500
山梨県 山梨市 南区 エアコンの整備 1,300
山梨県 山梨市 下石森区 エアコンの整備 1,300
山梨県 大月市 幡野神楽保存会 神楽奉納備品の整備 2,500
山梨県 大月市 初狩町立河原区 除雪機等の整備 1,400
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 浅原区自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,400
山梨県 甲斐市 甲斐和太鼓衆　信玄太鼓保存会 太鼓等備品の整備 1,200
山梨県 甲斐市 大下条自治会 やぐらステージの整備 2,500
山梨県 笛吹市 春日居町桑戸区 屋外放送設備の整備 1,400
山梨県 笛吹市 松本区 コミュニティ活動備品の整備 2,300
山梨県 上野原市 本町祭りばやし保存会 演舞衣装等の整備 2,300
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 早川町 南アルプス白鳳太鼓保存会 太鼓、獅子舞等の整備 2,000
山梨県 身延町 梅平一区 祭典用法被の整備 1,200
山梨県 富士川町 上町山車保存会 山車の修繕 2,500
山梨県 富士川町 富士川町鰍沢仲町山車保存会 山車の修繕 2,500
山梨県 昭和町 河西区 コミュニティ活動用備品の整備 1,800
山梨県 西桂町 西桂町 コミュニティ活動備品の整備 2,200
山梨県 丹波山村 丹波山村文化財保存会 獅子舞等の整備 2,500
長野県 長野市 作見区 神楽屋台他お祭り備品の整備 2,500
長野県 長野市 中社区 太鼓他お祭り備品の整備 2,500
長野県 松本市 松本市今井公園西町会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,100
長野県 松本市 松本市浅間温泉第八町会 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 1,200
長野県 上田市 柳沢自治会 神楽他お祭り備品の整備 1,600
長野県 上田市 御嶽堂自治会 屋外放送設備の整備 2,500
長野県 岡谷市 岡谷市 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,800
長野県 飯田市 大瀬木区 机・椅子他コミュニティ活動備品の整備 2,100
長野県 諏訪市 有賀区下村組 集会所施設の備品整備 2,500
長野県 諏訪市 角間新田区 集会所施設の備品整備 2,300
長野県 須坂市 須坂市 除雪機の整備 1,300
長野県 小諸市 新町区 集会所施設の備品整備 1,200
長野県 伊那市 小出二区 お祭り備品の整備 2,500
長野県 駒ヶ根市 北割一区馬場自治組合 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,000
長野県 中野市 笠倉自治会 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 2,500
長野県 大町市 仁科町自治会 お祭り備品の整備 2,500
長野県 飯山市 柏尾区 お祭り備品の整備 2,500
長野県 茅野市 茅野市 パソコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
長野県 塩尻市 床尾区 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,700
長野県 千曲市 羽尾神楽保存会 神楽用品他コミュニティ活動備品の整備 1,400
長野県 千曲市 上中町木遣り保存会 法被の整備 1,600
長野県 東御市 加沢区 コミュニティ活動備品の整備 2,200
長野県 安曇野市 新屋区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
長野県 安曇野市 熊倉区 コミュニティ活動備品の整備 2,400
長野県 川上村 大深山公民館 コミュニティ活動備品の整備 1,300
長野県 軽井沢町 大日向区 祭り用やぐら等の整備 2,500
長野県 軽井沢町 借宿区自治会 事務机他コミュニティ活動備品の整備 1,200
長野県 御代田町 栄町区 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 1,300
長野県 立科町 細谷区 エアコンの整備 1,400
長野県 青木村 青木村青少年健全育成連絡協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
長野県 長和町 鷹山自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
長野県 下諏訪町 矢木町町内会 コピー機他コミュニティ活動備品の整備 2,400
長野県 富士見町 大平区 コピー機他コミュニティ活動備品の整備 2,400
長野県 辰野町 辰野町 投光器の整備 2,500
長野県 箕輪町 三日町区 除雪機の整備 1,600
長野県 飯島町 七久保区 多目的ステージ等の整備 2,500
長野県 南箕輪村 中込区 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
長野県 中川村 柳沢地区 会議用机他コミュニティ活動備品の整備 1,700
長野県 宮田村 つつじが丘区 小型除雪機と備品収納用物置の整備 1,800
長野県 松川町 清泉地上自治会 お祭り備品の整備 2,100
長野県 阿智村 伍和自治会 音響機器・テントの整備 2,400
長野県 根羽村 根羽村自治区連合会 車いすの整備 1,000
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長野県 下條村 親田区 机・椅子等の整備 2,500
長野県 天龍村 満嶋掛け太鼓保存会 お祭り備品の整備 1,400
長野県 喬木村 両平地区 お祭り備品の整備 2,500
長野県 豊丘村 柿外土自治会 机・椅子等の整備 2,000
長野県 上松町 寝覚区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
長野県 上松町 上若連 お祭り備品の整備 2,000
長野県 南木曽町 田立歌舞伎保存会 田立歌舞伎舞台等の整備 1,700
長野県 木曽町 三尾自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,400
長野県 麻績村 坊平・北山区 幟立てポール等の整備 1,500
長野県 生坂村 上生坂区 防犯灯の整備 1,400
長野県 朝日村 小野沢区 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,700
長野県 筑北村 竹場区 除雪機の整備 2,300
長野県 池田町 半在家自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,300
長野県 池田町 広津自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,300
長野県 松川村 松川村 テント等コミュニティ活動備品の整備 2,500
長野県 坂城町 鼠区 神楽他お祭り備品の整備 2,500
長野県 小布施町 上町自治会 神楽他お祭り備品の整備 2,500
長野県 高山村 高山村 除雪機の整備 2,400
長野県 木島平村 柳久保区 獅子頭他お祭り備品の整備 2,500
長野県 野沢温泉村 野沢温泉道祖神太鼓保存会 太鼓他お祭り備品の整備 2,500
長野県 信濃町 中島組 コミュニティ活動備品の整備 2,500
長野県 小川村 川手西組 幟旗竿の整備 1,200
長野県 飯綱町 毛野組 コピー機他コミュニティ活動備品の整備 2,500
長野県 栄村 大久保区 太鼓屋台他お祭り備品の整備 2,500
岐阜県 岐阜市 茜部まちづくり協議会 映像設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500
岐阜県 関市 山田区 映像設備他コミュニティ活動備品の整備 2,000
岐阜県 中津川市 苗木区長会 音響設備の整備 2,500
岐阜県 瑞浪市 日吉町まちづくり推進協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
岐阜県 瑞浪市 陶町明日に向って街づくり推進協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
岐阜県 羽島市 桑原町自治委員会 掲示板の整備 2,500
岐阜県 羽島市 足近町まちづくり振興会 やぐら他コミュニティ活動備品の整備 2,300
岐阜県 恵那市 串原自治連合会 テントの整備 1,700
岐阜県 恵那市 吉田地域活性化委員会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
岐阜県 美濃加茂市 森山連区自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,400
岐阜県 土岐市 下石町区長会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 1,300
岐阜県 土岐市 天地飛炎太鼓 和太鼓の整備 2,500
岐阜県 各務原市 各務原市自治会連合会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
岐阜県 山県市 旭ｹ丘自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,100
岐阜県 山県市 平井自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,300
岐阜県 郡上市 林地区 除雪機の整備 1,000
岐阜県 郡上市 郡上市自治会連合会和良支部 テントの整備 2,400
岐阜県 下呂市 赤沼田区 除雪機の整備 1,400
岐阜県 海津市 日原自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,400
岐阜県 海津市 山崎区自治会 やぐら他コミュニティ活動備品の整備 2,500
岐阜県 関ヶ原町 野上自治会 やぐら他コミュニティ活動備品の整備 2,500
岐阜県 白川村 南部地区公民館運営委員会 やぐら他コミュニティ活動備品の整備 2,500
岐阜県 白川村 木谷区自治会 サーマルタンクの整備 2,400
静岡県 沼津市 沼津市自治会連合会 掲示板の整備 1,200
静岡県 熱海市 水口町内会 山車の修繕及び祭典用備品の整備 2,400
静岡県 三島市 押切町内会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
静岡県 富士宮市 高嶺区 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
静岡県 富士宮市 神賀区 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
静岡県 伊東市 八幡町内会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 1,800
静岡県 島田市 相賀コミュニティ委員会 投光器他コミュニティ活動備品の整備 1,600
静岡県 島田市 神座・鵜網友の会 放送設備他コミュニティ活動備品の整備 1,000
静岡県 富士市 本市場２区 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,200
静岡県 富士市 依田原四丁目町内会 山車の修繕及び祭典用備品の整備 2,500
静岡県 磐田市 栗下自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
静岡県 磐田市 磐田市自治会連合会青城地区 放送設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500
静岡県 焼津市 和田第22自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,100
静岡県 焼津市 焼津第１自治会第１区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
静岡県 掛川市 久保区自治会 屋台の整備 2,500
静岡県 掛川市 西町区自治会 祭典用備品の修繕及び整備 2,500
静岡県 藤枝市 大手町内会 祭典用備品の整備 1,900
静岡県 藤枝市 青島第１自治会 複合機他コミュニティ活動備品の整備 1,600
静岡県 藤枝市 藤枝第10自治会 子供神輿の整備 1,500
静岡県 御殿場市 萩蕪区 エアコンの整備 1,300
静岡県 袋井市 土橋自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
静岡県 袋井市 下新池自治会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,000
静岡県 下田市 中央区池之町 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,400
静岡県 裾野市 公文名区 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
静岡県 湖西市 郷南郷北自治会 山車の整備 2,500
静岡県 伊豆市 中浜区 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
静岡県 御前崎市 塩原町内会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
静岡県 菊川市 潮海寺自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,300
静岡県 伊豆の国市 千代田区 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 1,700
静岡県 牧之原市 豊岡区 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
静岡県 東伊豆町 白田区 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
静岡県 河津町 長野区 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 1,700
静岡県 南伊豆町 上小野区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,300
静岡県 西伊豆町 仁科浜区 放送設備他コミュニティ活動備品の整備 2,200
静岡県 清水町 新宿区 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
静岡県 長泉町 原分区 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,300
静岡県 小山町 小山町 掲示板の整備 2,500
静岡県 森町 問詰町内会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛知県 豊橋市 前芝校区自治会 発電機等コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛知県 豊橋市 岩西校区自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛知県 岡崎市 矢作三区町内会 矢作三区祭礼山車の修繕 2,500
愛知県 瀬戸市 深川連区自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛知県 豊川市 豊川市 コミュニティ活動備品の整備 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 豊川市 金屋地区市民館運営委員会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛知県 津島市 神島田小学校区コミュニティ推進協議会 物置ほかコミュニティ活動備品の整備 2,500
愛知県 津島市 蛭間地区コミュニティ推進協議会 物置ほかコミュニティ活動備品の整備 2,500
愛知県 碧南市 大浜地区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛知県 豊田市 浄水地区コミュニティ会議 コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛知県 豊田市 竜神地区コミュニティ会議 コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛知県 安城市 北山崎町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,100
愛知県 西尾市 室小校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
愛知県 蒲郡市 三谷町上区 仮設舞台の整備 2,500
愛知県 犬山市 楽田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
愛知県 常滑市 檜原区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛知県 常滑市 前山コミュニティークラブ コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛知県 江南市 宮後上区 机･椅子他コミュニティ活動用備品の整備 2,500
愛知県 江南市 県営宮後住宅自治会 草刈機他コミュニティ活動用備品の整備 2,100
愛知県 小牧市 聖王車保存会 山車の修繕 2,500
愛知県 稲沢市 千代田市民センター地区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
愛知県 新城市 緑が丘区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛知県 新城市 中宇利区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛知県 東海市 名和コミュニティ コミュニティ活動備品の整備 2,200
愛知県 大府市 東山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
愛知県 知多市 旭東コミュニティ コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛知県 知立市 宝町区 室町山車幕等の整備 2,500
愛知県 尾張旭市 三郷連合自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
愛知県 高浜市 高取まちづくり協議会 コミュニティ活動備品の整備 1,000
愛知県 岩倉市 岩倉団地自治会 お祭り備品の整備 2,500
愛知県 豊明市 勅使台区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛知県 豊明市 坂部区 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛知県 田原市 田原東部コミュニティ協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛知県 愛西市 永和学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 2,000
愛知県 愛西市 藤浪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
愛知県 清須市 西分新田ブロック コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛知県 清須市 新川第8ブロック コミュニティ活動備品の整備 2,200
愛知県 北名古屋市 高田寺自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
愛知県 北名古屋市 北野自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
愛知県 あま市 伊福地区コミュニティ推進協議会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,400
愛知県 あま市 あま市花長コミュニティ協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,300
愛知県 扶桑町 山那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
愛知県 扶桑町 北定松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
愛知県 大治町 大治西小学校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 1,700
愛知県 阿久比町 宮津区会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛知県 東浦町 東浦葵ノ荘団地自治会 提灯他コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛知県 南知多町 師崎区 コミュニティ活動用備品の整備 2,500
愛知県 南知多町 豊浜地区区長会 コミュニティ活動用備品の整備 2,500
愛知県 美浜町 美浜町 コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛知県 武豊町 小迎区鳳凰車保存会 小迎区鳳凰車の整備 2,500
愛知県 幸田町 豊坂小学校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
愛知県 幸田町 深溝小学校区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 1,400
愛知県 東栄町 桑原地区コミュニティ協議会 遊具の整備 2,500
三重県 津市 津市河芸町一色区自治会 神輿の整備 1,400
三重県 津市 本郷町自治会 かんこ踊り用太鼓台車の整備 1,000
三重県 津市 旭町自治会 やぐらと音響設備等の整備 2,500
三重県 津市 豊が丘地区自治会連合会 コミュニティ活動備品の整備 2,300
三重県 四日市市 富田鯨船南島組感應丸保存会 祭用衣装の整備 2,400
三重県 四日市市 河原田地区連合自治会 掲示板の設置 2,100
三重県 伊勢市 城田団地自治会 複合機他コミュニティ活動備品の整備 1,500
三重県 伊勢市 今一色区自治会 エアコンの整備 1,600
三重県 松阪市 川井町自治会 太鼓等コミュニティ活動備品の整備 2,500
三重県 松阪市 万庄第二自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,900
三重県 松阪市 岡本町自治会 会議机他コミュニティ活動備品の整備 2,500
三重県 桑名市 馬道一丁目自治会 祭り備品等の整備 2,500
三重県 桑名市 蓮花寺住宅自治会 ＬＥＤ街路灯の整備 2,500
三重県 桑名市 開勢町自治会 石取祭車の整備 2,500
三重県 鈴鹿市 長太鯨船保存会 山車の修繕 2,500
三重県 名張市 中央ゆめづくり協議会 音響設備他イベント用備品の整備 2,500
三重県 名張市 桔梗が丘七番町一区自治会 刈払機等コミュニティ活動備品の整備 1,700
三重県 名張市 鹿高区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
三重県 尾鷲市 梶賀区 町内放送設備の設置 1,800
三重県 亀山市 野村地区まちづくり協議会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,100
三重県 亀山市 東部地区まちづくり協議会 印刷機他コミュニティ活動備品の整備 1,800
三重県 鳥羽市 河内町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
三重県 鳥羽市 坂手町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
三重県 鳥羽市 岩倉町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
三重県 熊野市 五郷区長会 ＬＥＤ街路灯の整備 2,400
三重県 いなべ市 鼓自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,100
三重県 いなべ市 石榑下自治会 コピー機他コミュニティ活動備品の整備 1,200
三重県 志摩市 迫間第一区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
三重県 志摩市 志島自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,100
三重県 伊賀市 大字東湯舟区 遊具他コミュニティ活動備品の整備 2,500
三重県 伊賀市 友生地区住民自治協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
三重県 伊賀市 上津地区住民自治協議会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,400
三重県 伊賀市 河合地域住民自治協議会 放送備品他コミュニティ活動備品の整備 2,300
三重県 伊賀市 法花区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,900
三重県 伊賀市 下川原区 机、椅子他コミュニティ活動備品の整備 2,500
三重県 多気町 大字五桂区自治会 防犯灯他コミュニティ活動備品の整備 2,100
三重県 多気町 荒蒔区自治会 屋外放送設備の整備 2,100
三重県 明和町 有爾中区自治会 屋内・屋外放送設備の整備 2,400
三重県 明和町 東野自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,300
三重県 大台町 栗谷区 お祭り用備品の整備 1,100
三重県 度会町 立岡区会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
三重県 大紀町 柏崎連合町内会 会議用机等コミュニティ活動備品の整備 2,100
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三重県 南伊勢町 大方竈区 祭り屋台他コミュニティ活動備品の整備 2,500
三重県 南伊勢町 宿浦区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
三重県 南伊勢町 古和浦区 防犯灯他コミュニティ活動備品の整備 2,400
三重県 紀北町 相賀八幡神社大禮祭　関船の会 関船の整備 2,500
三重県 紀宝町 下り場盆踊り実行委員会 和太鼓他コミュニティ活動備品の整備 1,400
滋賀県 大津市 勧学二丁目自治会 子ども神輿の整備 1,300
滋賀県 大津市 国分一丁目１区自治会 子ども神輿の整備 2,500
滋賀県 彦根市 平田町町内会 映写機器他コミュニティ活動備品の整備 1,400
滋賀県 彦根市 大堀町自治会 祭り道具（大太鼓）の修繕 1,700
滋賀県 長浜市 本町組春日山 曳行法被、保管箱の整備 2,500
滋賀県 長浜市 西浅井地区地域づくり協議会 イベント用移動式音響機材の整備 2,100
滋賀県 長浜市 木之本自治会 遊具の設置 2,500
滋賀県 近江八幡市 友定町自治会 子ども御輿の整備 2,500
滋賀県 草津市 矢橋町自治会 テーブル等コミュニティ活動備品の整備 2,500
滋賀県 草津市 片岡町町内会 放送設備の整備 1,900
滋賀県 守山市 立入町自治会 テント等コミュニティ活動備品の整備 1,500
滋賀県 守山市 三宅稲葉自治会 テレビ等コミュニティ活動備品の整備 1,300
滋賀県 甲賀市 三軒家区自治会 テント等コミュニティ活動備品の整備 2,500
滋賀県 甲賀市 嶬峨区自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
滋賀県 野洲市 万葉台自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,800
滋賀県 野洲市 西河原自治会 格納庫他コミュニティ活動備品の整備 2,400
滋賀県 湖南市 湖南工業団地自治会 パソコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
滋賀県 湖南市 北山台区 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
滋賀県 高島市 平ケ崎区 子ども御輿の整備 2,300
滋賀県 高島市 今市区 和太鼓の整備 1,200
滋賀県 東近江市 玉緒地区自治会連合会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
滋賀県 東近江市 御園地区自治会連合会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
滋賀県 米原市 下板並区 除雪機の整備 2,500
滋賀県 米原市 坂口区 除雪機の整備 1,500
滋賀県 日野町 大字音羽区 テレビ他コミュニティ活動備品の整備 2,300
滋賀県 日野町 大字杣 遊具他コミュニティ活動備品の整備 2,500
滋賀県 竜王町 川上自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
滋賀県 竜王町 松陽台自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,600
滋賀県 愛荘町 愛知川区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
滋賀県 愛荘町 元持区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
滋賀県 豊郷町 日栄区自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,500
滋賀県 甲良町 下之郷区 コピー機他コミュニティ活動備品の整備 1,800
滋賀県 甲良町 横関区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 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 橋上町自治会 太鼓他祭用備品の整備 2,500
京都府 宮津市 上宮津四区 太鼓他祭用備品の整備 1,600
京都府 宮津市 惣自治会 太鼓他祭用備品の整備 2,400
京都府 宮津市 長江自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,500
京都府 亀岡市 亀岡市 防犯灯の整備 1,700
京都府 城陽市 城陽市南部コミュニティセンター運営委員会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
京都府 八幡市 男山第3住宅管理組合 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,000
京都府 京田辺市 西八区 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,000
京都府 京丹後市 口大野区 物置他コミュニティ活動備品の整備 2,500
京都府 京丹後市 神野地区自治会 ＡＥＤ他コミュニティ活動備品の整備 2,500
京都府 南丹市 西田自治会 机他コミュニティ活動備品の整備 1,500
京都府 南丹市 殿谷区自治会 机他コミュニティ活動備品の整備 2,500
京都府 木津川市 城山台7丁目自治会 テレビ他コミュニティ活動備品の整備 2,400
京都府 久御山町 下津屋団地自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,200
京都府 井手町 上井手区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
京都府 井手町 高月区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
京都府 井手町 石垣区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
京都府 井手町 北区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
京都府 精華町 精華台五丁目自治会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500
京都府 南山城村 月ヶ瀬ニュータウン自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
京都府 伊根町 筒川地区区長協議会 発電機他コミュニティ活動備品の整備 2,500
京都府 与謝野町 幾地区 神輿修繕他コミュニティ活動備品の整備 2,500
大阪府 岸和田市 朝陽地区市民協議会 卓球台他備品の整備 2,200
大阪府 豊中市 和太鼓衆団　やぶからぼう 太鼓の整備 2,400
大阪府 池田市 石橋まつり実行委員会 盆踊り用櫓等の整備 2,500
大阪府 泉大津市 泉大津市自治会連合会 ＬＥＤ防犯灯他備品の整備 2,500
大阪府 高槻市 高槻市コミュニティ市民会議 発電機他備品の整備 2,500
大阪府 貝塚市 貝塚市町会連合会 発電機他活備品の整備 2,200
大阪府 守口市 南寺方地車保存会 太鼓の整備 2,500
大阪府 枚方市 枚方市コミュニティ連絡協議会 システムアンプ他備品の整備 2,400
大阪府 茨木市 郡校区まちづくり協議会 テント他備品の整備 2,500
大阪府 八尾市 八尾市 血圧計他備品の整備 2,500
大阪府 寝屋川市 寝屋川市市政協力委員自治推進協議会 システムアンプ他備品の整備 2,500
大阪府 大東市 寺川自治会 ベンチ他備品の整備 2,500
大阪府 和泉市 和泉市町会連合会 コピー機他備品の整備 2,500
大阪府 箕面市 箕面市 パソコン他備品の整備 2,500
大阪府 柏原市 柏原市区長会 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 テーブル他備品の整備 2,500
大阪府 高石市 高石市 テント他活動備品の整備 2,500
大阪府 藤井寺市 藤井寺市区長会 複合機他備品の整備 2,500
大阪府 東大阪市 花園校区自治連合会 コミュニティ活動備品の整備 2,100
大阪府 泉南市 中小路区 掲示板の整備 2,500
大阪府 四條畷市 川崎地区町会 カラオケ機器他備品の整備 2,400
大阪府 大阪狭山市 山伏地区自治会 地車用備品の整備 2,500
大阪府 阪南市 緑ヶ丘自治会 カラオケ他活動備品の整備 2,500
大阪府 忠岡町 忠岡町南区自治振興協議会 太鼓の整備 2,500
大阪府 熊取町 熊取町区長会 無線機他備品の整備 2,500
大阪府 河南町 石川地区自治連絡会 地車修繕他備品整備 2,500
大阪府 千早赤阪村 大字森屋地区会 地車修繕他備品の整備 2,500
兵庫県 姫路市 飾磨橋東地区連合自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
兵庫県 尼崎市 園田競馬場自治会 やぐら他コミュニティ活動備品の整備 2,500
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都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
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（千円）
兵庫県 明石市 和坂自治会 祭り屋台の修繕 2,500
兵庫県 西宮市 神原地区青少年愛護協議会 やぐら他コミュニティ活動備品の整備 2,400
兵庫県 洲本市 金屋町内会 神輿の修繕 2,500
兵庫県 伊丹市 稲野自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
兵庫県 豊岡市 小坂地区区長会 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,400
兵庫県 加古川市 国包町屋台保存会 法被の新調 2,400
兵庫県 赤穂市 有年原自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
兵庫県 西脇市 鹿野町 コミュニティ活動備品の整備 2,500
兵庫県 宝塚市 末成町自治会 やぐら他コミュニティ活動備品の整備 2,500
兵庫県 三木市 東條町屋台保存会 水引幕の修繕 2,500
兵庫県 高砂市 曽根南之町自治会 腰組高欄の購入 2,500
兵庫県 高砂市 戎町自治会 太鼓打衣裳の購入 2,000
兵庫県 川西市 桜小コミュニティ推進協議会 パソコン等コミュニティ活動備品の整備 2,500
兵庫県 小野市 市場地区地域づくり協議会 パソコン等コミュニティ活動備品の整備 2,300
兵庫県 三田市 あかしあ台自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,200
兵庫県 加西市 山田町自治会 神輿の修繕 2,500
兵庫県 篠山市 火打岩自治会 見送り幕の補修 2,500
兵庫県 篠山市 西浜谷自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,100
兵庫県 養父市 朝倉区 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,000
兵庫県 丹波市 春日部地区自治協議会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,500
兵庫県 南あわじ市 阿万西自治会 お祭り備品の修繕及び整備 2,500
兵庫県 朝来市 いくの地域自治協議会 ＬＥＤ照明等の整備 2,300
兵庫県 淡路市 野田尾町内会 だんじりの修繕 2,500
兵庫県 たつの市 片山自治会 子供神輿の修繕 2,500
兵庫県 猪名川町 南田原自治会 獅子舞道具等コミュニティ活動備品の整備 2,400
兵庫県 猪名川町 旭ヶ丘自治会 テレビ等コミュニティ活動備品の整備 1,500
兵庫県 多可町 糀屋集落 屋台太鼓の修繕 2,500
兵庫県 稲美町 琴池自治会 神輿他祭礼備品の整備 2,500
兵庫県 市川町 奥区 遊具等の整備 2,400
兵庫県 神河町 栗区 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
兵庫県 太子町 田中自治会 屋台棟の新調 2,500
兵庫県 佐用町 上月地域づくり協議会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500
兵庫県 香美町 射添を考える会 やぐら等の整備 2,500
奈良県 大和高田市 やまと高田太鼓 和太鼓等の整備 2,500
奈良県 大和郡山市 矢田地区自治連合会 テント等コミュニティ活動備品の整備 2,500
奈良県 天理市 西長柄町自治連合会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
奈良県 橿原市 千塚自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
奈良県 橿原市 木原町自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,200
奈良県 桜井市 瀧倉区 複合機他コミュニティ活動備品の整備 2,300
奈良県 五條市 あづみ台地区自治連合会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
奈良県 御所市 北十三自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,700
奈良県 香芝市 西真美自治会 だんじりの整備 2,500
奈良県 宇陀市 菟田野別所自治会 液晶テレビ他コミュニティ活動備品の整備 1,000
奈良県 宇陀市 大王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
奈良県 三郷町 勢野北１・２丁目自治会 放送設備他コミュニティ活動備品の整備 2,300
奈良県 三郷町 東信貴ヶ丘自治会 放送設備他コミュニティ活動備品の整備 2,100
奈良県 川西町 井戸自治会 お祭り備品の整備 2,500
奈良県 三宅町 小柳自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,400
奈良県 高取町 谷田大字自治会 和太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
奈良県 上牧町 西大和片岡台団地自治会 集会所等空調設備の整備 2,500
奈良県 王寺町 王寺町自治連合会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
奈良県 河合町 河合町総代自治会長会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
奈良県 吉野町 国栖地区自治協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
奈良県 大淀町 口桧垣本区 防犯灯及びコミュニティ活動備品の整備 1,600
奈良県 大淀町 馬佐区 コミュニティ活動備品の整備 1,700
奈良県 東吉野村 東吉野村 エアコンの整備 1,700

和歌山県 和歌山市 高松地区連合自治会 子どもみこし他祭礼用備品の整備 2,500
和歌山県 橋本市 隅田八幡神社だんじり振興会 だんじり修繕他祭礼用備品の整備 2,500
和歌山県 有田市 獅子の会 獅子頭他祭礼用備品の整備 2,500
和歌山県 御坊市 薗自治連合会 屋台他祭礼用備品の整備 2,500
和歌山県 田辺市 神子浜町内会 子どもみこしの整備 2,500
和歌山県 新宮市 仲之町町内会 ＬＥＤ街路灯の整備 1,200
和歌山県 紀美野町 野上八幡宮獅子舞保存会 獅子頭他祭礼用備品の整備 2,500
和歌山県 かつらぎ町 上花園自治区 クリーンボックスの整備 2,100
和歌山県 湯浅町 宮西区 子どもみこしの整備 2,500
和歌山県 広川町 東町区 テント他イベント用備品の整備 2,000
和歌山県 有田川町 川口区 獅子頭他祭礼用備品の整備 2,500
和歌山県 美浜町 三尾区会 アルミやぐら他祭礼用備品の整備 2,500
和歌山県 日高町 中志賀区 屋台の修繕他祭礼用備品の整備 2,500
和歌山県 由良町 阿戸葦原会 屋台の修繕他祭礼用備品の整備 2,500
和歌山県 印南町 南畑区 四つ太鼓他祭礼用備品の整備 2,500
和歌山県 みなべ町 東岩代区 太鼓他祭礼用備品の整備 2,500
和歌山県 日高川町 寒川区 屋台の修繕 2,200
和歌山県 白浜町 御船会 獅子頭他祭礼用備品の整備 2,500
和歌山県 上富田町 大坊第二町内会 御輿の修繕 2,500
和歌山県 すさみ町 江住まつり振興会 太鼓他祭礼用備品の整備 2,500
和歌山県 那智勝浦町 下里祭典会 獅子頭他祭礼用備品の整備 2,000
和歌山県 太地町 太地町民芸保存会 アルミやぐら他イベント用備品の整備 2,500
鳥取県 鳥取市 栗谷自治会 広場の遊具整備 2,500
鳥取県 鳥取市 古市町内会 獅子頭等の整備 2,000
鳥取県 鳥取市 郡家集落 広場の遊具整備 2,500
鳥取県 米子市 福生東地区自治連合会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
鳥取県 倉吉市 杉野自治公民館 除雪機・エアコンの整備 2,400
鳥取県 倉吉市 旭東自治公民館 神輿の整備 1,100
鳥取県 境港市 湊町自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
鳥取県 岩美町 鳥越集落 除雪機の整備 2,300
鳥取県 若桜町 栃原自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,200
鳥取県 智頭町 日本１／０村おこし運動地区振興協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
鳥取県 八頭町 日田集落 お祭り備品の整備 2,500
鳥取県 八頭町 新庄集落 コミュニティ活動備品の整備 2,500
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鳥取県 三朝町 みささ村地域協議会 音響設備等の整備 2,500
鳥取県 湯梨浜町 新川区 コミュニティ活動備品の整備 2,400
鳥取県 湯梨浜町 長和田区 コミュニティ活動備品の整備 1,100
鳥取県 琴浦町 上三本杉部落自治会 公民館備品の整備 1,000
鳥取県 琴浦町 浦安９区部落自治会 公民館備品の整備 1,200
鳥取県 北栄町 国坂浜自治会 公民館備品の整備 1,700
鳥取県 北栄町 中央団地自治会 公民館備品の整備 2,500
鳥取県 大山町 小竹自治会 除雪機の整備 2,100
鳥取県 大山町 畑自治会 除雪機の整備 1,000
鳥取県 南部町 赤谷区 コミュニティ活動備品の整備 1,600
鳥取県 伯耆町 間地区自治会 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 2,500
鳥取県 日野町 黒坂１区自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,100
鳥取県 江府町 新町二丁目集落 公民館備品の整備 2,200
島根県 松江市 城東地区町内会・自治会連合会 折りたたみテーブル・放送設備等の整備 2,500
島根県 松江市 淞北台自治会 テント等の整備 2,500
島根県 浜田市 久代自治会 机、椅子等コミュニティ活動の備品整備 2,500
島根県 浜田市 小笹神楽社中 石見神楽衣装の整備 2,500
島根県 出雲市 鰐淵地区自治協会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,200
島根県 出雲市 常楽寺区会 コピー機他コミュニティ活動備品の整備 1,600
島根県 益田市 石見の舞　游神会 舞踊衣装の整備 2,500
島根県 大田市 池田地区まちづくり推進協議会 草刈り機等の整備 1,900
島根県 安来市 比田太鼓 和太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
島根県 江津市 谷住郷まちづくり協議会 やぐらステージ及び長胴太鼓の整備 2,500
島根県 雲南市 掛合町地域自主組織連絡会議 太鼓の整備 1,900
島根県 奥出雲町 上布施自治会 除雪作業用器具の整備 1,300
島根県 飯南町 三日市自治会 神楽衣装の整備 1,300
島根県 川本町 中新町自治会 和太鼓等の整備 1,500
島根県 川本町 谷戸自治会 テント・エアコン等の整備 1,500
島根県 美郷町 君谷地域連合自治会 折りたたみ椅子・テーブル等の整備 2,500
島根県 邑南町 井原神楽保存会 神楽衣装等の整備 2,500
島根県 津和野町 栄町自治会 神楽衣装等の整備 2,500
島根県 津和野町 高田自治会 流鏑馬衣装、陣太刀の整備 2,500
島根県 吉賀町 下須自治会 放送設備等の整備 1,800
島根県 西ノ島町 別府区 エアコン、コピー機等の整備 2,500
島根県 西ノ島町 美田尻区 コピー機、椅子、長机等の整備 1,700
島根県 隠岐の島町 小路区 太鼓他祭具備品等の整備 2,100
岡山県 倉敷市 乙島前新田町内会 千歳楽の修繕 2,500
岡山県 倉敷市 旭町町内会 屋外放送設備の整備 1,700
岡山県 倉敷市 古田砂場町内会 千歳楽の整備 2,500
岡山県 倉敷市 玉島吉浦町内会 千歳楽の修繕 2,500
岡山県 倉敷市 岡自治会 山車の修繕 1,900
岡山県 倉敷市 高崎町内会 屋外放送設備の整備 2,500
岡山県 津山市 津山市連合町内会神庭・滝尾支部町内会長会 コミュニティ活動備品の整備 1,600
岡山県 玉野市 東高崎自治会 屋外放送設備の整備 2,500
岡山県 玉野市 築港西コミュニティ協議会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 1,000
岡山県 笠岡市 高島自治会 お祭り備品の整備 2,500
岡山県 井原市 東星田自治公民館 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,300
岡山県 総社市 山手福山合戦太鼓 太鼓等コミュニティ活動備品の整備 2,500
岡山県 高梁市 高倉地域まちづくり推進委員会 東屋他コミュニティ活動備品の整備 2,200
岡山県 新見市 長屋地域振興会 音響機器他コミュニティ活動備品の整備 2,500
岡山県 備前市 三国地区振興協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,100
岡山県 備前市 浦伊部南自治会 屋外放送設備の整備 2,500
岡山県 備前市 片鉄ロマン街道リンリンクラブ・グリーンサポーターびぜん 草刈り機他コミュニティ活動備品の整備 2,500
岡山県 瀬戸内市 八日市字会 屋外放送設備の整備 2,500
岡山県 瀬戸内市 福岡連合町内会 だんじりの修繕 1,800
岡山県 赤磐市 下分区 物置他コミュニティ活動備品の整備 2,100
岡山県 赤磐市 桜が丘西８丁目町内会 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,500
岡山県 真庭市 社地域振興協議会 神輿の修繕 2,500
岡山県 浅口市 金光町佐方区会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
岡山県 和気町 米沢区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,900
岡山県 矢掛町 中川地区自治協議会 音響機器他コミュニティ活動備品の整備 1,200
岡山県 鏡野町 近衛地区運営委員会 ステージの整備 2,500
岡山県 美咲町 藤原八幡神社神輿保存会 神輿の修繕 2,500
広島県 呉市 落走自治会 テレビ他コミュニティ活動備品の整備 2,500
広島県 呉市 警固屋第１６区自治会 テレビ他コミュニティ活動備品の整備 1,300
広島県 竹原市 仁賀町協働のまちづくり協議会 物置他コミュニティ活動備品の整備 2,500
広島県 竹原市 中通小学校区協働のまちづくりネットワーク テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
広島県 三原市 鷺浦町内会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
広島県 尾道市 尾道市向島町富浜ふるさと太鼓保存会 長胴和太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
広島県 尾道市 地縁団体　大迫町内会 倉庫等の整備 2,400
広島県 福山市 山南学区まちづくり推進委員会 アンプ他コミュニティ活動備品の整備 1,400
広島県 福山市 旭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 栗生町内会 子ども用お祭り備品の整備 2,500
広島県 三次市 稲荷町自治会 大締太鼓他コミュニティ活動備品の整備 1,100
広島県 三次市 上原自治会 物置他コミュニティ活動備品の整備 2,200
広島県 庄原市 庄原市上高自治振興区 印刷機の整備 1,900
広島県 庄原市 庄原市比和自治振興区 パソコン他コミュニティ活動備品の整備 1,500
広島県 大竹市 亀居城太鼓保存会 和太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
広島県 東広島市 東志和小学校区住民自治協議会 太鼓一式の整備 2,100
広島県 東広島市 乃美別府住民自治協議会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
広島県 廿日市市 大野第10区 神楽衣装の整備 2,200
広島県 廿日市市 コミュニティよしわ テント他コミュニティ備品の整備 2,500
広島県 江田島市 陀峯太鼓 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
広島県 江田島市 柿浦自治会 和太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,100
広島県 府中町 青崎東町内会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,000
広島県 府中町 鹿籠下町内会 簡易倉庫他コミュニティ活動備品の整備 2,400
広島県 海田町 海田町自治会連合会 椅子他コミュニティ活動備品の整備 2,500
広島県 北広島町 豊平地域自治振興会 プロジェクター他備品の整備 2,400
広島県 北広島町 大朝地域協議会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,100
広島県 大崎上島町 郷区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,400
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広島県 大崎上島町 東原下区 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,300
広島県 世羅町 小国地区振興協議会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
広島県 世羅町 寺町振興会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,300
広島県 神石高原町 井関大矢自治振興会 スピーカー他音響機器の整備 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 パソコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
山口県 山口市 佐山地区自治連合会 パソコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
山口県 山口市 たのSEA秋穂づくり協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
山口県 萩市 旭地域コミュニティ協議会 アンプ他コミュニティ活動備品の整備 2,500
山口県 萩市 越ヶ浜町内会連絡協議会 神輿の修理 2,500
山口県 防府市 防府市コミュニティ推進連絡会議 机、椅子他コミュニティ活動備品の整備 2,500
山口県 下松市 笠戸島自治会連合協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
山口県 岩国市 岩国市自治会連合会 草刈機他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 パソコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
山口県 長門市 中山区自治会 集会所備品の整備 2,500
山口県 柳井市 阿月地区コミュニティ協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
山口県 美祢市 美東支部子ども会育成連絡協議会 コミュニティ活動備品の整備 1,800
山口県 周南市 湯野地区コミュニティ協議会 物置他コミュニティ活動備品の整備 2,500
山口県 周南市 和田の里づくり推進協議会 音響装置他コミュニティ活動備品の整備 2,500
山口県 山陽小野田市 山陽小野田市ふるさとづくり協議会 かき氷機他コミュニティ活動備品の整備 2,400
山口県 上関町 上関町ふるさとづくり推進会議 コミュニティ活動備品の整備 2,500
山口県 田布施町 田布施町まちづくり推進協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
山口県 平生町 佐賀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 平生町 曽根コミュニティ協議会 ミシン他コミュニティ活動備品の整備 1,900
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 2,300
徳島県 徳島市 不動コミュニティ協議会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
徳島県 徳島市 かずら連 阿波おどり備品の整備 2,500
徳島県 鳴門市 高島秋祭り実行委員会 神輿・屋台の修繕及び衣装の整備 2,500
徳島県 阿南市 桑野地域振興協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,200
徳島県 吉野川市 高越連 阿波おどり備品の整備 2,500
徳島県 吉野川市 麻植市郷祭屋台保存会 屋台の修繕 2,500
徳島県 阿波市 旭青年団 屋台の修繕 2,500
徳島県 美馬市 美馬市 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
徳島県 美馬市 誠長連 阿波おどり備品の整備 2,500
徳島県 三好市 馬路公民館さくらまつり実行委員会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
徳島県 三好市 もみじ連 阿波おどり備品の整備 1,500
徳島県 勝浦町 中山区 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
徳島県 勝浦町 沼江区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
徳島県 上勝町 福原王子神社だんじり保存会 太鼓の修繕他コミュニティ活動備品の整備 2,500
徳島県 上勝町 上勝町 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 1,300
徳島県 佐那河内村 桜組 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
徳島県 神山町 上角夏祭り実行委員会 ステージ他コミュニティ活動備品の整備 2,500
徳島県 神山町 広野地区チャレンジ神山推進協議会 ステージ他コミュニティ活動備品の整備 2,500
徳島県 那賀町 西宇部落 神輿の修繕 2,500
徳島県 美波町 日和佐太鼓創作会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
徳島県 美波町 日和佐八幡神社太鼓若連中 神輿の修繕及び祭事備品の整備 2,300
徳島県 美波町 木岐町内会 祭事備品の整備 2,200
徳島県 海陽町 あたご連 阿波おどり備品の整備 2,500
徳島県 板野町 古城子ども神輿保存会 神輿の整備 2,400
徳島県 上板町 豆狸連 阿波おどり備品の整備 2,500
徳島県 つるぎ町 つるぎ町 移動かまど他コミュニティ活動備品の整備 2,500
香川県 高松市 川東校区コミュニティ協議会 やぐら他コミュニティ活動備品の整備 2,500
香川県 高松市 木太地区コミュニティ協議会 ステージ他コミュニティ活動備品の整備 2,500
香川県 高松市 香西地区コミュニティ協議会 空気清浄機他コミュニティ活動備品の整備 1,300
香川県 高松市 弦打校区コミュニティ協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,400
香川県 高松市 二番丁地区コミュニティ協議会 ステージ他コミュニティ活動備品の整備 2,500
香川県 丸亀市 郡家校区地域づくり推進協議会 コミュニティ活動備品の整備 1,900
香川県 丸亀市 本島地区地域づくり推進協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
香川県 丸亀市 富熊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 坂出市 北獅子保存会 獅子頭他お祭り備品の整備 2,500
香川県 坂出市 立石自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
香川県 坂出市 中塚太鼓台保存会 お祭り備品の整備 2,300
香川県 坂出市 原若獅子保存会 獅子頭他お祭り備品の整備 2,300
香川県 善通寺市 南町太鼓台保存会 太鼓台備品の整備 2,500
香川県 善通寺市 山南自治会 獅子油単他獅子舞備品の整備 2,500
香川県 善通寺市 辨天獅子組 獅子油単他獅子舞備品の整備 2,500
香川県 観音寺市 向井下所自治会 太鼓台備品の整備 2,500
香川県 観音寺市 植田大道・上太鼓台 太鼓台備品の整備 1,400
香川県 観音寺市 下新田自治会 太鼓台備品の整備 2,500
香川県 さぬき市 さぬき市連合自治会津田支会 お祭り備品の整備 2,500
香川県 さぬき市 筒野通自治会 獅子頭他お祭り備品の整備 2,500
香川県 東かがわ市 土居自治会 お祭り備品の整備 2,100
香川県 東かがわ市 小海下自治会 獅子頭他お祭り備品の整備 2,500
香川県 三豊市 庵上自治会 獅子油単他コミュニティ活動備品の整備 2,500
香川県 土庄町 渕崎自治会 大太鼓・だんじりの修繕 2,500
香川県 小豆島町 安田自治会 集会所備品の整備 1,900
香川県 三木町 小蓑自治会獅子連合 獅子油単他コミュニティ活動備品の整備 2,500
香川県 三木町 中代獅子連 獅子頭他コミュニティ活動備品の整備 2,400
香川県 三木町 高木獅子連 獅子油単他コミュニティ活動備品の整備 2,500
香川県 直島町 本村太鼓同好会 太鼓台の整備 2,500
香川県 宇多津町 坂下東太鼓台保存会 お祭り備品の整備 2,500
香川県 宇多津町 鍋谷獅子組 獅子頭他お祭り備品の整備 2,500
香川県 綾川町 川北獅子舞保存会 油単他コミュニティ活動備品の整備 2,500
香川県 綾川町 精華自治公民館 油単他コミュニティ活動備品の整備 2,500
香川県 綾川町 陶北宮八幡神社東組 油単他コミュニティ活動備品の整備 2,500
香川県 琴平町 南新町太鼓台 お祭り備品の整備 2,500
香川県 琴平町 旭町太鼓台 水引幕の整備 2,500
香川県 多度津町 奥白方獅子保存会 油単・獅子頭の整備 1,600
香川県 まんのう町 種子自治会 獅子舞用具及び物置の整備 2,500
香川県 まんのう町 羽間上自治会 獅子舞他お祭り備品の整備 2,500
愛媛県 松山市 吉木地区 放送設備の整備 2,200
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愛媛県 松山市 上苅屋町内会 お祭り用備品の整備 2,500
愛媛県 松山市 東長戸町内会 お祭り用備品の整備 2,500
愛媛県 松山市 南土居町内会 お祭り用備品の整備 2,500
愛媛県 松山市 松山市保免西町内会 放送設備の整備 2,500
愛媛県 松山市 南吉田町協議会 お祭り用備品の整備 2,500
愛媛県 今治市 新町荒神太鼓保存会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛媛県 八幡浜市 梶谷岡唐獅子保存会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛媛県 新居浜市 新田連合自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛媛県 新居浜市 神郷校区連合自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛媛県 新居浜市 大生院連合自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛媛県 西条市 辻堂部落 放送設備の整備 1,100
愛媛県 西条市 橘校区連合自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛媛県 大洲市 肱南獅子保存会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛媛県 大洲市 柳沢自治会 お祭り用備品の整備 2,500
愛媛県 伊予市 下三谷原組愛護班 お祭り用備品の整備 2,000
愛媛県 伊予市 下三谷近江組愛護班 お祭り用備品の整備 2,000
愛媛県 四国中央市 畑野太鼓台保存会 コミュニティ活動備品の整備 1,500
愛媛県 四国中央市 中村会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛媛県 四国中央市 上市自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛媛県 松前町 東古泉自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,600
愛媛県 砥部町 高市区 神輿の整備 2,500
愛媛県 内子町 中川自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,200
愛媛県 内子町 和太鼓集団「喜鼓里」 お祭り用備品の整備 2,100
愛媛県 鬼北町 三島自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛媛県 愛南町 長野地区 お祭り用備品の整備 1,500
愛媛県 愛南町 長月総合区 お祭り用備品の整備 2,500
愛媛県 愛南町 菊川自治会 お祭り用備品の整備 2,200
高知県 高知市 一ツ橋祭り実行委員会 ステージ他コミュニティ活動備品の整備 2,400
高知県 高知市 横浜新町西公民館 机他コミュニティ活動備品の整備 1,600
高知県 高知市 鴨田団地自治会 音響セット他コミュニティ活動備品の整備 2,500
高知県 安芸市 弥太郎太鼓 太鼓の整備 2,000
高知県 南国市 西部ふれあい文化祭実行委員会 お祭り備品の整備 2,200
高知県 宿毛市 手代岡地区 コミュニティ活動備品の整備 1,100
高知県 宿毛市 片島地区 屋外放送施設の整備 1,900
高知県 土佐清水市 鍵掛地区 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,300
高知県 土佐清水市 長野地区 神輿の整備 2,500
高知県 四万十市 具同自由ヶ丘区 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
高知県 四万十市 入田地区自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
高知県 香南市 手結盆踊り保存会 お祭り備品の整備 1,200
高知県 奈半利町 加領郷獅子舞保存会 お祭り備品の整備 1,200
高知県 土佐町 いしはらの里協議会 カラオケ他コミュニティ活動備品の整備 2,500
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 2,500
高知県 四万十町 四万十町区長連絡会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
高知県 大月町 周防形地区 神輿他コミュニティ活動備品の整備 2,500
高知県 三原村 狼内部落 お祭り備品の整備 2,500
高知県 三原村 三原村区長会 宮太鼓の整備 1,600
高知県 黒潮町 灘地区自治会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
福岡県 大牟田市 大間公民館 コミュニティ活動備品の整備 2,500
福岡県 久留米市 市ノ上銅炎太鼓 コミュニティ活動備品の整備 2,500
福岡県 飯塚市 弁分獅子保存会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
福岡県 田川市 田川校区活性化協議会 コピー機他備品の整備 2,400
福岡県 柳川市 どろつくどんを伝える会 練習用舞台他コミュニティ活動備品の整備 1,500
福岡県 八女市 鹿子生区自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
福岡県 八女市 忠見南町内会 太鼓他お祭り用備品の整備 1,500
福岡県 筑後市 筑後北校区コミュニティ協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
福岡県 大川市 三又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 2,500
福岡県 行橋市 飛龍八幡太鼓奉友会 和太鼓の整備 2,500
福岡県 豊前市 宇島祇園保存会 山車の整備 2,500
福岡県 中間市 中間市 コミュニティ活動備品の整備 1,500
福岡県 小郡市 宝城南区 エアコンの整備 2,400
福岡県 筑紫野市 曙町町内会 印刷機他コミュニティ活動備品の整備 2,500
福岡県 春日市 ちくし台地区自治会 会議用テーブル他備品の整備 2,500
福岡県 宗像市 東郷地区コミュニティ運営協議会 放送設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500
福岡県 太宰府市 五条台自治会 アルミステージ（屋外用）の整備 1,700
福岡県 福津市 神興東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 御幸地区自治協議会 長机他コミュニティ活動備品の整備 2,500
福岡県 うきは市 千年地区自治協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
福岡県 宮若市 太蔵西区自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
福岡県 嘉麻市 山田龍太鼓保存会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
福岡県 朝倉市 金川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
福岡県 みやま市 上飯江自治会 テレビ他コミュニティ活動備品の整備 2,000
福岡県 糸島市 白浜町行政区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,300
福岡県 那珂川町 成竹区自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
福岡県 宇美町 宇美町 パソコン他コミュニティ活動備品の整備 2,300
福岡県 篠栗町 和田区 冷蔵庫他コミュニティ活動備品の整備 2,500
福岡県 志免町 志免飛龍太鼓 太鼓他備品の整備 2,500
福岡県 粕屋町 大川太鼓 コミュニティ活動備品の整備 2,500
福岡県 芦屋町 はまゆう区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
福岡県 水巻町 鯉口自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
福岡県 遠賀町 遠賀町 放送設備他コミュニティ活動備品の整備 2,400
福岡県 遠賀町 和太鼓　心樹 太鼓他お祭り用備品の整備 2,500
福岡県 鞍手町 室木区 太鼓の整備 2,500
福岡県 大刀洗町 大刀洗町南部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 2,200
福岡県 大木町 大木町 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,000
福岡県 広川町 藤田行政区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
福岡県 糸田町 糸田町 刈払機他コミュニティ活動備品の整備 2,000
福岡県 福智町 六区（人見）区会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 1,700
福岡県 上毛町 上毛龍神太鼓 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
福岡県 築上町 東八田自治会 他コミュニティ活動備品の整備 2,500
福岡県 築上町 岩丸神楽講 ポータブルアンプ他備品の整備 2,500
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佐賀県 佐賀市 坪の上自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
佐賀県 佐賀市 八戸溝自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
佐賀県 唐津市 石志区 コミュニティ活動備品の整備 1,500
佐賀県 鳥栖市 西新町 音響設備他備品の整備 1,700
佐賀県 多久市 多久原区自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
佐賀県 伊万里市 水留区 コミュニティ活動備品の整備 1,200
佐賀県 武雄市 朝日町 　川上区 コミュニティ活動備品の整備 1,500
佐賀県 鹿島市 浜町振興会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
佐賀県 小城市 二瀬川区自治会 鉦吾他コミュニティ活動備品の整備 2,100
佐賀県 嬉野市 山口区 コミュニティ活動備品の整備 1,800
佐賀県 神埼市 馬郡地区自治会 遊具施設の整備 2,000
佐賀県 吉野ヶ里町 松隈地区 草刈機他備品の整備 1,400
佐賀県 基山町 基山町第８区自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
佐賀県 基山町 基山町第３区自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,100
佐賀県 有田町 第４区 祭り用衣装の整備 2,500
佐賀県 大町町 道金町 コミュニティ活動備品の整備 2,000
佐賀県 江北町 岳区 コミュニティ活動備品の整備 1,700
佐賀県 江北町 浦安の舞保存会 コミュニティ活動備品の整備 2,200
佐賀県 白石町 東区 浮立道具一式他備品の整備 2,500
佐賀県 白石町 秀新村公民館 空調設備他備品の整備 2,500
佐賀県 太良町 油津区 浮立用具の整備 2,500
長崎県 長崎市 住吉まつり実行委員会 郷土芸能継承活動備品の改修及び整備 2,500
長崎県 長崎市 築町自治会 御座船改修及び備品整備 2,500
長崎県 佐世保市 花高二丁目二組自治会 コピー機・放送設備等の備品 2,500
長崎県 佐世保市 中原町町内会 エアコン等コミュニティ活動備品の整備 2,500
長崎県 諫早市 江ノ浦子供ぺーロン愛好会 ぺーロン舟等の整備 2,500
長崎県 諫早市 森山町郷土芸能保存連絡協議会 和太鼓の整備 2,000
長崎県 諫早市 小船越町自治会 音響設備の整備 1,500
長崎県 松浦市 青島区 子ども遊具の整備 2,400
長崎県 松浦市 下高野地区会 神輿の整備 1,800
長崎県 対馬市 大浦区舟グロー保存会 和船漕ぎ櫓の整備 1,100
長崎県 壱岐市 原島自治公民館 和太鼓等の整備 2,200
長崎県 五島市 三井楽まちづくり協議会 音響設備等の整備 2,200
長崎県 五島市 奈留まちづくり協議会 テーブル・テント等の整備 2,200
長崎県 西海市 大瀬戸ペーロン振興会 ペーロン舟の整備 2,300
長崎県 西海市 八木原郷浮流保存会 太鼓・衣装等の整備 2,100
長崎県 雲仙市 吾妻町浮立保存会（守山支部） 太鼓等の整備 1,700
長崎県 南島原市 歓皆の会 一夜城（パネル）の整備 1,500
長崎県 長与町 岡浮立保存会 傘鉾の整備 2,500
長崎県 波佐見町 鹿山太鼓育成会「雷神太鼓」 和太鼓等の整備 2,500
長崎県 波佐見町 波佐見町 テーブル・椅子等コミュニティ備品の整備 2,500
長崎県 新上五島町 岩瀬浦地区 神輿の修理整備 2,500
熊本県 八代市 植柳校区住民自治協議会 法被他コミュニティ活動備品の整備 2,500
熊本県 八代市 龍峯校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 2,500
熊本県 人吉市 人吉市戸越町内会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,800
熊本県 荒尾市 荒尾市 コミュニティ掲示板の整備 1,300
熊本県 水俣市 水俣市21区自治会 芝刈り機他コミュニティ活動備品の整備 1,200
熊本県 玉名市 八嘉吉丸区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
熊本県 山鹿市 宮区 放送システムの整備 2,500
熊本県 菊池市 流川区 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,700
熊本県 宇土市 住吉駅前区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
熊本県 宇土市 太鼓芸能集団「紬衣」 太鼓の整備 2,500
熊本県 上天草市 千束地区自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,700
熊本県 宇城市 栄町獅子舞保存会 コミュニティ活動備品の整備 2,100
熊本県 宇城市 塩屋浦区自治会 放送システムの整備 2,400
熊本県 阿蘇市 内牧３区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,000
熊本県 阿蘇市 南宮原区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
熊本県 阿蘇市 成川区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
熊本県 阿蘇市 元黒川区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
熊本県 阿蘇市 下西河原区 イス他コミュニティ活動備品の整備 2,500
熊本県 天草市 手野まちづくり振興会 アンプ他コミュニティ活動備品の整備 2,000
熊本県 天草市 枦宇土地区振興会 放送システムの整備 1,700
熊本県 天草市 河内本郷保存会 神輿の整備 2,500
熊本県 合志市 高木区 放送システムの整備 2,300
熊本県 玉東町 原倉東区平成会 放送システムの整備 2,500
熊本県 長洲町 赤田区 放送システムの整備 2,500
熊本県 和水町 久米野自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
熊本県 大津町 高尾野区 放送システムの整備 2,500
熊本県 菊陽町 菊陽町中尾区 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,400
熊本県 菊陽町 菊陽町駅前区 放送システムの整備 2,300
熊本県 南小国町 吉原岩戸神楽保存会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
熊本県 南阿蘇村 吉田一区 法被他コミュニティ活動備品の整備 2,500
熊本県 御船町 古閑の迫自治会 放送システムの整備 2,400
熊本県 甲佐町 中早川区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,000
熊本県 山都町 上司尾公民館 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,400
熊本県 芦北町 花岡西公民館 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
熊本県 津奈木町 染竹地区 イス他コミュニティ活動備品の整備 2,500
熊本県 錦町 原田川地区 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,400
熊本県 多良木町 多良木９区の２ 放送システムの整備 2,500
大分県 大分市 丹溪神楽同好会 神楽衣装等の整備 1,900
大分県 大分市 馬場子供神楽 太鼓等の整備 2,500
大分県 大分市 判田公民館運営協議会 アルミステージやぐらの整備 2,500
大分県 別府市 東山地区公民館 和太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
大分県 中津市 牛神町一丁目町内会 自治会の放送施設の整備 2,400
大分県 日田市 あやめ台自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
大分県 佐伯市 波当津活性化委員会 カラオケ他コミュニティ活動備品の整備 2,300
大分県 佐伯市 鶴岡地区郷土伝統芸能保存会 獅子頭他コミュニティ活動備品の整備 2,500
大分県 佐伯市 重岡獅子保存会 神輿の修繕他コミュニティ活動備品の整備 2,500
大分県 佐伯市 切畑獅子神杖楽謡舞保存会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
大分県 佐伯市 上久部区 屋外テント他コミュニティ活動備品の整備 1,100
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大分県 臼杵市 三輪流臼杵神楽保存会 太鼓等の整備 2,300
大分県 竹田市 久住夏越祭り４町会 大締太鼓、篠笛の整備 2,300
大分県 豊後高田市 裸祭り保存会 裸祭り活動備品の整備 2,500
大分県 杵築市 俣水神楽保存会 俣水神楽コミュニティ活動備品の整備 2,500
大分県 宇佐市 尾永井自治区 屋外放送設備の整備 1,400
大分県 豊後大野市 大野町新原獅子舞保存会 長胴太鼓、締太鼓他備品の整備 2,500
大分県 由布市 並柳自治区 伝統行事「庭入り」活動備品の整備 2,500
大分県 日出町 平原区 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,400
大分県 玖珠町 森地区コミュニティ運営協議会 伝統行事用衣装他活動備品の整備 2,500
宮崎県 宮崎市 大橋３丁目自治会 折りたたみ椅子備品の整備 1,800
宮崎県 宮崎市 有田地区自治会 会議テーブル他備品の整備 1,700
宮崎県 都城市 立野自治公民館 ワイヤレス放送システムの整備 2,500
宮崎県 都城市 吉行自治公民館 屋外拡声式放送設備の設置 2,000
宮崎県 延岡市 沖田第２区 屋外放送設備の整備 2,500
宮崎県 延岡市 伊形公民館 屋外放送設備の整備 2,500
宮崎県 日南市 栄松自治会 クーラー、放送設備の整備 2,500
宮崎県 小林市 奈佐木区 会議テーブル他備品の整備 1,500
宮崎県 日向市 南町区 折りたたみテーブル他備品の整理 1,400
宮崎県 串間市 市ノ瀬二区自治会 ワイヤレス放送システムの整備 1,600
宮崎県 串間市 柱松大おどり保存会 太鼓の整備 2,300
宮崎県 西都市 都於郡地域づくり協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,000
宮崎県 三股町 稗田自治公民館 物置他備品の整備 1,100
宮崎県 高原町 上後川内自治公民館 テレビ等コミュニティ活動備品の整備 1,000
宮崎県 国富町 六日町区 折りたたみ椅子他備品の整備 1,600
宮崎県 綾町 綾町自治公民館連絡協議会 大太鼓他備品の購入 2,000
宮崎県 高鍋町 下永谷自治公民館 液晶テレビ他コミュニティ活動備品の整備 2,400
宮崎県 西米良村 小川自治公民館 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,300
宮崎県 木城町 中原公民館 コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮崎県 川南町 川南町 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,400
宮崎県 都農町 北町自治会 会議用テーブル他備品の整備 2,500
宮崎県 門川町 栄ヶ丘区 放送設備の整備 2,400
宮崎県 椎葉村 栂尾公民館 コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮崎県 椎葉村 鹿野遊公民館 コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮崎県 美郷町 神門中区自治公民館 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 1,000
宮崎県 高千穂町 五ヶ村西公民館 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,300
宮崎県 高千穂町 下田原公民館 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 1,500
宮崎県 日之影町 日之影町 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮崎県 五ヶ瀬町 室野神楽保存会 子ども神輿他備品の整備 2,500

鹿児島県 鹿児島市 稲荷町町内会 掲示板他コミュニティ活動備品の整備 2,500
鹿児島県 鹿児島市 皇徳寺台東町内会 音響機器他コミュニティ活動備品の整備 2,500
鹿児島県 枕崎市 木原公民館 コミュニティ活動備品の整備 1,300
鹿児島県 阿久根市 新町区 テーブル等コミュニティ活動備品の整備 2,300
鹿児島県 阿久根市 WADAIKO 桜雅 和太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
鹿児島県 出水市 高尾野兵六太鼓保存会 太鼓修繕及びコミュニティ活動備品の整備 2,500
鹿児島県 指宿市 浜児ヶ水区自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
鹿児島県 西之表市 種子島鉄砲太鼓保存会 太鼓の整備 2,500
鹿児島県 薩摩川内市 寄田地区コミュニティ協議会 椅子他コミュニティ活動備品の整備 2,500
鹿児島県 日置市 下土橋自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
鹿児島県 曽於市 岩北校区公民館 音響機材等コミュニティ活動備品の整備 1,500
鹿児島県 曽於市 菅牟田校区公民館 音響機材等コミュニティ活動備品の整備 1,900
鹿児島県 霧島市 横川地区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
鹿児島県 霧島市 平山地区自治公民館 音響設備の整備 1,000
鹿児島県 いちき串木野市 れいめい羽島協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
鹿児島県 南さつま市 南さつま市自治公民館連絡協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
鹿児島県 南さつま市 泊自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,300
鹿児島県 志布志市 蓬原校区公民館 蓬原熊野神社の神舞子ども衣装の整備 1,300
鹿児島県 志布志市 泰野校区公民館 コミュニティ活動備品の整備 2,500
鹿児島県 奄美市 喜瀬一区集落会 パソコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
鹿児島県 南九州市 上郡地区連絡協議会 複写機他コミュニティ活動備品の整備 2,200
鹿児島県 伊佐市 羽月校区コミュニティ協議会 コミュニティ活動備品の整備 1,100
鹿児島県 姶良市 山野自治会 テレビ他コミュニティ活動備品の整備 1,300
鹿児島県 姶良市 大山自治会 屋外無線放送設備の整備 2,500
鹿児島県 十島村 中之島ふるさとづくり委員会 コミュニティ活動備品の整備 1,700
鹿児島県 さつま町 平川区公民館 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,100
鹿児島県 さつま町 柊野区公民館 コミュニティ活動備品の整備 2,400
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 長谷地区 コミュニティ活動備品の整備 1,200
鹿児島県 湧水町 西下場地区 コミュニティ活動備品の整備 1,600
鹿児島県 大崎町 大丸公民分館 コミュニティ活動備品の整備 1,800
鹿児島県 東串良町 柏原小学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
鹿児島県 錦江町 半下石自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,300
鹿児島県 肝付町 西山下振興会 屋外無線放送設備の整備 2,400
鹿児島県 中種子町 大平自治公民館 コミュニティ活動備品の整備 2,000
鹿児島県 屋久島町 尾之間区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
鹿児島県 屋久島町 船行区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
鹿児島県 宇検村 芦検集落会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500
鹿児島県 宇検村 屋鈍集落会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500
鹿児島県 龍郷町 芦徳集落 コミュニティ活動備品の整備 2,500
鹿児島県 龍郷町 上戸口集落 コミュニティ活動備品の整備 2,500
鹿児島県 喜界町 山田集落 コミュニティ活動備品の整備 1,900
鹿児島県 喜界町 坂嶺集落 コミュニティ活動備品の整備 2,500
鹿児島県 徳之島町 神之嶺集落会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,400
鹿児島県 天城町 岡前自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,300
鹿児島県 伊仙町 西伊仙西集落自治会 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 上手々知名字 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 西原字 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
鹿児島県 知名町 新城字 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
鹿児島県 与論町 那間自治公民館 椅子他コミュニティ活動備品の整備 2,500
沖縄県 那覇市 那覇市 音響機器他コミュニティ活動備品の整備 2,500
沖縄県 宜野湾市 真志喜区自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 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）
沖縄県 石垣市 明石公民館 コミュニティ活動備品の整備 1,000
沖縄県 名護市 名護市区長会久志支部区長会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
沖縄県 沖縄市 城前自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
沖縄県 豊見城市 金良自治会 エアコンの整備 2,500
沖縄県 うるま市 うるま市 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
沖縄県 宮古島市 入江部落会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
沖縄県 南城市 南城市 コミュニティ活動備品の整備 2,400
沖縄県 国頭村 伊地区 音響機器他コミュニティ活動備品の整備 2,500
沖縄県 大宜味村 謝名城区 音響機器他コミュニティ活動備品の整備 2,500
沖縄県 今帰仁村 湧川区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
沖縄県 本部町 伊豆味行政区 音響機器他コミュニティ活動備品の整備 2,500
沖縄県 恩納村 山田自治会 音響機器の整備 2,500
沖縄県 伊江村 伊江村 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
沖縄県 読谷村 古堅自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
沖縄県 北谷町 美浜区自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
沖縄県 北中城村 北中城村 物置他コミュニティ活動備品の整備 2,500
沖縄県 中城村 北上原自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
沖縄県 西原町 池田自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
沖縄県 与那原町 上与那原区 エアコンの整備 1,300
沖縄県 南風原町 南風原町 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
沖縄県 伊平屋村 野甫自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,300
沖縄県 久米島町 比嘉自治会 音響機器他コミュニティ活動備品の整備 2,500
沖縄県 八重瀬町 八重瀬町 芝刈り機他コミュニティ活動備品の整備 2,500
合計 1553団体 3,452,500
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平成２９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）
北海道 利尻富士町 野塚自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
北海道 中札内村 ときわ野行政区 コミュニティセンターの建設 6,800
青森県 八戸市 野場町内会 コミュニティセンターの建設 10,200
青森県 十和田市 万内町内会 コミュニティセンターの建設 4,200
青森県 七戸町 上野崎常会 コミュニティセンターの建設 6,000
岩手県 花巻市 椚ノ目自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
岩手県 北上市 沢目公民館 コミュニティセンターの建設 15,000
岩手県 久慈市 桑畑町内会 コミュニティセンターの建設 15,000
宮城県 角田市 藤尾第７行政区 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 13,100
宮城県 加美町 小泉区 コミュニティセンターの建設 15,000
秋田県 大館市 軽井沢自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 13,200
秋田県 にかほ市 畑自治会 コミュニティセンターの建設 14,000
秋田県 東成瀬村 五里台部落 コミュニティセンターの建設 9,300
山形県 酒田市 大宮町一丁目自治会 コミュニティセンターの建設 10,800
山形県 寒河江市 箕輪町会 コミュニティセンターの建設 15,000
山形県 天童市 蔵増北区連合会 コミュニティセンターの建設 15,000
福島県 二本松市 根崎町内会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 11,600
福島県 伊達市 三日市自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
福島県 南会津町 針生区 コミュニティセンターの建設 15,000
茨城県 龍ヶ崎市 高砂区町会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 15,000
茨城県 下妻市 原南自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 15,000
茨城県 鹿嶋市 鰐川区 コミュニティセンターの建設 3,300
茨城県 かすみがうら市 大塚団地区 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 8,400
栃木県 栃木市 富田第七自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 15,000
栃木県 真岡市 西原区 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 10,100
栃木県 真岡市 堀込区 コミュニティセンタ－の大規模修繕及び備品の整備 7,000
栃木県 那須烏山市 高峰パークタウン自治会 コミュニティセンターの建設 12,200
群馬県 前橋市 富士見町梶谷自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
群馬県 高崎市 石原町西部第一町内会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 15,000
群馬県 伊勢崎市 上武士区 コミュニティセンターの建設 12,000
埼玉県 熊谷市 小泉自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 12,100
埼玉県 朝霞市 東かすみ台町内会 コミュニティセンターの建設 15,000
埼玉県 上里町 藤木戸区民会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 14,000
千葉県 館山市 古茂口区 コミュニティセンターの建設 11,200
千葉県 匝瑳市 長谷浜西町内会 コミュニティセンターの建設 6,600
千葉県 香取市 高萩区 コミュニティセンターの建設 15,000
千葉県 鋸南町 仁浜区 コミュニティセンターの建設 12,000
東京都 青梅市 成木五丁目自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 15,000
東京都 国立市 青柳中央会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 13,500
東京都 あきる野市 東町自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
神奈川県 小田原市 小田原市北ノ窪自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
神奈川県 厚木市 中飯山地区自治会 コミュニティセンターの建設 13,000
神奈川県 中井町 砂口自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 11,400
新潟県 三条市 桑切自治会 コミュニティセンターの建設 13,900
新潟県 燕市 吉田宮小路自治会 コミュニティセンターの建設 14,800
新潟県 上越市 岩木1丁目町内会 コミュニティセンターの建設 15,000
富山県 富山市 中老田町内会 コミュニティセンターの建設 15,000
富山県 黒部市 浜石田町内会 コミュニティセンターの建設 15,000
富山県 朝日町 舟川新町内会 コミュニティセンターの建設 15,000
石川県 七尾市 新町町会 コミュニティセンターの建設 12,400
石川県 輪島市 久手川町 コミュニティセンターの建設 12,400
福井県 福井市 杉の木台自治会連合会 コミュニティセンターの建設 15,000
福井県 小浜市 竜田区 コミュニティセンターの建設 12,200
福井県 鯖江市 橋立町自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
山梨県 都留市 緑町自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
山梨県 山梨市 万力一区 コミュニティセンターの建設 14,100
長野県 箕輪町 漆戸常会 コミュニティセンターの建設 14,600
長野県 松川町 上町自治会 コミュニティセンターの大規模修繕 1,800
長野県 山ノ内町 中須賀川組 コミュニティセンターの建設 6,000
長野県 小川村 中尾団地常会 コミュニティセンターの建設 4,800
岐阜県 関市 小知野自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
岐阜県 土岐市 土岐市泉町定林寺区会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 15,000
岐阜県 飛騨市 中野区 コミュニティセンターの建設 15,000
静岡県 藤枝市 青葉町中町内会 コミュニティセンターの建設 15,000
静岡県 御前崎市 新神子区町内会 コミュニティセンターの建設 15,000
静岡県 菊川市 白岩下町内会 コミュニティセンターの建設 15,000
愛知県 半田市 協和区 コミュニティセンターの建設 15,000
愛知県 豊川市 金屋橋町内会 コミュニティセンターの建設 13,800
三重県 亀山市 椿世町自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 15,000
三重県 いなべ市 丹生川上北自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
三重県 伊賀市 岡鼻区 コミュニティセンターの建設 15,000
滋賀県 長浜市 東上坂町自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
滋賀県 高島市 リバーサイド区自治会 コミュニティセンターの建設 13,800
滋賀県 東近江市 東近江市野村沖自治会 コミュニティセンターの大規模修繕 15,000
京都府 福知山市 大内山田自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 12,300
京都府 向日市 寺戸大牧自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 9,200
大阪府 岸和田市 春木中町町会 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）
大阪府 枚方市 新之栄西地区自治会 コミュニティセンターの建設 7,200
大阪府 河内長野市 河内長野市楠ヶ丘自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
兵庫県 三田市 波豆川区 コミュニティセンターの建設 15,000
兵庫県 朝来市 滝田区自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
兵庫県 たつの市 南山自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
奈良県 天理市 和自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 9,300
奈良県 橿原市 別所町自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 8,900
奈良県 平群町 吉新自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
奈良県 三宅町 東屏風自治会 コミュニティセンターの建設 11,800
和歌山県 岩出市 相谷区 コミュニティセンターの建設 15,000
和歌山県 かつらぎ町 久木町内会 コミュニティセンターの建設 11,900
和歌山県 日高川町 田尻区 コミュニティセンターの建設 15,000
鳥取県 鳥取市 面影一丁目町内会 コミュニティセンターの建設 12,500
鳥取県 琴浦町 八橋１区自治会 コミュニティセンターの大規模修繕 4,600
鳥取県 大山町 旧奈和自治会 コミュニティセンターの建設 9,400
鳥取県 南部町 フォレストタウン自治会公民館 コミュニティセンターの建設 11,700
島根県 益田市 半田自治会 コミュニティセンターの建設 7,400
島根県 益田市 公園通り自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 6,300
岡山県 赤磐市 桜が丘東6丁目町内会 コミュニティセンターの建設 15,000
広島県 廿日市市 峰高町内会 コミュニティセンターの建設 15,000
山口県 萩市 倉江親和会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 11,400
山口県 長門市 湯本区自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
徳島県 阿南市 上中町中原協議会 コミュニティセンターの建設 13,400
徳島県 阿波市 阿波市 コミュニティセンターの建設 15,000
徳島県 那賀町 那賀町 コミュニティセンターの建設 15,000
香川県 土庄町 小海自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 5,800
愛媛県 新居浜市 田の上自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
愛媛県 西条市 朔日市西自治会 コミュニティセンターの建設 13,400
愛媛県 西予市 愛宕区 コミュニティセンターの建設 11,800
高知県 高知市 旭北町町内会 コミュニティセンターの建設 10,700
高知県 越知町 越知町 コミュニティセンターの建設 11,900
福岡県 大川市 中木町内会 コミュニティセンターの建設 15,000
福岡県 みやま市 松田区 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 高橋区 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 鹿島市 本城区 コミュニティセンターの大規模修繕 3,700
佐賀県 小城市 出分区自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
佐賀県 神埼市 二丁目自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
佐賀県 吉野ヶ里町 上三津東地区 コミュニティセンターの建設 10,100
長崎県 佐世保市 下本山町公民館 コミュニティセンターの建設 15,000
長崎県 島原市 才木自治会 コミュニティセンターの建設 8,300
長崎県 西海市 板浦郷公民館 コミュニティセンターの建設 15,000
熊本県 玉名市 横内区自治会 コミュニティセンターの建設 9,600
熊本県 菊池市 玉祥寺区 コミュニティセンターの建設 9,800
熊本県 菊池市 東原区 コミュニティセンターの建設 10,100
熊本県 宇土市 岩熊区 コミュニティセンターの建設 4,300
熊本県 阿蘇市 古城1区自治会 コミュニティセンターの建設 8,000
熊本県 津奈木町 竹中地区 コミュニティセンターの大規模改修 3,100
大分県 中津市 片端町町内会 コミュニティセンタ－の建設 11,400
大分県 竹田市 政所自治会 コミュニティセンタ－の建設 11,100
大分県 国東市 今在家区 コミュニティセンタ－の建設 15,000
宮崎県 日南市 坂元公民館 コミュニティセンターの大規模修繕 4,800
宮崎県 日向市 江良区 コミュニティセンターの建設 15,000
宮崎県 串間市 三ヶ平地区会 コミュニティセンターの建設 8,700
鹿児島県 枕崎市 小塚公民館 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 7,000
鹿児島県 阿久根市 大下自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 10,200
鹿児島県 出水市 八幡自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
鹿児島県 日置市 窪田自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 8,900
沖縄県 石垣市 宮良自治会公民館 コミュニティセンターの建設 15,000
沖縄県 糸満市 糸満市西崎2丁目自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
沖縄県 沖縄市 東自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
合計 137団体 1,685,600
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平成２９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 厚沢部町 上里町内会 テント他防災備品の整備 1,600
北海道 仁木町 長沢自主防災組織 発電機他防災備品の整備 2,000
北海道 湧別町 湧別市街地区連絡協議会 電池メガホン他防災備品の整備 2,000
北海道 厚真町 豊川地区自主防災組織 発電機他防災備品の整備 1,100
北海道 足寄町 茂足寄自治会 防災倉庫他防災備品の整備 700
北海道 中標津町 緑町町内会防災会 大型炊き出し器他防災備品の整備 2,000
青森県 八戸市 江陽地区自主防災会 投光器他防災備品の整備 2,000
青森県 五所川原市 坂の上町内会自主防災会 発電機他防災備品の整備 2,000
青森県 鰺ヶ沢町 岩谷町内会防災部会 ワンタッチテント他防災備品の整備 2,000
青森県 深浦町 驫木地区自主防災組織 テント他防災備品の整備 1,700
青森県 藤崎町 矢沢地区自主防災隊 防災備品の整備 2,000
青森県 階上町 階上駅前地区自主防災会 発電機等防災備品の整備 2,000
岩手県 盛岡市 見前地区町内会連絡協議会 防災備品の整備 2,000
岩手県 宮古市 小山田防災会 防災倉庫他備品の整備 1,900
岩手県 北上市 横川目二区自主防災会 物置、発電機他備品の整備 700
岩手県 久慈市 久慈湊地区自主防災会連合会湊下組町内会自主防災会 テント他防災備品の整備 1,600
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 1,900
岩手県 一関市 第１－１区自治会 発電機他防災備品の整備 800
岩手県 奥州市 原中第三町内会自主防災会 物置、発電機の整備 500
岩手県 岩泉町 小川地区自主防災協議会 テント他防災備品の整備 1,800
宮城県 石巻市 石巻市 発電機他防災備品の整備 1,000
宮城県 塩竈市 南錦町自主防災会 炊き出し器他防災備品の整備 1,400
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 多賀城市 旭ヶ岡町内会 防災倉庫他防災備品の整備 1,100
宮城県 東松島市 東松島市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
宮城県 山元町 高瀬区 発電機他防災備品の整備 300
秋田県 横手市 西成瀬地区自主防災連合会 防災備品の整備 2,000
秋田県 大館市 大館市本郷自主防災会 防災備品の整備 600
秋田県 五城目町 湯ノ又町内自主防災会 防災備品の整備 2,000
秋田県 美郷町 荒町自主防災組織 防災備品の整備 1,300
秋田県 美郷町 土崎自主防災組織 防災備品の整備 1,300
山形県 鶴岡市 小波渡自主防災会 防災備品の整備 1,000
山形県 上山市 金谷地区自主防災会 防災備品の整備 1,900
山形県 長井市 成田自治会自主防災連絡協議会 防災備品の整備 2,000
山形県 天童市 長岡地域自主防災会連絡会 デジタル無線機の整備 1,200
山形県 川西町 吉島地区自主防災組織連合会 防災備品の整備 2,000
山形県 三川町 堤野自主防災会 発電機他防災備品の整備 1,100
山形県 庄内町 前田野目自主防災会 防災備品の整備 2,000
福島県 白河市 本沼町内会自主防災会 防災備品の整備 800
福島県 須賀川市 四丁目自主防災会 避難用テント他防災用品等の整備 1,900
福島県 須賀川市 下宿自主防災会 テント他防災備品の整備 1,600
福島県 会津美里町 高田５区の１自主防災組織会 防災備品の整備 500
福島県 三春町 大字熊耳自主防災会 ワンタッチテント他防災備品の整備 400
茨城県 水戸市 石川地区コミュニティ連絡協議会 炊き出し鍋等の整備 2,000
茨城県 古河市 諸川西部行政区自主防災会 防災用簡易倉庫等の整備 2,000
茨城県 常総市 新井木町防災会 発電機等の整備 2,000
茨城県 高萩市 赤浜地区自主防災会 防災倉庫等の整備 800
茨城県 牛久市 牛久市 簡易無線等の整備 2,000
茨城県 筑西市 深見自主防災会 発電機，ＡＥＤ等の整備 2,000
茨城県 五霞町 五霞町 ノーパンクリアカー等の整備 2,000
栃木県 足利市 足利市自主防災組織連絡協議会 訓練用消火器の購入 400
栃木県 栃木市 小名路自衛消防隊 防災に必要な機械や備品の整備 1,400
栃木県 鹿沼市 鹿沼市 防災資機材の整備 1,900
栃木県 日光市 日光市 防災資機材の整備 2,000
栃木県 壬生町 至宝町北自治会自主防災会 防災倉庫の購入 500
栃木県 壬生町 至宝町南自治会自主防災会 防災倉庫の購入 500
群馬県 高崎市 上豊岡町第２自主防災会 防災備品の整備 2,000
群馬県 嬬恋村 大前区自主防災会 防災備品の整備 2,000
群馬県 東吾妻町 岡崎分館 防災備品の整備 1,700
群馬県 玉村町 原森区自主防災組織 防災備品の整備 1,500
群馬県 玉村町 下之宮区自主防災組織 防災備品の整備 500
群馬県 板倉町 第10行政区自主防災組織 防災備品の整備 2,000
埼玉県 川越市 大袋自主防災会 発電機等防災資機材の整備 1,700
埼玉県 上尾市 上尾市自主防災連合会連絡協議会 トランシーバ等防災資機材の整備 2,000
埼玉県 朝霞市 朝志ヶ丘自治会自主防災会 可搬式動力ポンプ他防災備品の整備 1,400
埼玉県 桶川市 東１丁目自主防災会 防災倉庫等防災資機材の整備 2,000
埼玉県 吉川市 ネオポリス自主防災会 災害用浄水器等防災資機材の整備 2,000
埼玉県 白岡市 高岩行政区自主防災会 防災倉庫等防災資機材の整備 1,700
千葉県 市川市 クレストシティタワーズ浦安管理組合 防災資機材の整備 1,900
千葉県 野田市 岩名一丁目町内会自主防災会 災害対策用資機材の整備 2,000
千葉県 習志野市 本大久保ホームタウン自治会自主防災会 防災資機材の整備 1,500
千葉県 流山市 四季野自治会自主防災会 浄水装置ほか防災資機材の整備 2,000
千葉県 鎌ヶ谷市 新山町会自主防災会 防災資機材の整備 1,900
千葉県 富里市 桜台自治会 防災資機材の整備 1,600
千葉県 大網白里市 大網白里市 防災資機材の整備 1,800
東京都 練馬区 練馬区 防災備品の整備 1,900
東京都 三鷹市 三鷹市 炊き出し窯等防災備品の整備 1,300
東京都 府中市 府中市片町三丁目自治会 防災備品の整備 2,000
東京都 日野市 緑ヶ丘自主防災会 防災備品の整備 1,700
東京都 東久留米市 東久留米市 スタンドパイプ他防災備品の整備 1,800
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都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成額

（千円）
東京都 武蔵村山市 学園自主防災会 防災備品の整備 500
神奈川県 藤沢市 第二駒寄防災会 可搬型階段昇降機他防災備品の整備 1,800
神奈川県 茅ヶ崎市 湘南地区まちぢから協議会 発電機他防災備品の整備 1,900
神奈川県 南足柄市 南足柄市 ＬＥＤ投光器の整備 1,900
神奈川県 綾瀬市 上深谷自治会自主防災会 発電機他防災備品の整備 1,700
神奈川県 大磯町 大磯町 発電機他防災備品の整備 1,800
新潟県 長岡市 蓮花寺町内会自主防災会 防災備品の整備 2,000
新潟県 新発田市 箱岩区自主防災会 防災備品の整備 2,000
新潟県 見附市 四ツ屋町自主防災・防犯組織 発電機他防災備品の整備 2,000
新潟県 燕市 吉田学校町自治会自主防災組織 発電機他防災備品の整備 1,900
新潟県 五泉市 泉町自主防災会 発電機他防災備品の整備 2,000
新潟県 弥彦村 大字弥彦六区町内会自主防災会 防災倉庫他防災備品の整備 1,100
富山県 高岡市 二上地区自主防災組織連絡協議会 防災備品の整備 1,900
富山県 黒部市 東布施自主防災連絡協議会 防災備品の整備 2,000
富山県 南砺市 大鋸屋地区自主防災組織 防災備品の整備 1,800
富山県 射水市 小島４区自治会自主防災会 防災備品の整備 2,000
富山県 射水市 水戸田地区自主防災会 防災備品の整備 2,000
富山県 上市町 上市町自主防災会連絡協議会大岩支部 防災備品の整備 1,500
石川県 小松市 高堂町防災会 小型動力ポンプ他防災備品の整備 2,000
石川県 輪島市 谷内和田区防災組織 小型動力ポンプ他防災備品の整備 800
石川県 かほく市 かほく市自主防災組織連絡協議会 投光機他防災備品の整備 900
石川県 能美市 粟生町自主防災会 小型動力ポンプ他防災備品の整備 1,600
石川県 野々市市 新庄１丁目町内会自主防災組織 小型動力ポンプ他防災備品の整備 1,800
石川県 宝達志水町 北川尻自主防災会 デジタル無線機他防災備品の整備 300
石川県 能登町 鶴町自主防災組織 ＡＥＤ他防災備品の整備 300
福井県 福井市 自主防災組織宮ノ下地区連絡協議会 防災備品の整備 2,000
福井県 敦賀市 刀根区自主防災会 防災備品の整備 1,300
福井県 小浜市 西相生自主防災会 防災備品の整備 2,000
福井県 坂井市 上兵庫自警消防団 防災備品の整備 2,000
福井県 坂井市 磯部地区まちづくり協議会 防災備品の整備 2,000
福井県 美浜町 佐田区自主防災組織会 防災備品の整備 1,300
福井県 若狭町 横渡自主防災会 防災備品の整備 2,000
山梨県 甲府市 大里地区耕南自治会自主防災隊 防災倉庫他防災備品の整備 700
山梨県 甲府市 中道地区七覚自治会自主防災部 投光器等防災備品の整備 2,000
山梨県 大月市 小田防災会 リヤカー等防災資機材の整備 900
山梨県 韮崎市 韮崎市 テント等防災資機材の整備 1,300
山梨県 南アルプス市 藤田区自主防災会 防災倉庫他防災備品の整備 1,800
山梨県 笛吹市 御坂町成田区 可搬ポンプ等防災備品の整備 1,800
山梨県 中央市 山之神自主防災会 遠隔防災放送機器の整備 1,700
山梨県 富士川町 大久保区自主防災会 トランシーバーの整備 600
長野県 長野市 若槻地区自主防災会連絡協議会 防災備品の整備 2,000
長野県 松本市 埴原東町会防災会 防災倉庫他防災備品の整備 2,000
長野県 上田市 伊勢山自主防災組織 防災倉庫他防災備品の整備 2,000
長野県 飯田市 丸山地域自治区自主防災会 デジタル無線機器の整備 700
長野県 飯山市 荒船区自主防災会 防災備品の整備 1,100
長野県 茅野市 城山区自主防災会 防災倉庫他防災備品の整備 2,000
長野県 軽井沢町 杉瓜地区自主防災会 防災備品の整備 1,900
長野県 辰野町 樋口区防災隊 防災倉庫他防災備品の整備 2,000
岐阜県 高山市 高山市 小型動力ポンプ他防災備品の整備 2,000
岐阜県 関市 東山４丁目自主防災会 投光機他防災備品の整備 2,000
岐阜県 中津川市 中津東地区自主防災協議会 テント他防災備品の整備 1,800
岐阜県 瑞浪市 南垣外自治会 災害用テント他防災備品の整備 2,000
岐阜県 美濃加茂市 牧野区自治会 小型発電機他防災備品の整備 600
岐阜県 土岐市 妻木町７区町内会 防災倉庫他防災備品の整備 2,000
岐阜県 下呂市 長瀬区自主防災組織 発電機他防災備品の整備 1,400
静岡県 磐田市 久保町自治会自主防災会 給水設備他防災備品の整備 2,000
静岡県 下田市 上大沢区自主防災会 防災資機材の整備 600
静岡県 菊川市 菊川市 防災用テントの整備 1,600
静岡県 牧之原市 神寄区自主防災会 防災資機材の整備 1,000
静岡県 東伊豆町 東伊豆町 防災資機材の整備 1,300
静岡県 長泉町 上土狩自主防災会 防災資機材の整備 2,000
静岡県 小山町 小山町自主防災会連合会 防災資機材の整備 1,400
静岡県 森町 森町 防災倉庫等の整備 1,900
愛知県 津島市 西小学校区コミュニティ推進協議会 炊き出しセット他防災備品の整備 2,000
愛知県 知多市 岡田防災会 物置他防災備品の整備 1,900
愛知県 尾張旭市 瑞鳳自主防災会 防災資機材の整備 600
愛知県 弥富市 東蜆自主防災会 救命胴衣他防災備品の整備 2,000
愛知県 大治町 第三東部地区自主防犯防災会 発電機他防災備品の整備 1,300
愛知県 南知多町 篠島地区防災組織 放送設備の整備 1,900
愛知県 武豊町 市場区自主防災会 トランシーバー他防災備品の整備 2,000
愛知県 設楽町 清崎区自主防災会 緊急用浄水装置他防災備品の整備 900
三重県 津市 米津北自主防災会 防災資機材の整備 1,700
三重県 四日市市 塩浜地区連合自治会 防災資機材の整備 2,000
三重県 四日市市 内部地区自主防災協議会 防災資機材の整備 1,900
三重県 四日市市 県地区自主防災協議会 防災資機材の整備 800
三重県 尾鷲市 尾鷲市自主防災会連絡協議会 防災資機材の整備 1,900
三重県 いなべ市 東貝野自治会 防災資機材の整備 1,800
三重県 志摩市 名田自治会 防災資機材の整備 900
三重県 御浜町 花崎地区自主防災組織 防災資機材の整備 1,900
滋賀県 長浜市 相撲庭町自治会 防災資機材の整備 1,700
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滋賀県 守山市 新庄自治会 小型消火ポンプ一式の整備 1,800
滋賀県 米原市 上多良区自主防災会 防災資機材の整備 300
滋賀県 日野町 大窪一区自主防災会 防災資機材の整備 2,000
滋賀県 竜王町 川守自治会 防災資機材の整備 2,000
滋賀県 愛荘町 香之庄自主防災会 防災資機材の整備 2,000
滋賀県 甲良町 在士区 防災資機材の整備 2,000
滋賀県 多賀町 多賀区 防災資機材の整備 900
京都府 城陽市 城陽市 防災資機材の整備 2,000
京都府 八幡市 四区自主防災隊 トランシーバーの整備 1,400
京都府 京田辺市 三野区自主防災会 防災資機材の整備 1,200
京都府 木津川市 瓶原地区自主防災会 防災資機材の整備 1,600
京都府 大山崎町 大山崎町 防災資機材の整備 1,800
京都府 南山城村 南山城村自主防災組織連絡協議会 防災資機材の整備 1,400
大阪府 枚方市 枚方市自主防災組織ネットワーク会議 避難所用間仕切の整備 1,800
大阪府 泉佐野市 三小地区自主防災連絡会 防災倉庫他防災備品の整備 2,000
大阪府 富田林市 富田林町自主防災会 発電機他防災備品の整備 700
大阪府 河内長野市 ＵＲ南花台団地自主防災会 テント他防災備品の整備 1,900
大阪府 大東市 灰塚南自主防災会 発電機他防災備品の整備 2,000
大阪府 箕面市 箕面市地区防災委員会委員長連絡会 防災備品の整備 500
大阪府 阪南市 光陽台合同防災協議会 防災倉庫他防災備品の整備 1,500
大阪府 能勢町 杉原区自主防災会 発電機他防災備品の整備 300
兵庫県 宝塚市 ラ・ビスタ宝塚団地自治会 テント他防災備品の整備 1,800
兵庫県 高砂市 豆崎自主防災会 防災倉庫他防災備品の整備 400
兵庫県 川西市 川西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
兵庫県 加西市 小谷区自治会自主防災組織 防災倉庫他防災備品の整備 1,200
兵庫県 篠山市 味間北自治会 移動かまど他防災備品の整備 900
兵庫県 淡路市 野田尾町内会自主防災組織 防災倉庫他防災備品の整備 1,200
兵庫県 多可町 牧野自主防災会 防災倉庫他防災備品の整備 2,000
奈良県 天理市 中之庄町自主防災組織 可搬式消防ポンプの整備 1,600
奈良県 御所市 西寺田地区自主防災会 可搬式消防ポンプ他防災備品の整備 1,600
奈良県 香芝市 あしびハイツ自治会 自主防災会 災害用トイレ他防災備品の整備 2,000
奈良県 葛城市 忍海自主防災会 可搬式消防ポンプ他防災備品の整備 2,000
奈良県 三郷町 勢野東四丁目地区自主防災会 防災備品の整備 800
奈良県 三宅町 伴堂１丁目自主防災会 防災備品の整備 1,800
奈良県 大淀町 岡崎２丁目区自主防災会 発電機他防災備品の整備 2,000
和歌山県 和歌山市 西脇地区防災会 リヤカー他防災備品の整備 1,400
和歌山県 海南市 御門自治会自主防災会 防災倉庫他防災備品の整備 2,000
和歌山県 橋本市 城山台連合自主防災会 レスキューバッグ他防災備品の整備 2,000
和歌山県 田辺市 東本町町内会自主防災会 ワンタッチテント他防災備品の整備 2,000
和歌山県 日高町 小浦区自主防災会 防災倉庫他防災備品の整備 2,000
和歌山県 由良町 小引区自主防災会 ＡＥＤの整備 300
鳥取県 鳥取市 若葉台地区自主防災会連絡協議会 小型動力消防ポンプの整備 2,000
鳥取県 米子市 富益町西新田防災会 防災倉庫他防災備品の整備 900
鳥取県 倉吉市 柳町自治公民館自主防災会 防滴型メガホン他防災備品の整備 2,000
鳥取県 境港市 米川町防災会 リヤカー他防災備品の整備 1,800
鳥取県 湯梨浜町 東田後区自主防災会 防災備品の整備 1,800
鳥取県 日南町 多里まちづくり推進協議会 バルーン投光器他防災備品の整備 2,000
島根県 松江市 松江市自主防災委員会 発電機の整備 1,500
島根県 浜田市 相生町2-2町内防災会 発電機他防災備品の整備 1,800
島根県 江津市 嘉久志まちづくり推進協議会 消火栓ホース他防災備品の整備 400
島根県 雲南市 中野の里づくり委員会 発電機他防災備品の整備 1,800
島根県 美郷町 粕渕本町自治会 大型炊き出し器他防災備品の整備 1,200
岡山県 倉敷市 中帯江自主防災会 防災備品の整備 2,000
岡山県 玉野市 福浦自主防災会 防災備品の整備 300
岡山県 井原市 共和中地区自主防災会 防災備品の整備 2,000
岡山県 瀬戸内市 磯上自主防災会 防災備品の整備 2,000
岡山県 和気町 塩田区自主防災会 防災備品の整備 400
広島県 三原市 高坂町防災会 発電機他防災備品の整備 2,000
広島県 尾道市 吉浦町内会自主防災会 防災備品の整備 1,300
広島県 福山市 福山市 防災備品の整備 2,000
広島県 大竹市 玖波4丁目自主防災会 ＡＥＤ他防災備品の整備 400
広島県 東広島市 下黒瀬住民自治協議会自主防災会 防災備品の整備 1,900
広島県 廿日市市 大野第三区自主防災会 防災備品の整備 1,200
広島県 江田島市 柿浦まちづくり協議会 防災備品の整備 2,000
広島県 府中町 府中町 防災備品の整備 2,000
山口県 周南市 今宿地区自主防災組織 防災用かまど他防災備品の整備 2,000
山口県 平生町 曽根コミュニティ協議会 テント他防災備品の整備 1,700
徳島県 鳴門市 堀江地区自主防災会連合会 救助工具等防災備品の整備 2,000
徳島県 吉野川市 町自主防災会 発電機他防災備品の整備 2,000
徳島県 美馬市 東原自主防災会 発電機他防災備品の整備 1,900
徳島県 三好市 下ノ段自主防災会 発電機他防災備品の整備 500
徳島県 勝浦町 勝浦町自主防災組織連絡協議会 投光器他防災備品の整備 1,800
徳島県 美波町 東由岐防災会 発電機他防災備品の整備 2,000
徳島県 北島町 鍋川団地自主防災会 軽可搬ポンプ他防災備品の整備 1,400
香川県 高松市 木太地区自主防災連合会 防災備品の整備 1,500
香川県 善通寺市 善通寺市 防災備品の整備 1,500
香川県 観音寺市 中之町自治会防災会 防災備品の整備 2,000
香川県 さぬき市 天野自主防災会 防災備品の整備 1,700
香川県 土庄町 長浜地区自主防災組織 防災備品の整備 2,000
香川県 小豆島町 室生地区自主防災会 防災備品の整備 2,000
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香川県 三木町 重元・石ヶ坪自主防災会 防災備品の整備 2,000
香川県 多度津町 城ヶ下自主防災会 防災備品の整備 1,800
愛媛県 松山市 興居島地区自主防災連合会 防災備品の整備 2,000
愛媛県 松山市 桑原地区自主防災組織連合会 防災備品の整備 2,000
愛媛県 今治市 立花地区自主防災会 防災備品の整備 2,000
愛媛県 宇和島市 大浦２区自治会自主防災会 防災備品の整備 2,000
愛媛県 新居浜市 大生院自主防災連合会 防災備品の整備 2,000
愛媛県 大洲市 菅田地区自主防災組織 防災備品の整備 1,700
愛媛県 四国中央市 三角寺自主防災会 防災備品の整備 1,900
高知県 南国市 久礼田・瓶岩地区防災連合会 災害用トイレの整備 1,900
高知県 佐川町 柳瀬自主防災会 防災倉庫他防災備品の整備 1,700
高知県 佐川町 中野自主防災組織 発電機他防災備品の整備 400
高知県 佐川町 西山組自主防災組織 防災倉庫他防災備品の整備 1,700
高知県 佐川町 瑞応自主防災会 防災テント他防災備品の整備 400
高知県 佐川町 原自主防災組織 防災倉庫他防災備品の整備 1,100
高知県 黒潮町 浜の宮地区自主防災組織 災害用トイレの整備 2,000
福岡県 直方市 福智台自主防災会 防災備品の整備 1,900
福岡県 筑後市 松原校区コミュニティ協議会 防災備品の整備 2,000
福岡県 豊前市 豊前市 防災備品の整備 1,400
福岡県 中間市 中間市 防災備品の整備 1,700
福岡県 うきは市 今竹区自主防災組織 防災備品の整備 400
福岡県 宮若市 長井鶴自主防災会 防災備品の整備 1,800
福岡県 須恵町 上須恵区自主防災組織 防災備品の整備 1,000
福岡県 岡垣町 海老津校区コミュニティ運営協議会 防災備品の整備 700
佐賀県 鹿島市 納富分区自主防災会 防災備品の整備 700
佐賀県 嬉野市 塩田地区地域コミュニティ運営協議会 防災備品の整備 1,800
佐賀県 基山町 基山町第１５区自主防災会 防災備品の整備 2,000
佐賀県 有田町 黒川区自主防災組織 防災備品の整備 1,800
佐賀県 大町町 高砂町自主防災会 防災備品の整備 2,000
佐賀県 江北町 門前区自主防災会 防災備品の整備 2,000
長崎県 松浦市 田代自衛消防団 消防用ホース他防災備品の整備 700
長崎県 壱岐市 浦・神田公民館自主防災組織 発電機他防災備品の整備 2,000
長崎県 壱岐市 釘山触公民館自主防災組織 発電機他防災備品の整備 2,000
長崎県 壱岐市 若松触自主防災組織 発電機他防災備品の整備 2,000
長崎県 五島市 五島市 発電機他防災備品の整備 1,600
熊本県 水俣市 １４区自主防災組織 防災備品の整備 500
熊本県 菊池市 菊池市藤田区自主防災会 投光器の整備 1,100
熊本県 大津町 杉上自主防災会 屋外放送用設備の整備 2,000
熊本県 嘉島町 嘉島町下六嘉区自主防災会 防災備品の整備 500
熊本県 山都町 花上地区自主防災組織 防災備品の整備 2,000
熊本県 苓北町 苓北町 防災備品の整備 2,000
大分県 日田市 丸山１丁目自治会 防災システムの整備 2,000
大分県 日田市 日ノ隈町自治会 防災システムの整備 2,000
大分県 豊後高田市 小田原地区自主防災会 防災関係備品の整備 1,400
大分県 杵築市 守江区自主防災会 災害用救助資機材の整備 2,000
大分県 国東市 国東町綱井区 防災用品の整備 2,000
大分県 日出町 法花寺区 災害用救助資機材の整備 600
大分県 日出町 北大神区 災害用救助資機材の整備 900
宮崎県 宮崎市 宮崎市 防災倉庫他防災備品の整備 1,700
宮崎県 都城市 下川内自治公民館 防災倉庫他防災備品の整備 1,600
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 西都市 上金倉自主防災組織 発電機他防災備品の整備 800
宮崎県 えびの市 出水地区自主防災会 防災備品の整備 2,000
宮崎県 三股町 谷自治公民館 発電機他防災備品の整備 2,000
鹿児島県 鹿児島市 一倉自治会自主防災会 防災備品の整備 600
鹿児島県 薩摩川内市 碇山自治会 発電機等防災備品の整備 400
鹿児島県 日置市 坂之上下自主防災会 ホースカー等防災備品の整備 1,800
鹿児島県 南九州市 瀬世上自主防災会 消火用ホース等防災備品の整備 900
鹿児島県 長島町 長島町 防災備品の整備 2,000
鹿児島県 大崎町 大崎町中央地区防災組合 消火用ホース等防災備品の整備 2,000
鹿児島県 肝付町 荒瀬振興会自主防災組織 防災倉庫等防災備品の整備 1,900
沖縄県 南城市 奥武区自主防災会 防災備品の整備 2,000
沖縄県 本部長 豊川区自主防災会 防災備品の整備 2,000
沖縄県 金武町 伊芸区自主防災会 防災備品の整備 2,000
沖縄県 北中城村 渡口自治会自主防災会 防災備品の整備 2,000
沖縄県 西原町 坂田区自主防災組織 防災備品の整備 2,000
合計 306団体 482,100
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平成２９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 森町 森町 消防団活動備品整備 1,000
北海道 音更町 音更町 軽可搬式小型ポンプ整備 1,000
北海道 － 日高中部消防組合 トランシーバーの整備 600
青森県 深浦町 深浦町 防火服の整備 1,000
青森県 大鰐町 大鰐町 防火衣の整備 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 普代村 普代村 消防団活動備品整備 900
宮城県 岩沼市 岩沼市 活動服の整備 800
宮城県 松島町 松島町 消防団活動備品整備 900
秋田県 大館市 大館市 消防団活動備品整備 1,000
秋田県 鹿角市 鹿角市 分団旗の整備 1,000
秋田県 五城目町 五城目町 活動服の整備 1,000
山形県 河北町 河北町 防寒衣の整備 1,000
山形県 川西町 川西町 消防団活動備品整備 900
福島県 会津坂下町 会津坂下町 消防団活動備品整備 800
福島県 柳津町 柳津町 消防団活動備品整備 1,000
茨城県 小美玉市 小美玉市 活動服の整備 1,000
栃木県 宇都宮市 宇都宮市 防火衣の整備 1,000
栃木県 足利市 足利市 防火衣の整備 1,000
栃木県 栃木市 栃木市 救助用長靴の整備 1,000
栃木県 鹿沼市 鹿沼市 ヘッドライトの整備 1,000
群馬県 桐生市 桐生市 消防団活動備品整備 1,000
群馬県 渋川市 渋川市 ヘッドライトの整備 800
群馬県 川場村 川場村 防寒着の整備 1,000
埼玉県 越谷市 越谷市 小型動力ポンプの整備 1,000
埼玉県 幸手市 幸手市 防火衣の整備 700
埼玉県 小川町 小川町 無線機の整備 1,000
埼玉県 杉戸町 杉戸町 エンジンカッターの整備 600
千葉県 佐倉市 佐倉市 消防用ホース整備 900
千葉県 君津市 君津市 救命胴衣整備 700
千葉県 － 長生郡市広域市町村圏組合 消防団活動備品整備 1,000
東京都 小金井市 小金井市 防火衣の整備 1,000
東京都 あきる野市 あきる野市 消防団活動備品整備 1,000
東京都 奥多摩町 奥多摩町 ＬＥＤ投光器の整備 900

神奈川県 三浦市 三浦市 消防団活動備品整備 1,000
神奈川県 南足柄市 南足柄市 チェーンソーの整備 800
神奈川県 大井町 大井町 消防団活動備品整備 1,000
神奈川県 開成町 開成町 消防団活動備品整備 1,000
新潟県 田上町 田上町 可搬消防ポンプの整備 1,000
新潟県 出雲崎町 出雲崎町 消防団活動備品整備 1,000
富山県 滑川市 滑川市 消防団活動備品整備 1,000
富山県 砺波市 砺波市 消防団活動備品整備 1,000
富山県 小矢部市 小矢部市 消防団活動備品整備 600
石川県 加賀市 加賀市 ヘッドライトの整備 900
石川県 野々市市 野々市市 消防団活動備品整備 900
石川県 宝達志水町 宝達志水町 消防団活動備品整備 500
福井県 勝山市 勝山市 防火衣の整備 1,000
福井県 － 敦賀美方消防組合 可搬ポンプ等一式の整備 1,000
山梨県 韮崎市 韮崎市 消防団活動備品整備 800
山梨県 北杜市 北杜市 消防団活動備品整備 1,000
山梨県 笛吹市 笛吹市 消防団活動備品整備 1,000
長野県 諏訪市 諏訪市 消防団活動備品整備 1,000
長野県 佐久穂町 佐久穂町 消防団活動備品整備 1,000
長野県 青木村 青木村 消防団活動備品整備 1,000
岐阜県 各務原市 各務原市 消防用ホースの整備 1,000
岐阜県 山県市 山県市 投光機の整備 900
岐阜県 岐南町 岐南町 消防団活動備品整備 700
静岡県 下田市 下田市 防火衣の整備 700
愛知県 半田市 半田市 活動服の整備 1,000
愛知県 春日井市 春日井市 消防団活動備品整備 1,000
愛知県 豊山町 豊山町 消防団活動備品整備 700
愛知県 大治町 大治町 消防団活動備品整備 700
三重県 鳥羽市 鳥羽市 消防団活動備品整備 700
三重県 熊野市 熊野市 無線機の整備 900
滋賀県 彦根市 彦根市 軽可搬消防ポンプ一式の整備 800
滋賀県 草津市 草津市 活動服の整備 1,000
滋賀県 栗東市 栗東市 消防団装備品の整備 1,000
京都府 福知山市 福知山市 消火用ホースの整備 1,000
京都府 向日市 向日市 消防団活動備品整備 700
京都府 久御山町 久御山町 可搬式小型消防ポンプの整備 1,000
大阪府 高槻市 高槻市 可搬式消防ポンプの整備 800

26



都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成額

（千円）
大阪府 和泉市 和泉市 消防団装備品の整備 500
大阪府 羽曳野市 羽曳野市 自動体外式除細動器の整備 700
大阪府 泉南市 泉南市 消防団装備品の整備 1,000
兵庫県 宝塚市 宝塚市 組立水槽の整備 700
兵庫県 川西市 川西市 消防団活動備品整備 1,000
兵庫県 上郡町 上郡町 消防団装備品の整備 1,000
奈良県 斑鳩町 斑鳩町 消防団活動備品整備 1,000
奈良県 高取町 高取町 可搬式消防ポンプの整備 1,000
奈良県 黒滝村 黒滝村 ＬＥＤ投光器の整備 1,000

和歌山県 紀の川市 紀の川市 消防団活動備品整備 1,000
和歌山県 有田川町 有田川町 小型消防ポンプ整備 1,000
和歌山県 太地町 太地町 消防団活動備品整備 500
鳥取県 倉吉市 倉吉市 ＬＥＤ照明の整備 1,000
島根県 出雲市 出雲市 消防団活動備品整備 1,000
島根県 益田市 益田市 消防団活動備品整備 900
岡山県 倉敷市 倉敷市 ヘルメットの整備 1,000
岡山県 総社市 総社市 ワンタッチ式テントの整備 1,000
広島県 呉市 呉市 小型動力ポンプの整備 900
広島県 竹原市 竹原市 消防団活動備品整備 1,000
広島県 海田町 海田町 トランシーバーの整備 1,000
山口県 宇部市 宇部市 消防団活動備品整備 1,000
山口県 光市 光市 消防団防火衣の整備 1,000
山口県 長門市 長門市 消防団活動備品整備 1,000
徳島県 勝浦町 勝浦町 消防団活動備品整備 900
徳島県 海陽町 海陽町 雨衣の整備 1,000
香川県 坂出市 坂出市 ヘルメットの整備 1,000
愛媛県 松山市 松山市 消防団活動備品整備 900
愛媛県 西予市 西予市 D-1級軽可搬ポンプ一式の整備 900
高知県 南国市 南国市 消防団活動備品整備 900
高知県 土佐清水市 土佐清水市 消防団活動備品整備 1,000
高知県 いの町 いの町 消防団活動備品整備 1,000
福岡県 古賀市 古賀市 軽可搬消防ポンプの整備 900
福岡県 水巻町 水巻町 活動服の整備 1,000
福岡県 桂川町 桂川町 無線機の整備 1,000
佐賀県 伊万里市 伊万里市 防火衣の整備 1,000
佐賀県 鹿島市 鹿島市 トランシーバーの整備 700
長崎県 佐世保市 佐世保市 防火衣の整備 1,000
長崎県 川棚町 川棚町 雨衣の整備 1,000
熊本県 八代市 八代市 消防団装備品の整備 800
熊本県 南関町 南関町 消防団装備品の整備 1,000
熊本県 御船町 御船町 消防団装備品の整備 1,000
大分県 豊後高田市 豊後高田市 消防団装備品の整備 900
大分県 日出町 日出町 小型消防ポンプの整備 1,000
宮崎県 高鍋町 高鍋町 防火衣の整備 800
宮崎県 諸塚村 諸塚村 消防団装備品の整備 700
鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 消防団装備品の整備 800
鹿児島県 指宿市 指宿市 消防団装備品の整備 1,000
鹿児島県 湧水町 湧水町 消防団装備品の整備 500
鹿児島県 天城町 天城町 消防団装備品の整備 1,000
沖縄県 那覇市 那覇市 消防団装備品の整備 900
沖縄県 － 東部消防組合 消防団装備品の整備 900
沖縄県 － 本部町今帰仁村消防組合 消防団装備品の整備 1,000
合計 123団体 112,200
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平成２９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 － 富良野広域連合 ③煙体験用資機材 400

北海道 － 釧路東部消防組合 ③煙体験用資機材 600

青森県 － 鰺ヶ沢地区消防事務組合 ③煙体験用資機材 600

宮城県 － 仙南地域広域行政事務組合
①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練
装置セット

600

宮城県 － 大崎地域広域行政事務組合 ③煙体験用資機材 600

山形県 尾花沢市 尾花沢市 ③煙体験用資機材 600

福島県 － 南会津地方広域市町村圏組合
①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練
装置セット

600

栃木県 宇都宮市 宇都宮市
①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練
装置セット

200

栃木県 鹿沼市 鹿沼市 ③煙体験用資機材 600

栃木県 壬生町 壬生町
①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練
装置セット

200

栃木県 － 芳賀地区広域行政事務組合
②心肺蘇生訓練用マネキンセット、Ａ
ＥＤトレーナー

600

群馬県 伊勢崎市 伊勢崎市
①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練
装置セット

600

石川県 津幡町 津幡町
①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練
装置セット

400

石川県 穴水町 穴水町
①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練
装置セット

600

福井県 － 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

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

400

愛知県 瀬戸市 瀬戸市 ③煙体験用資機材 500

三重県 名張市 名張市
①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練
装置セット

600

兵庫県 小野市 小野市
①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練
装置セット

600

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

600

和歌山県 紀の川市 紀の川市
②心肺蘇生訓練用マネキンセット、Ａ
ＥＤトレーナー

1,000

和歌山県 有田川町 有田川町
②心肺蘇生訓練用マネキンセット、Ａ
ＥＤトレーナー

500

岡山県 倉敷市 倉敷市 ③煙体験用資機材 500

岡山県 高梁市 高梁市
①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練
装置セット

300

山口県 下関市 下関市 ③煙体験用資機材 500

山口県 長門市 長門市 ③煙体験用資機材 600

福岡県 中間市 中間市
②心肺蘇生訓練用マネキンセット、Ａ
ＥＤトレーナー

600

福岡県 － 八女地区消防組合
①消火訓練用放射器具・模擬消火訓練
装置セット

500

福岡県 － 遠賀・中間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、Ａ
ＥＤトレーナー

400

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 新上五島町 新上五島町 ③煙体験用資機材 600

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

大分県 別府市 別府市 ③煙体験用資機材 400

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

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
助成額

（千円）

鹿児島県 － 沖永良与論地区広域事務組合
②心肺蘇生訓練用マネキンセット、Ａ
ＥＤトレーナー

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 浦添市 浦添市
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 38団体 20,500

※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 － 利尻礼文消防事務組合 視聴覚資機材セット 600
北海道 － 渡島西部広域事務組合 視聴覚資機材セット 400
栃木県 日光市 日光市 視聴覚資機材セット 500
群馬県 太田市 太田市 視聴覚資機材セット 200
東京都 八王子市 八王子市 視聴覚資機材セット 100
福井県 － 南越消防組合 視聴覚資機材セット 800
滋賀県 甲良町 甲良町 視聴覚資機材セット 600
大阪府 － 枚方寝屋川消防組合 視聴覚資機材セット 700
兵庫県 尼崎市 尼崎市 視聴覚資機材セット 400
鳥取県 － 鳥取中部ふるさと広域連合 視聴覚資機材セット 900
島根県 浜田市 浜田市 視聴覚資機材セット 700
島根県 － 江津邑智消防組合 視聴覚資機材セット 600
岡山県 矢掛町 矢掛町 視聴覚資機材セット 200
広島県 北広島町 北広島町 視聴覚資機材セット 1,000
高知県 南国市 南国市 視聴覚資機材セット 1,000
福岡県 － 久留米広域市町村圏事務組合 視聴覚資機材セット 300
沖縄県 石垣市 石垣市 視聴覚資機材セット 900
小計 17団体 9,900
合計 55団体 30,400

※助成対象資器材例

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

防火広報用視聴覚資器材

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

②心肺蘇生訓練用資器材
心肺蘇生訓練用マネキンセット、ＡＥＤトレーナー

③煙体験用資機材
煙体験ハウス、煙発生装置
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平成２９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 大間町 大間町 幼年消防用鼓笛隊セット 400
青森県 佐井村 佐井村 幼年消防用鼓笛隊セット 400
青森県 － 下北地域広域行政事務組合 幼年消防用鼓笛隊セット 400
青森県 － 八戸地域広域市町村圏事務組合 幼年消防用鼓笛隊セット 400
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
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 300
埼玉県 越谷市 越谷市 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 300
石川県 輪島市 輪島市 幼年消防用鼓笛隊セット 400
石川県 野々市市 野々市市 幼年消防用鼓笛隊セット 400
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
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 和歌山市 和歌山市 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
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 那智勝浦町 那智勝浦町 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 大田市 大田市 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
広島県 安芸高田市 安芸高田市 幼年消防用鼓笛隊セット 400
広島県 北広島町 北広島町 幼年消防用鼓笛隊セット 400
山口県 防府市 防府市 幼年消防用鼓笛隊セット 400
山口県 － 光地区消防組合 幼年消防用鼓笛隊セット 400
愛媛県 西予市 西予市 幼年消防用鼓笛隊セット 300
高知県 南国市 南国市 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
福岡県 － 粕屋南部消防組合 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 － 鳥栖三養基地区消防事務組合 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
長崎県 波佐見町 波佐見町 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
大分県 宇佐市 宇佐市 幼年消防用鼓笛隊セット 400
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
沖縄県 浦添市 浦添市 幼年消防用鼓笛隊セット 400
合計 41団体 16,100

※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２９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）
北海道 － 釧路東部消防組合 D-1ポンプ一式他備品の整備 1,000
岩手県 田野畑村 田野畑村 D-1ポンプ一式の整備 800
宮城県 大崎市 大崎市 D-1ポンプ一式他備品の整備 1,000
茨城県 阿見町 阿見町 D-1ポンプ一式の整備 900
群馬県 高崎市 高崎市 D-1ポンプ一式他備品の整備 900
石川県 能登町 能登町 D-1ポンプ一式他備品の整備 900
福井県 － 若狭消防組合 D-1ポンプ一式他備品の整備 1,000
山梨県 山梨市 山梨市 D-1ポンプ一式他備品の整備 1,000
岐阜県 郡上市 郡上市 D-1ポンプ一式他備品の整備 900
愛知県 江南市 江南市 D-1ポンプ一式他備品の整備 1,000
滋賀県 － 湖北地域消防組合 D-1ポンプ一式他備品の整備 1,000
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 江府町 江府町 D-1ポンプ一式他備品の整備 900
岡山県 井原市 井原市 D-1ポンプ一式の整備 900
岡山県 － 笠岡地区消防組合 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ポンプ一式の整備 1,000
熊本県 上天草市 上天草市 D-1ポンプ一式他備品の整備 900
小計 17団体 16,100

都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成額

（千円）
秋田県 横手市 横手市 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 19団体 18,100

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２９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 防災訓練用備品の整備 700
青森県 階上町 階上町 防災訓練用備品の整備 1,000
岩手県 － 久慈広域連合 防災訓練用備品の整備 800
宮城県 塩竈市 塩竈市 防災訓練用備品の整備 1,000
宮城県 － 塩釜地区消防事務組合 防災訓練用備品の整備 800
茨城県 かすみがうら市 かすみがうら市 防災訓練用備品の整備 1,000
埼玉県 － 秩父広域市町村圏組合 防災訓練用備品の整備 1,000
東京都 中央区 中央区 防災訓練用備品の整備 900
東京都 八王子市 八王子市 防災訓練用備品の整備 100
東京都 昭島市 昭島市 防災訓練用備品の整備 400
神奈川県 大和市 大和市 活動服の整備 1,000
富山県 富山市 富山市 防災訓練用備品の整備 400
富山県 高岡市 高岡市 防災訓練用備品の整備 600
福井県 勝山市 勝山市 防災訓練用備品の整備 800
長野県 根羽村 根羽村 防災訓練用備品の整備 300
愛知県 豊橋市 豊橋市 防災訓練用備品の整備 1,000
愛知県 稲沢市 稲沢市 簡易テントの整備 1,000
愛知県 尾張旭市 尾張旭市 防災訓練用備品の整備 600
大阪府 和泉市 和泉市 防災訓練用備品の整備 1,000
兵庫県 尼崎市 尼崎市 防災訓練用備品の整備 700

和歌山県 新宮市 新宮市 防災訓練用備品の整備 100
鳥取県 米子市 米子市 防災訓練用備品の整備 500
岡山県 瀬戸内市 瀬戸内市 防災訓練用備品の整備 1,000
広島県 府中町 府中町 防災訓練用備品の整備 900
徳島県 美馬市 美馬市 防災訓練用備品の整備 1,000
香川県 坂出市 坂出市 防災訓練用備品の整備 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
高知県 南国市 南国市 防災訓練用備品の整備 1,000
佐賀県 唐津市 唐津市 防災訓練用備品の整備 1,000
長崎県 松浦市 松浦市 防災訓練用備品の整備 1,000
熊本県 － 人吉下球磨消防組合 防災訓練用備品の整備 900
宮崎県 日南市 日南市 防災訓練用備品の整備 900
鹿児島県 指宿市 指宿市 バルーン投光器等の整備 1,000
沖縄県 名護市 名護市 防災訓練用備品の整備 1,000
合計 34団体 27,400

32



平成２９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 標津町 標津町 親子スポーツフェスティバル事業 700

北海道 厚真町 厚真町
もりのひろば～厚真でちょこっともりあそび
～２０１７

500

青森県 十和田市 三本木小地区安全・安心協働活動協議会
親子で学ぶ地域理解「十和田湖・奥入瀬渓流
を知る・育てる」

800

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

岩手県 北上市 更木町振興協議会
歌と映像による地域の歴史文化の学び推進事
業

1,000

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 400

千葉県 館山市 館山市 ～親子でモノ創り～陶芸体験教室事業 1,000

千葉県 野田市 羽貫１自治会
農業体験学習（作付、収穫、食育）を通した
親子参加のイベント

1,000

東京都 西東京市 西東京市
親子で影絵ワークショップと影絵劇「銀河鉄
道の夜」鑑賞

300

富山県 滑川市 滑川市
児童館における親子フェスタ、ワークショッ
プ等の開催

1,000

石川県 小松市 こまつSATOYAMA協議会
親子の絆と里山への理解を深める体験交流事
業

1,000

福井県 小浜市 小浜市 「海のあるふるさと」魅力再発見事業 1,000

山梨県 北杜市 北杜市 親子で学ぶ陶芸教室 1,000

長野県 松本市 松本市
科学体験、環境講演、工作教室など「チルド
レンズ・ミュージアム」の開催

1,000

岐阜県 各務原市 各務原市 はいっ！こちら「子どもマガジン編集部」！ 900

岐阜県 郡上市 郡上市 「はたこうしろうさん」絵本ライブ 600

静岡県 裾野市 裾野市 親子ふれあい絵本の世界体験事業 1,000

静岡県 御殿場市 御殿場市 親子映画のつどい 400

愛知県 犬山市 今井小学校区コミュニティ推進協議会
今井地区の豊かな自然環境、里山文化を次世
代の子供達へ伝える活動

1,000

三重県 菰野町 菰野町 みんなで電王手さんに挑戦！ 900

滋賀県 近江八幡市 近江八幡市 近江八幡市立近江八幡図書館20周年記念事業 600

大阪府 泉南市 砂川区自治会連合会 音楽鑑賞会 1,000

大阪府 大東市 大東市 野外料理・工作教室 400

奈良県 川西町 川西町 木育キャラバンin川西町 1,000

島根県 雲南市 掛合自治振興会 スポーツ記念行事を通じた地域活性化事業 700

岡山県 吉備中央町 吉備中央町
小椋久美子トークショー「夢を実現するチカ
ラ」

1,000

広島県 北広島町 北広島町青少年育成推進協議会 北広島ふるさと夢プロジェクト 600

広島県 熊野町 熊野町 中川ひろたか・大友剛絵本ライブ 900

徳島県 つるぎ町 つるぎ町
親子でシェフ，大チャンバラ大会，本のフェ
スタ「親子で楽しもう」

1,000

香川県 高松市 三谷地区コミュニティ協議会
「太田久遠講演会・コンサート（二胡の調
べ）」の実施

1,000

福岡県 飯塚市 相田団地自治会 相田団地自治会青少年音楽フェスティバル 800

福岡県 春日市 春日市 おはなしひろば、毛勝ひろば 700

長崎県 五島市 奈留地区青少年健全育成協議会 バドミントン教室の開催 700

大分県 豊後高田市 豊後高田市 親子で目指そう！そば打ち有段者育成事業 800

鹿児島県 伊仙町 伊仙町教育委員会社会教育課 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 36団体 29,500
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平成２９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 真狩村 真狩村 バリアフリー車両の整備 4,900
青森県 風間浦村 風間浦村 バリアフリー車両の整備 1,900
岩手県 釜石市 釜石市 子育てサポート事業 1,000
宮城県 川崎町 川崎町 バリアフリー車両の整備 3,300
秋田県 井川町 井川町 公共施設へのユニバーサルデザイン備品の設置 10,000
山形県 上山市 上山市 男女共同参画講演会の開催 1,000
福島県 須賀川市 須賀川市 移動図書館車両の整備 10,000
茨城県 ひたちなか市 ひたちなか市 バリアフリー車両の整備 8,000
栃木県 野木町 野木町 バリアフリー車両の整備 3,200
群馬県 桐生市 桐生市 公共施設へのユニバーサルデザイン遊具の設置 10,000
埼玉県 朝霞市 朝霞市 公共施設への健康器具整備 9,800
千葉県 栄町 栄町 バリアフリー車両の整備 7,400
東京都 小金井市 小金井市 公共施設のバリアフリー化工事 10,000
神奈川県 伊勢原市 伊勢原市 公共施設のバリアフリー化工事 2,400
新潟県 聖籠町 聖籠町 公共施設へのユニバーサルデザイン遊具の設置 7,700
富山県 砺波市 砺波市 バリアフリー車両の整備 10,000
石川県 小松市 小松市 共生の地域づくり「ふれあいフェスティバル」事業 5,000
福井県 福井市 福井市 移動図書館車両の整備 9,400
山梨県 富士河口湖町 富士河口湖町 バリアフリー車両の整備 4,000
長野県 天龍村 天龍村 バリアフリー車両の整備 4,000
静岡県 湖西市 湖西市 公共施設への健康器具設置 1,200
愛知県 知立市 知立市 バリアフリー車両の整備 10,000
三重県 津市 津市 バリアフリー車両の整備 4,200
京都府 亀岡市 亀岡市 公共施設へのユニバーサルデザイン遊具の整備 9,500
大阪府 松原市 松原市 公共施設への点訳機器整備 2,100
兵庫県 市川町 市川町 公共施設のバリアフリー化工事 6,700
奈良県 大和郡山市 大和郡山市 公共施設のバリアフリー化工事及び車椅子用階段昇降機整備 8,600
島根県 松江市 松江市 公共施設のバリアフリー化工事 3,100
岡山県 矢掛町 矢掛町 バリアフリー車両の整備 3,700
広島県 竹原市 竹原市 公共施設へのユニバーサルデザイン備品の設置 2,700
山口県 岩国市 岩国市 移動図書館車両の整備 10,000
徳島県 美波町 美波町 バリアフリー車両の整備 8,200
香川県 土庄町 土庄町 バリアフリー車両の整備 8,100
愛媛県 西条市 西条市 バリアフリー車両の整備 10,000
高知県 四万十町 四万十町 公共施設への健康器具整備 900
福岡県 遠賀町 遠賀町 公共施設のバリアフリー化工事 10,000
佐賀県 嬉野市 嬉野市 公共施設のバリアフリー化工事 9,900
熊本県 合志市 合志市 移動図書館車両の整備 10,000
大分県 中津市 中津市 公共施設のバリアフリー化工事 7,300
宮崎県 延岡市 延岡市 公共施設のバリアフリー化工事 8,900
鹿児島県 東串良町 東串良町 公共施設へのユニバーサルデザイン遊具の整備 10,000
沖縄県 大宜味村 大宜味村 バリアフリー車両の整備 5,800
合計 42団体 273,900
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平成２９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 事業名称
助成額
（千円）

北海道 鷹栖町 鷹栖町教育委員会
たかすメロディホール自主文化事業「嫁も姑も皆
幽霊」公演

2,200

北海道 大空町
一般財団法人 大空町青少年育成
協会

演劇公演「嫁も姑も皆幽霊」 3,000

北海道 深川市
特定非営利活動法人　深川市舞台
芸術交流協会

「異色のコラボ」～市民文化の活性化を目指して 3,600

青森県 鶴田町
鶴田町アートフェスティバル実行
委員会

鶴の舞橋アートフェア 1,500

宮城県 名取市 公益財団法人名取市文化振興財団 文化会館20周年記念事業 3,500

秋田県 大仙市 大仙市 『第二楽章』男鹿和雄展（大仙） 5,000

秋田県 能代市 ＮＰＯ法人能代市芸術文化協会 岡本知高ソプラニスタ・コンサート 1,600

福島県 三春町 三春交流館運営協会 映画音楽コンサート「2017映画音楽の旅」 1,600

福島県 いわき市 いわき芸術文化交流館 いわきアリオス落語会（第13・14回）地域落語会 1,400

茨城県 笠間市 笠間市
笠間公民館リニューアル記念事業「復曲能　宍
戸」公演

2,200

茨城県 小美玉市 小美玉市 学校アクティビティ事業 3,500

茨城県 取手市
取手アートプロジェクト実行委員
会

アーティスト アズ レジデント！郊外型アート・
センター準備室2017

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

Ｎ響プロジェクト2017年度足利創生活動 4,700

群馬県 高崎市 高崎市タワー美術館 伊豆市近代日本画コレクション展 3,700

埼玉県 川越市 川越市立美術館 中林忠良展銅版画展 2,900

千葉県 流山市
流山市制50周年記念第九演奏会実
行委員会

流山市制施行50周年記念第九演奏会 1,600

千葉県 君津市 君津市 舞台芸術による地域文化交流・活性化事業 5,000

千葉県 八千代市
公益財団法人八千代市文化・ス
ポーツ振興財団

八千代市制施行50周年記念「モーツァルト：レク
イエム演奏会」

2,200

東京都 世田谷区 公益財団法人せたがや文化財団 ヤマ展 2,600

東京都 調布市
調布市せんがわ劇場イベント実行
委員会

調布市せんがわ劇場舞台芸術を楽しむ市民の裾野
拡大事業

2,800

東京都 墨田区 公益財団法人墨田区文化振興財団
すみだトリフォニーホール開館20周年記念《すみ
だ平和記念コンサート2018》

5,000

神奈川県 横須賀市 横須賀美術館 開館10周年記念　美術でめぐる日本の海 5,000

神奈川県 逗子市 逗子文化プラザパートナーズ 逗子和奏楽会　お囃子コンサート 1,900

新潟県 上越市 株式会社ＮＫＳコーポレーション こころのふるさと上越を歌う　～校歌～ 1,000

新潟県 十日町市 ＮＰＯ法人越後妻有里山協働機構 農耕文化とアートのコラボレーション事業 3,800

新潟県 見附市
見附市文化ホール　アルカディア
事業体

CONDRS コンドルズ日本縦断ツアー2017 2,200

石川県 七尾市
第6回能登演劇堂ロングラン公演
実行委員会

第6回能登演劇堂ロングラン公演「肝っ玉おっ母と
子供たち」

5,000

石川県 金沢市 公益財団法人　金沢芸術創造財団
カナザワ・フリンジ2017「ブライアン・ロベール
Fun with Cancer Patients in 金沢」

5,000

福井県 若狭町 若狭町 エリック・ミヤシロsextet with地元ブラスバンド 1,400

福井県 鯖江市
めがねのまちさばえフェスティバ
ル2017実行委員会

めがねのまちさばえフェスティバル2017 3,200

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

親子のためのファミリー・ミュージカル『ピノキ
オまたは白雪姫の悲劇』

2,200

長野県 安曇野市 安曇野市教育委員会
安曇野市三郷交流センター「ゆりのき」開館記念
コンサート

2,000

長野県 辰野町 辰野美術館 創造の宇宙/よろこびのアトリエ 1,200

長野県 茅野市 株式会社　地域文化創造 藤森民雄展 4,500

岐阜県 海津市 海津市 市民創作劇「デレーケと共に歩いた人達」 5,000

岐阜県 多治見市 (公財)多治見市文化振興事業団 「これはあなたのもの」 2,200

岐阜県 可児市 (公財)可児市文化芸術振興財団
市民ミュージカル「君といた夏」～スタンドバイ
ミー可児～

5,000
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平成２９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 事業名称
助成額
（千円）

静岡県 掛川市
公益財団法人掛川市生涯学習振興
公社

掛川市ダンスワークショップ　第1回公演「生涯学
習の街　掛川　一人一人の学び方」

1,800

愛知県 東海市 東海市教育委員会 名フィル名曲劇場・0歳からの福祉コンサート 2,800

愛知県 稲沢市 稲沢市荻須記念美術館
平成29年度特別展 荻須高徳展～ 全コレクション
による～

1,900

三重県 亀山市
公益財団法人亀山市地域社会振興
会

～音楽を暮らしの一場面に～スライドコンサート
「ヘンゼルとグレーテル」

1,000

三重県 伊賀市 公益財団法人伊賀市文化都市協会 大阪交響楽団ジョイントコンサート 2,300

滋賀県 栗東市
株式会社ケイミックスパブリック
ビジネス

さきら創造ミュージカル「近江の朝」 4,800

大阪府 岸和田市
岸和田市立波切ホール指定管理者
南海・ＴＶＫグループ

ギターサミット　In Namikiri 2,700

大阪府 河内長野市 公財）河内長野市文化振興財団 ラブリーホール開館25周年記念事業 1,100

大阪府 泉佐野市 一財）泉佐野市文化振興財団
「クラッシック放題」須川展也×寺岡清高×ジャ
スミン・チョイ

2,100

兵庫県 豊岡市
特定非営利活動法人コミュニティ
アートセンタープラッツ

バカラクラウン「ぷすぷす」 900

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８弾「ピノキオ」 3,200

兵庫県 たつの市 たつの市立龍野歴史文化資料館 特別展「揖保川流域の藩主たち」 5,000

奈良県 大淀町 大淀町
大淀町文化会館20周年記念事業　～広めよう能楽
の輪　大和の国から世界へ～

5,000

和歌山県 田辺市 田辺市 大阪交響楽団　名曲セレクション2018 2,400

島根県 浜田市
公益財団法人浜田市教育文化振興
事業団

体験型現代美術展『アートパレード』 3,300

岡山県 笠岡市 笠岡市立竹喬美術館 特別展 国展創立前夜－大正前期の京都の日本画 3,500

岡山県 勝央町 勝央町教育委員会 BLACK　BOTTOM　BRASS　BAND　コンサート 600

広島県 三原市
三原市芸術文化センター指定管理
者株式会社共立

広響☆ロザン　白熱音楽教室2017 3,000

広島県 廿日市市
公益財団法人廿日市市文化スポー
ツ振興事業団

開館20周年記念事業「美の壺」展―暮らしと憧れ 3,300

広島県 熊野町 一般財団法人筆の里振興事業団 スタジオジブリ鈴木敏夫言葉の魔法展 5,000

徳島県 吉野川市 吉野川市民コンサート実行委員会
吉野川市市民コンサート『♪江川　WAKU WAKU
オーケストラ♪』

5,000

香川県 高松市 高松市美術館 高松コンテンポラリーアート・アニュアルvol.06 4,400

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開館25周年記念事業・人形劇
特別公演

2,500

香川県 丸亀市 公益財団法人ミモカ美術振興財団 荒木経惟　私、写真。 5,000

愛媛県 新居浜市 新居浜市教育委員会 市政施行80周年記念　10歳のわたしとぼく 2,600

愛媛県 久万高原町 久万高原町 町立久万美術館2017自主企画展「Crossover」 2,300

高知県 高知市
公益財団法人高知市文化振興事業
団

井上道義指揮による大阪フィルハーモニー交響楽
団コンサート

3,000

福岡県 大牟田市
子どものためのオーケストラ体験
コンサート実行委員会

大牟田市制100周年記念事業　子どものためのオー
ケストラ体験コンサート

2,000

佐賀県 唐津市 唐津市 旧高取邸開館十周年記念事業能楽公演 2,500

長崎県 諫早市 心ひろがる音の森事業実行委員会 心ひろがる音の森事業 2,600

大分県 九重町 先哲舞台制作実行委員会 平成29年度　先哲舞台制作事業 3,300

大分県 大分市 平和市民公園能楽堂共同事業体
平和市民公園能楽堂　「能楽の祭典 / こども能楽
教室発表会」

3,600

宮崎県 都城市 都城市立美術館特別展実行委員会 メッセージ2017「南九州の現代作家たち」展 5,000

宮崎県 延岡市
公益財団法人延岡総合文化セン
ター

ひむかオペラ歌劇「魔笛」全２幕（日本語字幕付
き）

5,000

鹿児島県 伊佐市
現代版組踊鬼武蔵TADAMOTO忠元公
演実行委員会

現代版組踊鬼武蔵TADAMOTO忠元 3,200

合計 72団体 222,900
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平成２９年度コミュニティ助成事業
（地域国際化推進助成事業）

①国際理解推進分野

都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業名称
助成額

（千円）

福島県 三春町
特定非営利活動法人　三春町国際
交流協会

姉妹都市協定締結30周年記念事業 2,000

栃木県 那須塩原市 那須塩原市国際交流協会
リンツ姉妹都市提携１周年記念「木版画展示
会」

500

新潟県 南魚沼市 新潟県日墺協会
「続・日本山岳リゾート活性化国際フォーラ
ム」の開催

2,000

岐阜県 大垣市 公益財団法人　大垣国際交流協会 子ども食文化体験教室 900

京都府 京丹後市 京丹後市国際交流協会 音楽や楽器をとおして楽しむ国際交流 700

奈良県 奈良市
公益社団法人　奈良まちづくりセ
ンター

伝統的建築物の保存活用に関する奈良市とモン
ゴルの国際交流事業

500

岡山県 高梁市 高梁市国際交流協議会 国際理解講座 500

山口県 山口市
山口市インターナショナルプログ
ラム研究会

園児と留学生のわくわくＡＢＣ教室 1,900

福岡県 岡垣市 岡垣国際交流協会
「遠賀郡とアジア諸国のまつりと伝統食」冊子
作製事業

2,000

宮崎県 宮崎市
特定非営利活動法人　宮崎文化本
舗

宮崎市・バージニアビーチ市姉妹都市盟約２５
周年記念事業　青少年国際交流コンサート2017

2,000

小計 10団体 13,000

②多文化共生分野

都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業名称
助成額
（千円）

北海道 釧路市 釧路国際交流の会
くしろ在住外国人・安全安心サポート体制づく
り事業

500

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！幼児教育リーダー研修とベト
ナム文化交流プログラム確立事業

1,300

岐阜県 可児市
特定非営利活動法人　可児市国際
交流協会

定住外国人の自立に向けた支援プログラム推進
事業

2,000

山口県 長門市 長門ベトナム文化交流実行委員会 ベトナム人を対象とした文化交流事業 2,000

高知県 南国市 南国市国際交流協会
農業実習生のための土佐弁地域語テキストおよ
びガイド（英語版）の作成

1,000

福岡県 太宰府市
公益財団法人　太宰府市国際交流
協会

留学生と交流しよう！「冬の大運動会」 2,000

小計 6団体 8,800

合計 16団体 21,800
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平成２９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 伊達市 だて噴火湾縄文まつり実行委員会
第20回だて噴火湾縄文まつり-縄文遺跡群の世界
文化遺産登録を目指して-開催事業

2,000

北海道 石狩市 石狩市 石狩市サケの文化発信事業 2,000

北海道 初山別村 初山別村
村内の見どころ、食べ処、遊び処等地域資源のPR
事業

1,100

青森県 弘前市 弘南鉄道大鰐線存続戦略協議会 弘南鉄道大鰐線おさんぽマップ作成事業 1,900

岩手県 釜石市 唐丹地域会議 唐丹町の資源を活かした魅力体験・発信事業 1,300

宮城県 名取市 名取市
観光資源・貞山運河について考えるシンポジウム
事業

1,500

宮城県 松島町 松島の歴史と伝説　語り部の会 松島歴史と伝説の語り部事業 200

秋田県 横手市
農商工連携ブランドプロモーショ
ン事業実行委員会

農商工連携ブランドプロモーション事業 2,000

秋田県 大仙市 ドンパン祭り実行委員会 ドンパン娘を活用した地域活性化事業 1,900

山形県 東根市
羽州街道交流会・山形県東根大会
実行委員会

羽州街道交流会・山形県東根大会 800

山形県 飯豊町
飯豊町帰郷希望女子応援プロジェ
クト実行委員会

帰郷希望女子応援プロジェクト事業 1,800

福島県 須賀川市
いわせ悠久の里『花の杜』プロ
ジェクト実行委員会

「八幡太郎義家」伝説を活かした「花」と「歴
史」の地域づくり事業

2,000

福島県 喜多方市 喜多方市 蔵とアートを活用した地域の賑わい創出事業 2,000

茨城県 高萩市
長久保赤水生誕３００年記念事業
実行委員会

長久保赤水生誕３００年記念事業 2,000

栃木県 鹿沼市
東部台地区コミュニティ推進協議
会

第12回東部台ふれあいさくらまつり 2,000

群馬県 嬬恋村 浅間山ジオパーク推進協議会 浅間山北麓の資源を生かした地域活性化事業 2,000

群馬県 大泉町
大泉町発足60周年記念花火大会実
行委員会

大泉町60周年記念花火大会開催事業 2,000

埼玉県 川越市 川越市
「川越氷川祭の山車行事」パンフレット等作成事
業

2,000

埼玉県 上尾市 上尾市 AGECO Style事業 1,900

埼玉県 越谷市 越谷市 越谷市伝統的手工芸品プロモーション事業 1,900

千葉県 館山市 館山市 小学生による「八犬伝」活用プロジェクト事業 400

千葉県 四街道市 四街道市
ドラマチック四街道プロジェクト「日常こそ、ド
ラマチック展」開催事業

2,000

千葉県 富里市 富里市
地域資源の活用・市民と連携した富里市ＰＲ動画
制作事業

2,000

東京都 府中市 武蔵府中熊野神社古墳保存会
国史跡武蔵府中熊野神社古墳を活用した地域活性
化イベントの開催事業

2,000

神奈川県 平塚市 平塚市 金目エコミュージアム設立１０周年記念事業 1,000

神奈川県 厚木市 厚木市 厚木市さくら狩りマップ作成事業 900

神奈川県 開成町 週末はKINJIRO!実行委員会 郷土の偉人「二宮金次郎」ミュージカル開催事業 2,000

富山県 立山町 布橋灌頂会実行委員会
「有橋灌頂会」を活用した地域活性化イベント事
業

2,000

石川県 珠洲市 宝立町空海伝説活用実行委員会 宝立町空海伝説の活用による地域活性化事業 1,000

石川県 津幡町 津幡町
「源平倶梨伽羅合戦」を題材とした紙芝居制作事
業

600

福井県 美浜町 美浜町 フォトロゲイニング若狭美浜大会の開催事業 1,700

長野県 軽井沢町
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の開催事業 2,000

岐阜県 本巣市 本巣市教育委員会 本巣市数学のまちづくり数学校開設事業 900

静岡県 焼津市 ＡＲＴあんえっとん実行委員会 ＡＲＴあんえっとん文化・芸術祭 2,000

三重県 亀山市 かめやま文化年2017実行委員会 かめやま文化年2017企画事業 2,000

ア　地域資源活用助成事業

38



三重県 志摩市 志摩市 志摩市文化財魅力発信事業 1,600

京都府 京丹波町 京丹波町 『森のエクスカーション』森林散策事業 300

大阪府 茨木市 茨木市 新名神高速道路開通前イベント事業 2,000

兵庫県 丹波市 丹波市
新しいコミュニティのカタチ・100人の仲間づく
り

2,000

奈良県 天理市 ヤマト地域連携推進協議会 「ヤマト歴史読本」PR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 2,000

鳥取県 米子市 米子市 米子魅せる！プロジェクト2017 2,000

島根県 浜田市 浜田市 弥栄ふるさとマラニック大会事業 1,100

島根県 江津市
｢イルティッシュ号乗組員救援史｣
を絵本にして語り継ぐ実行委員会

｢イルティッシュ号乗組員救援史｣絵本化事業 2,000

岡山県 真庭市 全国薬草シンポジウム実行委員会 全国薬草シンポジウムの開催 2,000

山口県 柳井市 柳井市
「ふるさとスロージョギング＆ウォーキングマッ
プ」の作成事業

1,800

徳島県 美馬市 穴吹川筏下り大会実行委員会 穴吹川を活用した地域活性化イベント事業 600

愛媛県 東温市 東温市 市民参加型ミュージカル開催事業 2,000

福岡県 直方市
高取焼発祥の地 ちくぜんのおが
た高取焼大茶会実行委員会

高取焼発祥の地 ちくぜんのおがた高取焼大茶会 300

長崎県 長崎市 長崎市 日見おすすめマップづくりワークショップ事業 200

熊本県 天草市 天草市 下浦石工歴史本の漫画製作事業 2,000

大分県 豊後高田市 豊後高田市
長崎鼻リゾートキャンプ場へのライトアップイベ
ント事業

2,000

大分県 豊後大野市
ふるさとの歴史・伝説を受け継ぐ
会

冊子の製作事業 2,000

大分県 日出町 日出町 食を活かした地域活性化事業 2,000

宮崎県 宮崎市 宮崎市 青島ビタミンプロジェクト開催事業 2,000

宮崎県 美郷町 美郷町 地域の魅力創造・発信事業 1,500

鹿児島県 霧島市 初午祭実行委員会 初午祭開催事業 1,900

鹿児島県 湧水町 湧水・霧島アートな旅推進協議会 湧水・霧島アートな旅推進事業 2,000

小計 58団体 94,100
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都道府県 市(区)町村 事業実施主体 事業内容
助成額

（千円）

石川県 七尾市 こしのくに国府サミット
こしのくに国府サミットin能登七尾-こしのくに
の特産品-

2,000

福岡県 筑後市 筑後七国活性化協議会
HAWKSベースボールパーク筑後での「筑後七国
デー」

2,000

福岡県 築上町 福岡県市町村名勝庭園協議会
「福岡県の庭園に行こう!」市町村名勝庭園活用
推進事業

2,000

小計 3団体 6,000

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 当別町 当別町 当別町本通商店街街路灯ＬＥＤ化事業 4,800

東京都 西東京市 西東京市 SHITANOYAブランドエリア構想事業 10,000

滋賀県 愛荘町 愛荘町
愛知川商店街・中山道愛知川宿ポケットパーク整
備事業

10,000

大阪府 和泉市 和泉市 JR和泉府中駅周辺商店街イルミネーション事業 10,000

岡山県 和気町 和気町 和気駅前商店街ＬＥＤ街路灯整備 10,000

鹿児島県 阿久根市 阿久根市 大丸町通り商店街ＬＥＤ街路灯設置整備事業 9,800

小計 6団体 54,600

合計 67団体 154,700

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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