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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

1 北海道 42 96,500 2 22,600 11 7,000 0 0 2 12,000 3 5,100 1 600 61 143,800

2 青森県 40 73,300 1 11,400 9 8,700 1 1,000 2 7,000 1 2,500 0 0 54 103,900

3 岩手県 30 60,400 3 35,900 10 10,100 1 400 2 12,000 3 11,400 1 800 50 131,000

4 宮城県 34 72,200 3 44,900 10 11,000 0 0 2 10,500 0 0 0 0 49 138,600

5 秋田県 20 40,600 3 24,200 6 8,500 0 0 2 11,800 2 3,700 0 0 33 88,800

6 山形県 26 59,300 3 36,000 6 8,200 1 1,000 1 2,000 1 2,700 0 0 38 109,200

7 福島県 26 53,600 3 32,800 7 6,300 1 900 1 10,000 0 0 1 300 39 103,900

8 茨城県 27 66,000 3 39,900 7 10,100 0 0 1 2,000 1 5,000 0 0 39 123,000

9 栃木県 21 45,400 3 38,500 10 12,000 0 0 2 9,700 3 14,000 0 0 39 119,600

10 群馬県 20 47,600 3 45,000 8 11,100 0 0 0 0 0 0 0 0 31 103,700

11 埼玉県 54 122,400 1 15,000 10 9,300 0 0 2 3,800 1 3,200 0 0 68 153,700

12 千葉県 32 74,600 3 39,700 10 10,900 1 1,000 2 9,800 2 4,000 0 0 50 140,000

13 東京都 37 81,700 1 8,100 9 9,600 0 0 2 12,000 3 13,400 0 0 52 124,800

14 神奈川県 25 55,700 3 41,500 9 11,300 2 1,500 2 11,000 1 1,700 0 0 42 122,700

15 新潟県 40 88,700 3 34,900 8 8,600 0 0 2 12,000 3 10,000 0 0 56 154,200

16 富山県 27 62,700 3 40,700 8 10,000 2 2,000 2 11,700 1 2,100 1 2,000 44 131,200

17 石川県 20 43,200 3 39,900 12 13,100 0 0 2 4,000 1 3,100 0 0 38 103,300

18 福井県 20 45,400 3 45,000 10 14,100 0 0 2 5,500 1 2,500 0 0 36 112,500

19 山梨県 20 39,600 3 35,800 7 11,900 0 0 2 5,500 1 1,700 0 0 33 94,500

20 長野県 52 103,500 3 45,000 7 10,700 1 500 2 7,100 3 6,000 0 0 68 172,800

21 岐阜県 21 46,500 3 45,000 10 11,200 1 1,000 2 10,700 2 6,000 2 2,200 41 122,600

22 静岡県 30 66,800 3 45,000 8 9,400 1 1,000 1 2,000 0 0 0 0 43 124,200

23 愛知県 44 102,700 3 45,000 9 10,000 1 900 2 10,300 1 3,900 0 0 60 172,800

24 三重県 38 78,000 3 42,000 7 10,800 0 0 1 10,000 3 5,900 0 0 52 146,700

25 滋賀県 28 59,300 3 45,000 7 10,500 0 0 1 2,000 3 8,200 0 0 42 125,000

26 京都府 22 45,500 2 28,700 7 7,300 1 500 2 11,300 1 1,600 0 0 35 94,900

27 大阪府 23 52,200 3 45,000 11 14,700 2 700 2 12,000 3 8,900 0 0 44 133,500

28 兵庫県 31 73,200 3 31,900 9 9,900 0 0 2 2,100 1 3,400 0 0 46 120,500

29 奈良県 20 45,000 2 28,400 6 5,800 0 0 2 12,000 2 7,400 0 0 32 98,600

30 和歌山県 20 47,800 3 39,300 10 10,400 0 0 1 10,000 2 6,500 0 0 36 114,000

31 鳥取県 22 45,300 3 39,700 7 7,400 0 0 2 12,000 1 5,000 0 0 35 109,400

32 島根県 21 46,700 1 2,000 9 9,100 0 0 1 8,200 2 5,600 0 0 34 71,600

33 岡山県 27 55,400 1 13,400 10 11,200 0 0 2 7,400 3 7,100 0 0 43 94,500

34 広島県 25 54,400 3 41,100 9 8,700 0 0 2 6,200 2 7,900 0 0 41 118,300

35 山口県 20 48,100 1 5,100 6 7,600 0 0 1 10,000 1 1,300 0 0 29 72,100

36 徳島県 23 55,600 1 7,700 8 10,500 1 1,000 1 2,000 0 0 0 0 34 76,800

37 香川県 28 65,200 3 40,800 7 11,400 1 1,000 1 10,000 2 9,000 0 0 42 137,400

38 愛媛県 22 49,500 3 45,000 7 9,300 0 0 1 2,000 1 5,000 0 0 34 110,800

39 高知県 20 43,000 2 20,400 9 13,500 0 0 2 6,900 1 3,100 1 800 35 87,700

40 福岡県 36 82,100 3 41,800 10 11,800 2 1,600 2 5,900 3 11,800 0 0 56 155,000

41 佐賀県 20 42,600 3 41,600 7 8,900 0 0 0 0 0 0 0 0 30 93,100

42 長崎県 21 44,900 3 35,900 10 11,800 0 0 1 7,100 2 3,600 0 0 37 103,300

43 熊本県 29 59,500 3 44,900 9 9,500 1 900 1 10,000 0 0 0 0 43 124,800

44 大分県 20 43,200 3 38,300 9 11,000 2 2,000 1 2,000 2 10,000 0 0 37 106,500

45 宮崎県 24 55,000 3 38,900 8 8,000 0 0 2 2,500 2 8,200 0 0 39 112,600

46 鹿児島県 37 81,700 3 39,000 10 10,100 0 0 2 4,800 3 12,900 0 0 55 148,500

47 沖縄県 20 46,100 0 0 9 12,500 1 500 1 2,000 0 0 0 0 31 61,100

合計 1,305 2,867,700 120 1,567,700 402 474,800 24 19,400 74 340,800 74 234,400 7 6,700 2,006 5,511,500

⑥地域の芸術環境づくり ⑦地域国際化推進

平成３１年度コミュニティ助成金決定額

(単位：団体、千円）

合計④青少年健全育成①一般コミュニティ ②コミュニティセンター ③地域防災組織育成 ⑤地域づくり
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平成３１年度コミュニティ助成金決定額
（一般コミュニティ助成金）

都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成決定額
（千円）

北海道 函館市 日浦町内会 パソコン他コミュニティ活動備品の整備 1,500
北海道 小樽市 新光南町会 櫓の整備 2,500
北海道 旭川市 末広アカシヤ町内会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
北海道 岩見沢市 緑町内会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
北海道 苫小牧市 北光町町内会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,400
北海道 稚内市 はまなす町内会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
北海道 千歳市 住吉北町内会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,400
北海道 歌志内市 歌志内市町内会連合会 テントの整備 2,500
北海道 当別町 樺戸町町内会 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,600
北海道 新篠津村 新篠津村中央自治区 ステージの整備 2,500
北海道 松前町 茂草町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
北海道 知内町 森越町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
北海道 七飯町 川尻親交会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
北海道 八雲町 第２泊川町内会 山車の修繕 2,500
北海道 上ノ国町 上ノ国町内会 櫓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
北海道 厚沢部町 館町町内会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
北海道 乙部町 栄浜自治会 山車の修繕 2,500
北海道 せたな町 本町２区町内会 除雪機の整備 1,600
北海道 ニセコ町 曽我親交会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
北海道 倶知安町 倶知安町 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,500
北海道 岩内町 岩内町 テントの整備 2,400
北海道 上砂川町 上砂川町自治会連絡協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
北海道 栗山町 栗山みのり太鼓 太鼓の修繕 2,500
北海道 沼田町 沼田夜高太鼓 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
北海道 上川町 旭町連合町内会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
北海道 和寒町 和寒町自治会連合会 机他コミュニティ活動備品の整備 2,500
北海道 中川町 中川町中央町内会連合会 音響設備の整備 2,500
北海道 苫前町 古丹別連合町内会 発電機の整備 1,400
北海道 羽幌町 羽幌町加賀獅子保存会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
北海道 美幌町 美幌町自治会連合会 テントの整備 2,500
北海道 津別町 津別町郷土芸能山鳴太鼓保存会 太鼓の修繕 2,000
北海道 湧別町 中湧別盆踊り実行委員会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,400
北海道 白老町 竹浦和太鼓クラブ 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,400
北海道 士幌町 士幌高原太鼓 太鼓の修繕 2,500
北海道 大樹町 大樹町 椅子の整備 2,500
北海道 幕別町 幕別町 机他コミュニティ活動備品の整備 1,200
北海道 釧路町 新開町内会 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,500
北海道 厚岸町 住の江自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
北海道 浜中町 熊牛連合会 スピーカー他コミュニティ活動備品の整備 2,500
北海道 弟子屈町 川湯地区連合自治会 ステージの整備 2,400
北海道 別海町 菊水町内会 椅子他コミュニティ活動備品の整備 2,300
北海道 標津町 標津町町内会連絡協議会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500
青森県 青森市 高田地区まちづくり協議会 コミュニティ活動備品の整備 1,100
青森県 青森市 南後潟町会 クリーンボックスの整備 1,300
青森県 青森市 川倉町内会 クリーンボックスの整備 1,200
青森県 青森市 西滝町会 クリーンボックス他、掲示板の整備 1,500
青森県 弘前市 弥生町会 除雪機の整備 1,500
青森県 八戸市 湊高台連合町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
青森県 八戸市 江陽町内連合会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
青森県 八戸市 汐越一部町内会 コミュニティ活動備品の整備 1,400
青森県 八戸市 二ツ屋町内会 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,500
青森県 黒石市 六郷地区振興協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
青森県 五所川原市 水野尾町内会 コミュニティ活動備品の整備 1,900
青森県 十和田市 十和田市和島町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
青森県 十和田市 南平町内会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,400
青森県 むつ市 金谷町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,000
青森県 むつ市 柳町町内会 コミュニティ活動備品の整備 1,800
青森県 つがる市 認可地縁団体床舞自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,800
青森県 つがる市 館岡自治会 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 1,700
青森県 平川市 高木町会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
青森県 平川市 新山町会 コミュニティ活動備品の整備 1,100
青森県 平内町 第二藤沢町内会 クリーンボックスの整備 1,200
青森県 平内町 外童子町内会 クリーンボックス他コミュニティ活動備品の整備 2,500
青森県 今別町 袰月地区 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 1,600
青森県 蓬田村 中沢自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,300
青森県 外ヶ浜町 増川地区会 刈払機他コミュニティ活動備品の整備 2,100
青森県 鰺ヶ沢町 大和田町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
青森県 深浦町 広戸自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,200
青森県 藤崎町 俵舛町内会 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 1,400
青森県 大鰐町 居土区会 コミュニティ活動備品の整備 2,000
青森県 七戸町 上川目町内会 コミュニティ活動備品の整備 1,400
青森県 六戸町 高舘町内会 机他コミュニティ活動用備品の整備 1,500
青森県 横浜町 有畑芸能保存会 コミュニティ活動備品の整備 1,600
青森県 東北町 本町町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
青森県 六ヶ所村 老部川町内会 コミュニティ活動備品の整備 1,400
青森県 おいらせ町 豊栄町内会 コミュニティ活動備品の整備 1,900
青森県 東通村 鹿橋部落会 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 2,500
青森県 風間浦村 蛇浦自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
青森県 佐井村 長後地区会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
青森県 三戸町 元木平町内会 コミュニティ活動備品の整備 1,000
青森県 南部町 野場町内会 コミュニティ活動備品の整備 1,000
青森県 階上町 小舟渡行政区 コミュニティ活動備品の整備 2,200
岩手県 盛岡市 稲荷町内会 机他コミュニティ活動備品の整備 1,900
岩手県 宮古市 田鎖自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,500
岩手県 大船渡市 吉浜鐙剣舞保存会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
岩手県 花巻市 里川口町町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
岩手県 北上市 平沢公民館 机他コミュニティ活動備品の整備 1,200
岩手県 久慈市 川井自治会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
岩手県 遠野市 達曽部地域づくり連絡協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
岩手県 一関市 老松大黒舞保存会 コミュニティ活動備品の整備 1,100
岩手県 釜石市 新川原町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
岩手県 二戸市 金田一温泉地区連絡協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
岩手県 八幡平市 八幡平市田頭地域振興協議会 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
助成決定額
（千円）

岩手県 奥州市 高根振興会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
岩手県 滝沢市 大沢自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,000
岩手県 雫石町 上西根自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,100
岩手県 葛巻町 車門自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,800
岩手県 岩手町 下町山道組 山車他コミュニティ活動備品の整備 2,500
岩手県 紫波町 稲藤第一公民館 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,400
岩手県 西和賀町 湯田地区協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,100
岩手県 金ケ崎町 南町自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
岩手県 住田町 両向自治公民館権現様保存部 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 1,400
岩手県 大槌町 源水自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,800
岩手県 山田町 山田町 除雪機の整備 1,000
岩手県 岩泉町 救沢部落会 ストーブ他コミュニティ活動備品の整備 2,500
岩手県 岩泉町 乙茂部落会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
岩手県 田野畑村 明戸自治会 発電機他コミュニティ活動備品の整備 2,500
岩手県 普代村 鵜鶏神楽保存会 コミュニティ活動備品の整備 2,200
岩手県 野田村 前田小路部落会 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,500
岩手県 九戸村 荒谷行政区 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,400
岩手県 洋野町 小橋町内会 テレビ他コミュニティ活動備品の整備 1,100
岩手県 一戸町 中村地区自治会 除雪機の整備 1,500
宮城県 石巻市 にっこり自治会 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 一心館運営委員会 複写機他コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮城県 塩竃市 石堂第二町内会 エアコンの整備 1,000
宮城県 塩竃市 芦畔町内会 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 九条五区自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,000
宮城県 気仙沼市 古町四区自治会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,300
宮城県 白石市 上郡山自治会館運営委員会 テーブル他コミュニティ活動設備の整備 2,400
宮城県 名取市 高柳町内会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮城県 名取市 名取が丘三丁目町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮城県 多賀城市 南宮自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
宮城県 多賀城市 留ケ谷区 コミュニティ活動備品の整備 1,200
宮城県 岩沼市 早股下二町内会 コミュニティ活動備品の整備 1,600
宮城県 岩沼市 本町第一親交会 椅子他コミュニティ活動備品の整備 1,600
宮城県 登米市 つやま打囃子保存会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮城県 登米市 森地区コミュニティ推進協議会 プロジェクター他コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮城県 栗原市 高橋上会 テレビ他コミュニティ活動備品の整備 2,300
宮城県 栗原市 八沢地区自治会 プロジェクター他コミュニティ活動備品の整備 1,600
宮城県 東松島市 大曲まちづくり協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮城県 大崎市 宮沢地域振興協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮城県 大崎市 上志引行政区 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,400
宮城県 富谷市 あけの平一丁目町内会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,000
宮城県 富谷市 日吉台三丁目町内会 プロジェクター他コミュニティ活動備品の整備 1,200
宮城県 七ヶ宿町 横川自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮城県 大河原町 金ケ瀬一区 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,900
宮城県 柴田町 富沢地区会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,300
宮城県 丸森町 小斎振興協議会 櫓の整備 2,500
宮城県 亘理町 旭台区 コミュニティ活動備品の整備 1,900
宮城県 山元町 つばめの杜東自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮城県 七ヶ浜町 花渕浜区 山車の整備 2,000
宮城県 利府町 皆の丘町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮城県 大衡村 衡中北地区会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮城県 涌谷町 日向区自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮城県 美里町 佐野区会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,100
宮城県 女川町 宮ケ崎区会 コミュニティ活動備品の整備 1,500
秋田県 秋田市 寺内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 1,900
秋田県 秋田市 下浜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 1,700
秋田県 横手市 四ッ谷町内会 コミュニティ活動備品の整備 1,600
秋田県 横手市 明神太鼓育成会 太鼓の整備 2,500
秋田県 湯沢市 稲庭町自治区 コミュニティ活動備品の整備 1,900
秋田県 湯沢市 岩崎地区自治会議 コミュニティ活動備品の整備 1,600
秋田県 鹿角市 花輪地域づくり協議会 コミュニティ活動備品の整備 1,300
秋田県 由利本荘市 緑ケ丘町内会 エアコンの整備 1,300
秋田県 潟上市 潟上市 エアコンの整備 2,500
秋田県 大仙市 刈和野大綱太鼓（西仙北太鼓の会） 太鼓の整備 2,500
秋田県 北秋田市 前野自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,000
秋田県 にかほ市 横岡自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,300
秋田県 藤里町 中通地区活動推進協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,300
秋田県 五城目町 舘越町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
秋田県 五城目町 浅見内町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
秋田県 八郎潟町 八郎潟町 コミュニティ活動備品の整備 2,000
秋田県 井川町 井川町コミュニティ推進委員会 コミュニティ活動備品の整備 1,800
秋田県 大潟村 大潟村自治会長連絡協議会 草刈り機の整備 2,300
秋田県 羽後町 貝沢部落会 遊具の整備 2,000
秋田県 東成瀬村 東成瀬村 エアコンの整備 2,200
山形県 山形市 長谷堂城山太鼓の会 和太鼓等の整備 2,500
山形県 米沢市 成島部落 神輿の修繕 2,500
山形県 鶴岡市 行沢自治会 遊具の整備 1,400
山形県 鶴岡市 西荒屋地区自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,400
山形県 酒田市 酒田市本楯コミュニティ振興会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
山形県 寒河江市 曙町町内会 かき氷機他コミュニティ活動備品の整備 1,700
山形県 上山市 南町地区会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
山形県 村山市 大久保地域元気な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
山形県 尾花沢市 荻越拓魂太鼓 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 1,400
山形県 南陽市 夏祭り東部子供みこし実行委員会 太鼓の整備 2,500
山形県 山辺町 山辺町 机の整備 2,500
山形県 中山町 大字達磨寺・向新田協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
山形県 河北町 若葉町町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
山形県 西川町 入間区 神輿の整備 2,500
山形県 朝日町 送橋区 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,400
山形県 大江町 大江町第十三区 提灯他コミュニティ活動備品の整備 2,500
山形県 最上町 本城部落会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,600
山形県 真室川町 安久土町内会 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 赤松地区自治会 テレビ他コミュニティ活動備品の整備 1,300
山形県 高畠町 高畠地区区長会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
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山形県 高畠町 荒町一区 コミュニティ活動備品の整備 2,100
山形県 川西町 堀金祭囃子保存会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
山形県 白鷹町 東陽の里づくり協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
山形県 飯豊町 萩生協議会 獅子幕他コミュニティ活動備品の整備 2,500
山形県 三川町 対馬町内会 テーブルの整備 2,500
山形県 庄内町 第三学区地域づくり会議 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
福島県 福島市 三河町会 山車の修繕他コミュニティ活動備品の整備 2,500
福島県 郡山市 山中行政区 櫓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
福島県 いわき市 いわき市小川町高萩地区 掲示板他コミュニティ活動備品の整備 2,500
福島県 喜多方市 宮古行政区 除雪機の整備 1,500
福島県 二本松市 成田第四区 神輿他コミュニティ活動備品の整備 1,200
福島県 田村市 堀越審議委員会 太鼓の整備 1,300
福島県 南相馬市 女場行政区 テレビ他コミュニティ活動備品の整備 1,000
福島県 本宮市 サンライズ通り自治会 ＬＥＤ防犯灯の整備 2,500
福島県 桑折町 田町町内会 山車の修繕他コミュニティ活動備品の整備 2,400
福島県 川俣町 福田自治会 神輿他コミュニティ活動備品の整備 2,200
福島県 下郷町 楢原区 ＬＥＤ防犯灯の整備 2,500
福島県 只見町 明和自治振興会 櫓の整備 2,400
福島県 北塩原村 金山行政区 ＬＥＤ防犯灯の整備 2,000
福島県 西会津町 上野尻区 太鼓の整備 1,800
福島県 磐梯町 七ツ森行政区 ＬＥＤ防犯灯の整備 2,400
福島県 柳津町 琵琶首区 除雪機の整備 2,500
福島県 金山町 西部地区 除雪機の整備 2,400
福島県 会津美里町 本郷集落 山車の整備 2,500
福島県 矢吹町 矢吹町第五区自治会 櫓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
福島県 棚倉町 棚倉町一区自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
福島県 矢祭町 東舘区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
福島県 塙町 伊香区 草刈機の整備 1,000
福島県 三春町 大字貝山行政区 獅子頭他コミュニティ活動備品の整備 1,100
福島県 葛尾村 落合行政区 コミュニティ活動備品の整備 1,100
福島県 新地町 大字福田自治会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,400
福島県 飯舘村 深谷行政区 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
茨城県 水戸市 水戸市紺屋町町内会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
茨城県 日立市 油縄子学区コミュニティ推進会 アンプ他コミュニティ活動備品の整備 2,400
茨城県 土浦市 西並木町会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
茨城県 古河市 下三自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
茨城県 石岡市 片野地区区長会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
茨城県 結城市 結城市大字中 山車の整備 2,500
茨城県 龍ケ崎市 龍ケ崎市 コミュニティ活動備品の整備 2,500
茨城県 下妻市 村岡自治会 山車他コミュニティ活動備品の整備 2,500
茨城県 常総市 若宮戸中部自治区 神輿の整備 2,500
茨城県 常総市 中沼自治会 神輿の整備 2,500
茨城県 常陸太田市 天下野コミュニティ テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
茨城県 取手市 谷中連合自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,400
茨城県 牛久市 緑ヶ丘行政区 テレビ他コミュニティ活動備品の整備 2,500
茨城県 つくば市 内坂区会 神輿修繕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 佐野の和を推進する会 丁合機他コミュニティj活動備品の整備 2,500
茨城県 鹿嶋市 新町区 山車の修繕 2,500
茨城県 潮来市 八町目区 山車他コミュニティ活動備品の整備 2,500
茨城県 守谷市 久保ヶ丘三丁目自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,400
茨城県 那珂市 芳野地区まちづくり委員会 アンプ他コミュニティ活動備品の整備 1,900
茨城県 筑西市 本城町自治会 神輿の整備 2,500
茨城県 坂東市 莚打地区会 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 逆西五区 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,400
茨城県 行方市 五町田区 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
茨城県 鉾田市 七軒町区 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
茨城県 大子町 愛宕町町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
茨城県 八千代町 新地行政区 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
茨城県 境町 蛇池町内会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,100
栃木県 宇都宮市 河内地区まちづくり協議会 アンプ他コミュニティ活動備品の整備 2,500
栃木県 栃木市 大宮町第四自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,700
栃木県 佐野市 旗川地区コミュニティ・福祉協議会 印刷機他コミュニティ活動備品の整備 1,600
栃木県 鹿沼市 東末広町自治会 半纏他コミュニティ活動備品の整備 2,500
栃木県 日光市 塩野室地区自治会長会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
栃木県 真岡市 山前地区地域公民館連絡協議会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
栃木県 大田原市 那須神社永代々神楽保存会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
栃木県 大田原市 大田原市元町自治会 提灯他コミュニティ活動備品の整備 2,400
栃木県 矢板市 第四区お囃子保存会 太鼓の整備 2,500
栃木県 那須塩原市 埼玉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 2,500
栃木県 那須塩原市 三島地区コミュニティ運営委員会 冷蔵庫他コミュニティ活動備品の整備 1,800
栃木県 那須烏山市 鍛冶町自治会 半纏他コミュニティ活動備品の整備 2,500
栃木県 那須烏山市 上川井自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,000
栃木県 下野市 下野市国分寺中央コミュニティ推進協議会 パソコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
栃木県 上三川町 本郷北コミュニティ推進協議会 リヤカー他コミュニティ活動備品の整備 2,200
栃木県 益子町 東町自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,400
栃木県 益子町 下町自治会 アンプ他コミュニティ活動備品の整備 1,300
栃木県 茂木町 烏生田公民館 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,000
栃木県 芳賀町 上延生自治会 ステージ他コミュニティ活動備品の整備 2,500
栃木県 高根沢町 東高谷行政区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
栃木県 那珂川町 小川地区山車保存会 太鼓の整備 2,500
群馬県 桐生市 桐生市区長連絡協議会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
群馬県 太田市 太田地区区長会 冷蔵庫他コミュニティ活動備品の整備 2,500
群馬県 沼田市 白沢町上古語父 神輿の整備 2,500
群馬県 館林市 高根区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,400
群馬県 渋川市 赤城地区自治会連合会 エアコンの整備 2,000
群馬県 藤岡市 美土里地区区長会 複合機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２６区 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500
群馬県 安中市 安中市原市地区第５区自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,300
群馬県 上野村 上野村 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 2,400
群馬県 下仁田町 下仁田町川井区 山車の整備 2,500
群馬県 甘楽町 甘楽町第１１区 獅子舞用備品の修繕 2,400
群馬県 中之条町 中之条町第１０区 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,100
群馬県 長野原町 北軽井沢区 ステージの整備 2,500
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群馬県 嬬恋村 嬬恋村 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500
群馬県 草津町 立町区 袢纏他コミュニティ活動備品の整備 2,300
群馬県 みなかみ町 猿ヶ京区 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
群馬県 玉村町 下之宮区 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,000
群馬県 大泉町 大泉太鼓 太鼓の整備 2,500
群馬県 大泉町 古海西公民館 神輿他コミュニティ活動備品の整備 2,500
群馬県 邑楽町 第三十区自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,200
埼玉県 川越市 伊勢原町４丁目自治会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
埼玉県 川越市 富士見自治会 神輿他コミュニティ活動備品の整備 2,400
埼玉県 川口市 安行出羽町会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
埼玉県 行田市 冨士山東自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,300
埼玉県 秩父市 旭町会 机、椅子の整備 2,100
埼玉県 所沢市 松井地区自治連合会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
埼玉県 加須市 加須市三俣第二区 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
埼玉県 本庄市 万年寺自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,400
埼玉県 東松山市 東松山市自治会連合会高坂丘陵支部 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
埼玉県 春日部市 赤沼自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
埼玉県 春日部市 内谷町会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
埼玉県 狭山市 入間川地区自治会連合会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,400
埼玉県 羽生市 羽生市大字秀安 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 富永町町内会 神輿の修繕他コミュニティ活動備品の整備 2,500
埼玉県 深谷市 中通り自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
埼玉県 上尾市 南区町内会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
埼玉県 上尾市 上尾市原市第八区自治会 テレビ他コミュニティ活動備品の整備 2,400
埼玉県 上尾市 はらいち台自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,200
埼玉県 越谷市 越谷市増林地区自治会連合会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
埼玉県 戸田市 美女木３丁目町会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
埼玉県 入間市 金子地区区長会 掲示板の整備 2,500
埼玉県 朝霞市 東町内会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,500
埼玉県 和光市 越後山自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,100
埼玉県 桶川市 桶川市上日出谷町内会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
埼玉県 久喜市 仲一自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,900
埼玉県 久喜市 菖蒲下町若連 コミュニティ活動備品の整備 2,500
埼玉県 北本市 本町西高尾コミュニティ委員会 コミュニティ活動備品の整備 1,000
埼玉県 八潮市 伊草団地自治町内会 テレビ他コミュニティ活動備品の整備 1,300
埼玉県 富士見市 つるせ台まちづくり協議会 ステージ他コミュニティ活動備品の整備 2,500
埼玉県 三郷市 戸ヶ崎２丁目東町会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,100
埼玉県 蓮田市 馬込第二自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
埼玉県 坂戸市 中富町三区自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
埼玉県 幸手市 幸町町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
埼玉県 鶴ヶ島市 下新田第一自治会 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 野々宮獅子舞保存会 コミュニティ活動備品の整備 1,400
埼玉県 吉川市 吉川市下広島自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
埼玉県 ふじみ野市 上野台二・三丁目自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
埼玉県 白岡市 爪田ケ谷行政区会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
埼玉県 三芳町 藤久保第五区 櫓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
埼玉県 越生町 上野一区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
埼玉県 小川町 靭負区 エアコンの整備 1,100
埼玉県 川島町 川島町 エアコンの整備 1,800
埼玉県 吉見町 下細谷自治会 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１１区 コミュニティ活動備品の整備 2,000
埼玉県 皆野町 親鼻区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,300
埼玉県 長瀞町 長瀞白鳥睦會 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
埼玉県 小鹿野町 腰之根上区自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
埼玉県 美里町 根木行政区 テレビ他コミュニティ活動備品の整備 2,500
埼玉県 神川町 渡瀬獅子舞保存会 コミュニティ活動備品の整備 1,600
埼玉県 上里町 本郷行政区 獅子頭の修繕 2,500
埼玉県 寄居町 栄町区 山車の修繕 2,500
埼玉県 宮代町 和戸町内会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
埼玉県 杉戸町 中椿自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,300
埼玉県 松伏町 片町自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
千葉県 市川市 中国分自治会 神輿他コミュニティ活動備品の整備 2,500
千葉県 船橋市 海神４・５丁目自治会 櫓ステージの整備 2,400
千葉県 館山市 大戸区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
千葉県 木更津市 北町区町内会 神輿の修繕他コミュニティ活動備品の整備 2,500
千葉県 松戸市 小金原九丁目町会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
千葉県 野田市 野田市日の出町自治会 神輿他コミュニティ活動備品の整備 2,500
千葉県 茂原市 羽貫自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
千葉県 佐倉市 井野町一区町内会 コミュニティ活動備品の整備 1,000
千葉県 東金市 田間地区まちづくり協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
千葉県 旭市 萬歳４区 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
千葉県 習志野市 本大久保連合町会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
千葉県 柏市 田中地域ふるさと協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
千葉県 勝浦市 鵜原区 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,100
千葉県 市原市 新田町会 山車の修繕他祭り用備品の整備 2,500
千葉県 流山市 第一住宅初石団地自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
千葉県 八千代市 小板橋連合町会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
千葉県 我孫子市 布佐三丁目自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
千葉県 鴨川市 宮区 コミュニティ活動備品の整備 2,400
千葉県 鎌ヶ谷市 鎌ケ谷市コーポラス自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,400
千葉県 君津市 南子安連合自治会 太鼓の整備 1,100
千葉県 八街市 八街市榎戸区 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
千葉県 白井市 桜台６番街団地自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,100
千葉県 富里市 日吉台一丁目自治会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500
千葉県 南房総市 南房総市富浦町豊岡区 神輿の修繕 2,500
千葉県 匝瑳市 地縁団体　砂原区 神輿の修繕 2,500
千葉県 香取市 仁良芸座保存会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
千葉県 酒々井町 伊篠区 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,300
千葉県 栄町 下町町内会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,400
千葉県 東庄町 宿浜区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
千葉県 一宮町 東浪見伝統芸能保存会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
千葉県 長生村 岩沼自治会 ステージの整備 2,500
千葉県 鋸南町 元名区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
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東京都 中央区 湊二丁目町会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
東京都 港区 白金台町二丁目町会 山車の修繕 1,300
東京都 新宿区 新宿区 綿菓子機他コミュニティ活動備品の整備 2,500
東京都 文京区 本郷同四会 太鼓の修繕 2,000
東京都 台東区 三筋二丁目町会 神輿担ぎ棒他コミュニティ活動備品の整備 1,500
東京都 江東区 亀戸５丁目町会 神輿の修繕 1,800
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 2,100
東京都 目黒区 洗足北町会 山車の修繕他コミュニティ活動備品の整備 2,500
東京都 渋谷区 原宿二丁目町会 神輿の修繕他コミュニティ活動備品の整備 2,500
東京都 中野区 朝日ヶ丘町会 神輿の修繕 2,500
東京都 杉並区 地縁法人成三町会 獅子舞用備品他コミュニティ活動備品の整備 2,300
東京都 豊島区 駒込二丁目親和会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
東京都 北区 志茂三丁目自治会 山車他コミュニティ活動備品の整備 2,500
東京都 荒川区 大西町会 太鼓の修繕他コミュニティ活動備品の整備 2,500
東京都 練馬区 仲二町会 山車の修繕 2,400
東京都 足立区 千住寿町北町会 神輿の修繕 2,500
東京都 葛飾区 青戸共和会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
東京都 江戸川区 東松一丁目町会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
東京都 八王子市 八王子市 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
東京都 立川市 立桜会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
東京都 武蔵野市 桜堤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 三鷹市東部地区住民協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
東京都 府中市 府中市 掲示板他コミュニティ活動備品の整備 1,300
東京都 調布市 マンション国領自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
東京都 町田市 町田市 コミュニティ活動備品の整備 2,200
東京都 国分寺市 南町一丁目自治会 山車他コミュニティ活動備品の整備 1,000
東京都 国立市 富士見台１丁目自治会 掲示板他コミュニティ活動備品の整備 2,400
東京都 福生市 福生市 コミュニティ活動備品の整備 2,500
東京都 狛江市 狛江市 コミュニティ活動備品の整備 2,500
東京都 東大和市 東大和市 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,000
東京都 東久留米市 氷川台自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,000
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 2,500
東京都 あきる野市 あきる野市 コミュニティ活動備品の整備 2,400
東京都 瑞穂町 瑞穂町 コミュニティ活動備品の整備 2,500
東京都 新島村 新島本村地区自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
東京都 八丈町 末吉自治会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 1,000
神奈川県 横須賀市 長井地域運営協議会 櫓ステージの整備 2,500
神奈川県 平塚市 城島地区自治会連絡協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,500
神奈川県 鎌倉市 腰越地区町内自治会連合会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,400
神奈川県 藤沢市 コンフォール藤沢自治会 プロジェクター他コミュニティ活動備品の整備 1,500
神奈川県 小田原市 小田原市自治会総連合 印刷機他コミュニティ活動備品の整備 2,400
神奈川県 茅ヶ崎市 中赤羽根自治会 アンプ他コミュニティ活動備品の整備 2,500
神奈川県 逗子市 逗子市 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,200
神奈川県 秦野市 大根地区新しい街づくり運動推進委員会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,400
神奈川県 厚木市 小鮎地区自治会連絡協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
神奈川県 大和市 大和市自治会連絡協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
神奈川県 伊勢原市 伊勢原駅前第一自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,700
神奈川県 伊勢原市 伊勢原市大田地区自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
神奈川県 海老名市 上今泉連合自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,000
神奈川県 座間市 栗原コミュニティセンター管理運営委員会 餅つき機他コミュニティ活動備品の整備 2,500
神奈川県 南足柄市 内山自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,400
神奈川県 綾瀬市 綾西自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
神奈川県 葉山町 三ヶ浦町内会 半纏、神輿台の整備 1,100
神奈川県 寒川町 寒川町祭ばやし保存会連合会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
神奈川県 大井町 下山田自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
神奈川県 松田町 土佐原自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,200
神奈川県 山北町 三保連合自治会 遊具の整備 2,500
神奈川県 開成町 開成町 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
神奈川県 箱根町 箱根町仙石原地域自治会連合会 印刷機他コミュニティ活動備品の整備 2,500
神奈川県 湯河原町 湯河原町区長連絡協議会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,400
神奈川県 愛川町 愛川町半縄区 櫓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
新潟県 長岡市 一之貝区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
新潟県 長岡市 青葉台５丁目町内会 神輿他コミュニティ活動備品の整備 2,500
新潟県 長岡市 吉津町内会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
新潟県 長岡市 長岡市中島５丁目町内会 神輿他コミュニティ活動備品の整備 2,200
新潟県 長岡市 土合二丁目町内会 神輿他コミュニティ活動備品の整備 2,500
新潟県 三条市 南中自治会 テレビ他コミュニティ活動備品の整備 1,300
新潟県 三条市 西裏館一～三丁目自治会 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 1,400
新潟県 柏崎市 別山コミュニティ振興協議会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
新潟県 柏崎市 向陽町町内会 コピー機他コミュニティ活動備品の整備 2,000
新潟県 新発田市 新発田市乗廻区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,800
新潟県 新発田市 上大友自治会 パソコン他コミュニティ活動備品の整備 2,100
新潟県 小千谷市 吉谷地区町内会協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
新潟県 加茂市 中鵜森地区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,200
新潟県 十日町市 南新田町３丁目町内会 神輿他コミュニティ活動備品の整備 2,500
新潟県 十日町市 本町１丁目上区 神輿の修繕 2,500
新潟県 見附市 葛巻地区まちづくり協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,100
新潟県 村上市 鍛冶町区 山車の整備 2,500
新潟県 村上市 板屋沢公民館 遊具他コミュニティ活動備品の整備 2,300
新潟県 燕市 松橋自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
新潟県 糸魚川市 須沢地区自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
新潟県 妙高市 妙高市 草刈機他コミュニティ活動備品の整備 2,500
新潟県 五泉市 阿弥陀瀬町内会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,400
新潟県 五泉市 宮町第二町内会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
新潟県 上越市 稲荷山町内会 除雪機の整備 2,500
新潟県 上越市 桑曽根自治会 除雪機の整備 2,400
新潟県 上越市 東戸野町内会 除雪機の整備 2,500
新潟県 上越市 大字飯室自治会 除雪機の整備 1,500
新潟県 阿賀野市 渡場自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,000
新潟県 佐渡市 稲荷町地区 獅子幕他コミュニティ活動備品の整備 2,500
新潟県 魚沼市 中家区 コミュニティ活動備品の整備 2,400
新潟県 南魚沼市 北辰区 神輿他コミュニティ活動備品の整備 2,500

7



都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成決定額
（千円）

新潟県 胎内市 乙区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
新潟県 聖籠町 四ツ屋自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,100
新潟県 弥彦村 大字観音寺 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,300
新潟県 田上町 保明嶋自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,000
新潟県 阿賀町 阿賀町麦生野区 除雪機の整備 1,400
新潟県 出雲崎町 大字川西 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
新潟県 湯沢町 西山町内会 ＬＥＤ防犯灯の整備 2,500
新潟県 津南町 太田新田集落 コミュニティ活動備品の整備 2,500
新潟県 関川村 コミュニティゆさわ エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,300
富山県 富山市 追分茶屋自治会 獅子舞用備品他コミュニティ活動備品の整備 2,500
富山県 富山市 今泉獅子保存会 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 臥浦自治会 提灯他コミュニティ活動備品の整備 2,500
富山県 高岡市 八ケ自治会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
富山県 高岡市 波岡自治会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
富山県 高岡市 高岡市伏木若宮自治会 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 片貝地域振興会 エアコンの整備 1,600
富山県 魚津市 橋場区町内会 神輿の修繕他コミュニティ活動備品の整備 2,500
富山県 氷見市 南上町内会 山車の修繕 2,500
富山県 氷見市 地蔵町町内会 山車の修繕 2,500
富山県 黒部市 村椿自治振興会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
富山県 黒部市 大布施自治振興会 椅子他コミュニティ活動用備品の整備 1,300
富山県 砺波市 東野尻自治振興会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500
富山県 砺波市 杉木自治会 太鼓の整備 2,500
富山県 小矢部市 道明自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
富山県 小矢部市 中新田町内会 獅子頭他コミュニティ活動備品の整備 1,700
富山県 南砺市 天神町町内会 衣装他コミュニティ活動備品の整備 2,400
富山県 南砺市 出丸町町内会 衣装他コミュニティ活動備品の整備 2,500
富山県 南砺市 末広町内会 放送設備他コミュニティ活動備品の整備 1,100
富山県 南砺市 南砺市城端栄町町内会 コミュ二ティ活動備品の整備 2,500
富山県 南砺市 柴田屋自治会 コミュ二ティ活動備品の整備 2,500
富山県 射水市 荒屋東部自治会 獅子頭他コミュ二ティ活動備品の整備 2,500
富山県 上市町 弓庄自治振興会 コミュ二ティ活動備品の整備 2,100
富山県 立山町 立山町 除雪機の整備 2,500
富山県 入善町 宮坪地区自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
富山県 朝日町 高畠町内会 神輿の台車他コミュ二ティ活動備品の整備 2,500
富山県 朝日町 宮崎地区自治会 神輿他コミュ二ティ活動備品の整備 2,500
石川県 金沢市 東浅川ゆず太鼓 太鼓の整備 2,500
石川県 七尾市 石崎町東二区町内会 太鼓の整備 2,200
石川県 七尾市 古府町町会 神輿の修繕他コミュニティ活動備品の整備 1,900
石川県 小松市 村松町町内会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,200
石川県 小松市 川辺町内会 獅子舞用備品他コミュニティ活動備品の整備 2,500
石川県 珠洲市 古蔵地区 草刈機他コミュニティ活動備品の整備 1,200
石川県 加賀市 合河町町内会 除雪機の整備 1,500
石川県 加賀市 柴山町内会 コミュニティ活動備品の整備 1,100
石川県 羽咋市 寺境町会 草刈機他コミュニティ活動備品の整備 2,500
石川県 かほく市 大崎区 獅子舞用備品の整備 2,500
石川県 白山市 千代野まつり保存会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
石川県 野々市市 野々市市本町一丁目町内会 獅子舞用備品の整備 2,100
石川県 津幡町 潟端区 獅子舞用備品の整備 2,300
石川県 内灘町 鶴ケ丘５丁目町会 獅子舞用備品他コミュニティ活動備品の整備 2,500
石川県 志賀町 二所宮獅子舞保存会 獅子舞用備品の整備 2,400
石川県 志賀町 鹿頭区 太鼓の整備 2,400
石川県 宝達志水町 北雄会 除雪機の整備 2,500
石川県 宝達志水町 紺屋町区 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 2,400
石川県 中能登町 金丸区 神輿他コミュニティ活動備品の整備 2,500
石川県 中能登町 徳前区 神輿の修繕 2,500
福井県 福井市 松本地区まつり振興会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
福井県 敦賀市 山泉区自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,000
福井県 小浜市 下根来区 コミュ二ティ活動備品の整備 2,500
福井県 小浜市 荒木区自治会 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 幸町区町内会 神輿他コミュニティ活動備品の整備 2,400
福井県 大野市 御給区自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,400
福井県 勝山市 大渡区 提灯他コミュニティ活動備品の整備 2,100
福井県 勝山市 西妙金島区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,300
福井県 鯖江市 上鯖江1丁目区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
福井県 鯖江市 河和田町区 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
福井県 あわら市 金津祭保存会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
福井県 越前市 しらやま振興会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500
福井県 坂井市 たかとり龍神太鼓保存会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
福井県 南越前町 上野の盆踊り保存会 コミュ二ティ活動備品の整備 2,500
福井県 越前町 小樟区 遊具の整備 1,900
福井県 美浜町 新庄祭囃子保存会 太鼓用備品の整備 2,500
福井県 高浜町 青戸区自治会 神輿の整備 2,000
福井県 おおい町 小倉区自治会 山車の整備 2,500
福井県 若狭町 長江区 遊具の整備 2,300
福井県 若狭町 杉山区 遊具の整備 2,500
山梨県 甲府市 貢川地区貢川一丁目自治会 屋外放送設備の整備 2,100
山梨県 富士吉田市 旭町連合自治会 獅子舞用備品の整備 2,000
山梨県 都留市 仲町八朔祭屋台保存会 コミュニティ活動備品の整備 2,200
山梨県 山梨市 上岩下区 エアコンの整備 1,500
山梨県 山梨市 下井尻区 ＬＥＤ防犯灯の整備 1,500
山梨県 大月市 桂台自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
山梨県 大月市 初狩町立河原区（第６区） コミュニティ活動備品の整備 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 徳永区自治会 エアコンの整備 1,900
山梨県 北杜市 神部大和神楽保存会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
山梨県 甲斐市 玉川西区自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
山梨県 笛吹市 境川町大黒坂区 屋外放送設備の整備 2,500
山梨県 中央市 中央市 コミュニティ活動備品の整備 1,500
山梨県 早川町 黒桂区 ＬＥＤ防犯灯他コミュニティ活動備品の整備 1,100
山梨県 早川町 本村区 ＬＥＤ防犯灯他コミュニティ活動備品の整備 1,200
山梨県 身延町 切房木区 コミュニティ活動備品の整備 1,700
山梨県 富士川町 中部区 ＬＥＤ防犯灯の整備 1,500
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山梨県 富士川町 米区 エアコンの整備 2,500
山梨県 山中湖村 平野区 神輿の修繕 2,500
山梨県 富士河口湖町 河口湖高尾太鼓 太鼓の整備 2,500
長野県 長野市 平林区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,300
長野県 松本市 日の出町町会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,300
長野県 上田市 下郷沢自治会 椅子他コミュニティ活動備品の整備 2,500
長野県 岡谷市 駒沢区 コミュニティ活動備品の整備 2,400
長野県 飯田市 鼎中平区自治会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 1,200
長野県 諏訪市 湖柳町区 コミュニティ活動備品の整備 1,000
長野県 須坂市 須坂市 除雪機の整備 2,500
長野県 小諸市 諏訪山区 コミュニティ活動備品の整備 1,800
長野県 伊那市 小黒常会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,900
長野県 駒ヶ根市 南割区 コミュニティ活動備品の整備 1,300
長野県 中野市 松川区 複合機他コミュニティ活動備品の整備 2,200
長野県 大町市 大原町自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
長野県 飯山市 南新町区自治会 除雪機の整備 1,300
長野県 塩尻市 上西条区 コミュニティ活動備品の整備 2,200
長野県 佐久市 跡部踊り念仏保存会 コミュニティ活動備品の整備 1,500
長野県 千曲市 若宮区 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 1,900
長野県 東御市 日向が丘区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
長野県 安曇野市 下鳥羽区 パソコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
長野県 軽井沢町 旧軽井沢区会 櫓他コミュニティ活動備品の整備 2,300
長野県 御代田町 草越区 コミュニティ活動備品の整備 1,200
長野県 立科町 牛鹿部落自治会 除雪機の整備 1,200
長野県 青木村 青木村 コミュニティ活動備品の整備 2,500
長野県 長和町 新屋自治会 草刈機他コミュニティ活動備品の整備 2,000
長野県 下諏訪町 第３区 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,500
長野県 富士見町 瀬沢新田集落組合 椅子他コミュニティ活動備品の整備 2,500
長野県 原村 ペンション区 除雪機の整備 1,500
長野県 箕輪町 長岡区 コミュニティ活動備品の整備 1,700
長野県 飯島町 南田切自治会 除雪機他他コミュニティ活動備品の整備 2,400
長野県 南箕輪村 大泉囃子保存会　粋龍組 コミュニティ活動備品の整備 2,100
長野県 中川村 三共地区 椅子他コミュニティ活動備品の整備 2,100
長野県 宮田村 宮田村町二区自治会 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 1,800
長野県 高森町 下市田区 机他コミュニティ活動備品の整備 2,100
長野県 阿智村 浪合自治会 櫓ステージの整備 2,500
長野県 喬木村 加々須区 獅子頭他コミュニティ活動備品の整備 2,500
長野県 豊丘村 南市場自治会 机他コミュニティ活動備品の整備 1,500
長野県 大鹿村 清水自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,000
長野県 上松町 小川里若連 獅子頭他コミュニティ活動備品の整備 2,400
長野県 南木曽町 神戸クラブ会 神輿他コミュニティ活動備品の整備 2,500
長野県 木祖村 菅祭り保存会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
長野県 大桑村 大桑村 机他コミュニティ活動備品の整備 2,000
長野県 木曽町 中部区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
長野県 朝日村 針尾区 除雪機の整備 2,400
長野県 筑北村 安坂中部常会 除雪機の整備 2,400
長野県 池田町 四丁目自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
長野県 松川村 北部区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
長野県 小布施町 伊勢町自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,300
長野県 高山村 堀之内区 太鼓の修繕他コミュニティ活動備品の整備 1,600
長野県 木島平村 西町区 コミュニティ活動備品の整備 2,000
長野県 野沢温泉村 中尾区 除雪機の整備 1,900
長野県 信濃町 稲附組 コミュニティ活動備品の整備 2,500
長野県 飯綱町 普光寺区 コミュニティ活動備品の整備 1,800
長野県 栄村 坪野区 コミュニティ活動備品の整備 1,500
岐阜県 岐阜市 金華自治連合会 コミュニティ活動備品の整備 1,700
岐阜県 岐阜市 岐阜市柳津町自治会連合会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
岐阜県 大垣市 上石津まちづくり協議会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
岐阜県 多治見市 滝呂台グリーンビレッジ自治会 櫓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
岐阜県 多治見市 池田区自治組織 ステージ他コミュニティ活動備品の整備 2,500
岐阜県 関市 虹ヶ丘区 コミュニティ活動備品の整備 2,200
岐阜県 中津川市 阿木地区区長会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
岐阜県 中津川市 蛭川振興会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
岐阜県 瑞浪市 明世地区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 羽島市 羽島市福寿コミュニティセンター運営委員会 机他コミュニティ活動備品の整備 2,500
岐阜県 恵那市 笠置振興協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
岐阜県 美濃加茂市 加茂野地区自治会長会 櫓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
岐阜県 土岐市 下石町区長会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 1,600
岐阜県 土岐市 土岐津町まちづくり協議会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,900
岐阜県 可児市 今渡自治連合会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,100
岐阜県 山県市 本町３丁目自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
岐阜県 郡上市 為真自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,800
岐阜県 下呂市 小坂町区 除雪機の整備 1,100
岐阜県 海津市 大和田自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,400
岐阜県 養老町 養老地区区長会 櫓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
岐阜県 白川村 飯島区自治会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 1,700
静岡県 沼津市 沼津市自治会連合会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
静岡県 熱海市 旭町町内会 アンプ他コミュニティ活動備品の整備 2,400
静岡県 三島市 初音台町内会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,300
静岡県 富士宮市 杉田地区協議会 椅子他コミュニティ活動備品の整備 2,500
静岡県 伊東市 松原仲町町内会 山車他コミュニティ活動備品の整備 1,300
静岡県 島田市 伊久身コミュニティ委員会 印刷機他コミュニティ活動備品の整備 1,200
静岡県 島田市 六合コミュニティ委員会 印刷機他コミュニティ活動備品の整備 2,500
静岡県 富士市 一色町内会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
静岡県 磐田市 於保地区自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
静岡県 焼津市 豊田第１０自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
静岡県 掛川市 瓦町区町内会 コミュ二ティ活動備品の整備 2,200
静岡県 藤枝市 泉町町内会 コミュ二ティ活動備品の整備 2,500
静岡県 藤枝市 岡出山自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
静岡県 御殿場市 沼田区 エアコンの整備 1,200
静岡県 袋井市 北町自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
静岡県 下田市 加増野区 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,200
静岡県 裾野市 和泉区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,400
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（千円）

静岡県 湖西市 古見自治会 太鼓の整備 1,700
静岡県 伊豆市 修善寺駅前区 山車の整備 2,300
静岡県 御前崎市 下比木町内会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
静岡県 菊川市 本通り下自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
静岡県 伊豆の国市 大仙区自治会 プリンター他コミュニティ活動備品の整備 1,400
静岡県 牧之原市 白井区 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
静岡県 東伊豆町 入谷区町内会 アンプ他コミュニティ活動備品の整備 2,500
静岡県 河津町 沢田区 複合機他コミュニティ活動備品の整備 2,300
静岡県 南伊豆町 一條区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
静岡県 清水町 中徳倉区 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 竹原区 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,400
静岡県 吉田町 川尻上組町内会連合会 山車の整備 2,500
静岡県 森町 南戸綿町内会 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 つつじが丘校区自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛知県 一宮市 北方町連区地域づくり協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛知県 一宮市 萩原町連区地域づくり協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛知県 瀬戸市 品野連合自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛知県 半田市 半田市 コミュニティ活動備品の整備 1,800
愛知県 豊川市 中部南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 高台寺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 碧南市 新川地区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛知県 豊田市 逢妻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 尾崎町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
愛知県 西尾市 平坂小校区コミュニティ推進協議会 太鼓の修繕 1,900
愛知県 蒲郡市 清田町総代区 太鼓他コミュ二ティ活動備品の整備 2,500
愛知県 犬山市 城東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 常滑市 奥条区 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛知県 江南市 山尻区 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛知県 小牧市 中町山車保存会 山車の修繕 2,500
愛知県 稲沢市 稲沢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 牛倉区自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,200
愛知県 東海市 富木島ふれあいコミュニティ コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛知県 大府市 吉田まちづくり協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛知県 知多市 東部コミュニティ 複合機他コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛知県 知立市 八橋町町内会 神輿の整備 1,300
愛知県 岩倉市 西市町区 コミュニティ活動備品の整備 2,400
愛知県 豊明市 豊明市大根区会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛知県 日進市 米野木区 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 衣笠校区コミュニティ協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
愛知県 愛西市 勝幡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 2,400
愛知県 清須市 寺野ブロック エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛知県 北名古屋市 六ツ師自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛知県 弥富市 桜・日の出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 あま市 沖之島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 2,300
愛知県 豊山町 名栗第二自治会 神輿他コミュニティ活動備品の整備 1,600
愛知県 大口町 替地自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
愛知県 扶桑町 平塚コミュニティ推進協議会 かまど他コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛知県 大治町 大治小学校区地区コミュニティ推進協議会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,200
愛知県 阿久比町 阿久比東部コミュニティ推進協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,300
愛知県 東浦町 生路コミュニティ推進協議会 オーブン他コミュニティ活動備品の整備 2,400
愛知県 南知多町 篠島区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛知県 南知多町 日間賀島西区区会 コミュニティ活動備品の整備 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 下門祭礼保存会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛知県 幸田町 坂崎学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 2,500
愛知県 設楽町 田口地区コミュニティ推進委員会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 1,300
愛知県 豊根村 下黒川区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
三重県 四日市市 中納屋町自治会 山車の修繕 2,500
三重県 四日市市 東坂部町獅子舞保存会 コミュ二ティ活動備品の整備 2,500
三重県 伊勢市 東大淀町会 コミュ二ティ活動備品の整備 2,300
三重県 伊勢市 光の街区自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
三重県 松阪市 花岡住民協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
三重県 松阪市 中原まちづくり協議会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 1,100
三重県 桑名市 かおるヶ丘自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
三重県 桑名市 福江町自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,300
三重県 鈴鹿市 鈴鹿ハイツ自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,500
三重県 鈴鹿市 国分自治会 複合機他コミュニティ活動備品の整備 2,500
三重県 名張市 東田原区 複合機他コミュニティ活動備品の整備 1,100
三重県 名張市 榊町区 テレビ他コミュニティ活動備品の整備 1,900
三重県 名張市 下三谷区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,800
三重県 尾鷲市 三木里地区会 コミュニティ活動備品の整備 1,400
三重県 尾鷲市 大曽根区 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,400
三重県 亀山市 南部地区まちづくり協議会 櫓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
三重県 亀山市 神辺地区ふれあいまちづくり協議会 テント他活動備品の整備事業 1,600
三重県 鳥羽市 千賀町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,000
三重県 鳥羽市 国崎町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,000
三重県 いなべ市 暮明自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,300
三重県 いなべ市 下笠田自治会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,400
三重県 志摩市 地縁団体　穴川区 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
三重県 志摩市 甲賀自治会 複合機他コミュニティ活動備品の整備 1,700
三重県 伊賀市 諏訪住民自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,700
三重県 伊賀市 霧生区 複合機他コミュニティ活動備品の整備 2,500
三重県 伊賀市 富永区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,100
三重県 伊賀市 中之村区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,400
三重県 朝日町 伊勢朝日音頭保存会 コミュ二ティ活動備品の整備 1,900
三重県 多気町 大字佐伯中区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
三重県 多気町 平谷自治区 ＬＥＤ防犯灯の整備 1,400
三重県 明和町 中村自治会 屋外放送設備の整備 2,200
三重県 明和町 算所自治会 屋外放送設備の整備 1,200
三重県 大台町 上楠区 コミュ二ティ活動備品の整備 2,500
三重県 大紀町 阿曽区会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
三重県 大紀町 滝原地区区長会 机他コミュニティ活動備品の整備 2,500
三重県 南伊勢町 方座浦区 複合機他コミュニティ活動備品整備 1,500
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三重県 南伊勢町 泉区 コミュニティ活動備品の整備 1,900
三重県 御浜町 北畑北自治会 屋外放送設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500
滋賀県 大津市 山中比叡平学区自治連合会 太鼓の整備 1,100
滋賀県 彦根市 東山自治会 屋外放送設備の整備 2,500
滋賀県 長浜市 池原自治会 除雪機の整備 1,500
滋賀県 長浜市 南浜町自治会 エアコンの整備 2,500
滋賀県 長浜市 西黒田ふるさと振興会議 コミュニティ活動備品の整備 2,500
滋賀県 近江八幡市 上野町自治会 神輿の整備 2,500
滋賀県 近江八幡市 大船戸自治会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,000
滋賀県 草津市 志那中町自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,100
滋賀県 草津市 不動浜町内会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,800
滋賀県 守山市 木浜自治会 エアコンの整備 1,900
滋賀県 栗東市 葉山東学区地域振興協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
滋賀県 栗東市 大宝西学区地域振興協議会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500
滋賀県 甲賀市 大字新城 コミュニティ活動備品の整備 2,200
滋賀県 甲賀市 池田区 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,900
滋賀県 野洲市 長島自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,500
滋賀県 野洲市 冨波東自治会 複合機他コミュニティ活動備品の整備 2,500
滋賀県 湖南市 岩根西区 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 宮前坊区 コミュ二ティ活動備品の整備 1,500
滋賀県 東近江市 永源寺地区まちづくり協議会 机他コミュニティ活動備品の整備 2,400
滋賀県 米原市 岩脇区 机他コミュニティ活動備品の整備 2,500
滋賀県 米原市 大久保区 除雪機の整備 2,300
滋賀県 日野町 南比都佐公民館運営協議会 アルミステージの整備 2,500
滋賀県 竜王町 七里自治会 複合機の整備 1,000
滋賀県 愛荘町 磯部自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
滋賀県 豊郷町 三ツ池区 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
滋賀県 甲良町 尼子区 除雪機の整備 2,100
滋賀県 多賀町 川相区 神輿の修繕 2,500
滋賀県 多賀町 久徳自治会 コミュ二ティ活動備品の整備 1,500
京都府 綾部市 岡安自治会 太鼓の整備 1,100
京都府 綾部市 豊里地区自治会連合会 ステージの整備 2,500
京都府 宮津市 須津自治会 コミュ二ティ活動備品の整備 1,100
京都府 宮津市 城東自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,200
京都府 宮津市 浜自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,300
京都府 亀岡市 稗田野町自治会 ＬＥＤ防犯灯の整備 2,400
京都府 城陽市 城陽市北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 向日市 西向日自治会 複合機他コミュニティ活動備品の整備 1,300
京都府 八幡市 八幡市第五区 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,100
京都府 八幡市 安居塚自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
京都府 京田辺市 高船区 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
京都府 京丹後市 浅茂川区 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
京都府 京丹後市 遠下区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
京都府 南丹市 平屋振興会 ステージ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１０丁目自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,300
京都府 木津川市 州見台３、４、５丁目自治会 エアコンの整備 1,000
京都府 久御山町 村東自治会 複合機他コミュニティ活動備品の整備 2,400
京都府 井手町 井手地域レクリエーション活動推進協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
京都府 精華町 精華台三丁目自治会 複合機他コミュニティ活動備品の整備 1,100
京都府 伊根町 本庄地区区長協議会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,400
京都府 与謝野町 温江区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,300
京都府 与謝野町 後野区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
大阪府 池田市 北神田町会 コミュ二ティ活動備品の整備 1,800
大阪府 泉大津市 泉大津市自治会連合会 掲示板等コミュニティ活動備品の整備 2,100
大阪府 高槻市 高槻市コミュニティ市民会議 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500
大阪府 守口市 天乃神社太鼓保存会 太鼓の修繕 2,500
大阪府 枚方市 枚方市コミュニティ連絡協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,100
大阪府 茨木市 東奈良小学校区地域協議会 コミュ二ティ活動備品の整備 2,500
大阪府 富田林市 中佐備町会 コミュ二ティ活動備品の整備 2,500
大阪府 寝屋川市 寝屋川市市制協力委員自治推進協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
大阪府 河内長野市 河内長野市 印刷機他コミュニティ活動備品の整備 2,500
大阪府 大東市 南郷町自治会 神輿の整備 2,500
大阪府 和泉市 和泉市町会連合会 机他コミュニティ活動備品の整備 2,500
大阪府 箕面市 箕面市 椅子等コミュニティ活動備品の整備 2,500
大阪府 柏原市 柏原市区長会 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,900
大阪府 東大阪市 成和校区自治連合会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
大阪府 泉南市 牧野区 掲示板の整備 2,500
大阪府 大阪狭山市 前田地区会 コミュ二ティ活動備品の整備 2,500
大阪府 阪南市 プロヴァンスの丘自治会 掲示板他コミュニティ活動備品の整備 2,500
大阪府 能勢町 杉原区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,700
大阪府 忠岡町 東区自治振興協議会 パソコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
大阪府 熊取町 熊取町自治会連合会 椅子他コミュニティ活動備品の整備 2,500
大阪府 太子町 東條町会 太鼓の修繕 1,100
大阪府 河南町 河南町河内地区自治連絡会 パソコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
大阪府 千早赤阪村 小吹台北自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
兵庫県 姫路市 別所地区連合自治会 コミュ二ティ活動備品の整備 2,500
兵庫県 尼崎市 西立花社会福祉連絡協議会（自治会） 櫓の整備 2,500
兵庫県 明石市 ファミールハイツ明石自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,400
兵庫県 西宮市 名塩東之町町内会 太鼓の整備 2,500
兵庫県 洲本市 北谷自治会 コミュ二ティ活動備品の整備 2,500
兵庫県 伊丹市 摂陽地区福祉のまちづくり協議会 櫓の整備 2,300
兵庫県 加古川市 見土呂町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
兵庫県 赤穂市 駅北自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
兵庫県 西脇市 大伏自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
兵庫県 宝塚市 宝塚市花のみち自治会 神輿の修繕他コミュニティ活動備品の整備 2,500
兵庫県 三木市 岩宮町（自治会） コミュニティ活動備品の整備 2,500
兵庫県 高砂市 中島三丁目自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,200
兵庫県 川西市 牧の台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
兵庫県 小野市 小野地区地域づくり協議会 複合機他コミュニティ活動備品の整備 2,500
兵庫県 三田市 セントラルヒルズ自治会 複合機他コミュニティ活動備品の整備 2,000
兵庫県 加西市 東高室自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
兵庫県 篠山市 曽地口自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
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兵庫県 養父市 関宮区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
兵庫県 丹波市 久下自治振興会 複合機他コミュニティ活動備品の整備 2,400
兵庫県 南あわじ市 大屋所自治会 山車の修繕 2,500
兵庫県 朝来市 竹田地域自治協議会 ステージの整備 2,500
兵庫県 加東市 河高地区 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 1,100
兵庫県 たつの市 井野原自治会 神輿の整備 2,500
兵庫県 猪名川町 猪名川台自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
兵庫県 多可町 豊部区 エアコンの整備 2,100
兵庫県 稲美町 国安自治会 コミュ二ティ活動備品の整備 2,500
兵庫県 市川町 保喜区自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,300
兵庫県 福崎町 福崎町区長会 ＬＥＤ防犯灯の整備 2,000
兵庫県 神河町 本村区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
兵庫県 佐用町 幕山地域づくり協議会 ステージ他コミュニティ活動備品の整備 1,900
兵庫県 香美町 下浜区 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
奈良県 奈良市 富雄南地区自治連合会 ステージ他コミュニティ活動備品の整備 2,500
奈良県 大和高田市 土庫北自治会 屋外放送設備の整備 1,000
奈良県 大和郡山市 外川町自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,200
奈良県 橿原市 十市町自治会 パソコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
奈良県 桜井市 初瀬柳原区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
奈良県 五條市 田園地区自治連合会 ＬＥＤ防犯灯の整備 2,500
奈良県 御所市 楢原自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
奈良県 生駒市 鹿ノ台自治連合会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
奈良県 香芝市 関屋近鉄住宅地自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,200
奈良県 宇陀市 西谷地区まちづくり協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
奈良県 三郷町 城山台自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,200
奈良県 斑鳩町 並松自治連合会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
奈良県 三宅町 東屏風自治会 複合機他コミュニティ活動備品の整備 1,100
奈良県 高取町 下子島自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,000
奈良県 王寺町 美しヶ丘自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
奈良県 広陵町 赤部区 山車の整備 2,500
奈良県 河合町 高塚台２丁目自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,000
奈良県 大淀町 大岩自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
奈良県 十津川村 十津川村 コミュニティ活動備品の整備 2,500
奈良県 上北山村 西原自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
和歌山県 和歌山市 松江地区連合自治会 神輿他コミュニティ活動備品の整備 2,500
和歌山県 和歌山市 三田地区連合自治会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
和歌山県 海南市 北野上地区連合自治会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,300
和歌山県 橋本市 清水だんじり祭り愛好会 コミュ二ティ活動備品の整備 2,500
和歌山県 有田市 保田地区連合自治会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
和歌山県 御坊市 御坊町祭礼保存振興会 コミュ二ティ活動備品の整備 2,500
和歌山県 田辺市 神子浜獅子舞保存会 獅子舞他コミュ二ティ活動備品の整備 2,000
和歌山県 紀美野町 上神野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
和歌山県 湯浅町 北栄３区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
和歌山県 広川町 広東町区 発電機他コミュニティ活動備品の整備 2,500
和歌山県 有田川町 上中島区 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
和歌山県 美浜町 浜ノ瀬区 コミュ二ティ活動備品の整備 2,500
和歌山県 日高町 比井区 コミュ二ティ活動備品の整備 2,500
和歌山県 印南町 島田区 神輿の修繕 2,500
和歌山県 みなべ町 谷口区 コミュ二ティ活動備品の整備 2,500
和歌山県 日高川町 三百瀬区 コミュ二ティ活動備品の整備 2,500
和歌山県 白浜町 平間区 神輿他コミュニティ活動備品の整備 2,500
和歌山県 上富田町 岡獅子舞団 獅子舞用備品他コミュ二ティ活動備品の整備 2,500
和歌山県 すさみ町 見老津獅子舞保存会 コミュ二ティ活動備品の整備 2,000
和歌山県 串本町 須江獅子保存会 獅子頭他コミュ二ティ活動備品の整備 1,500
鳥取県 鳥取市 修立地区まちづくり協議会 ステージの整備 2,500
鳥取県 鳥取市 上麻生自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
鳥取県 米子市 春日自治連合会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
鳥取県 倉吉市 下田中町自治公民館 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,400
鳥取県 倉吉市 上井地区自治公民館協議会 除雪機の整備 1,700
鳥取県 境港市 上道町６区自治会 かき氷機他コミュニティ活動備品の整備 2,500
鳥取県 境港市 渡７区自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,600
鳥取県 若桜町 諸鹿自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,200
鳥取県 若桜町 落折自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,400
鳥取県 八頭町 水口部落 テレビ他コミュニティ活動備品の整備 2,500
鳥取県 三朝町 賀茂地域協議会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500
鳥取県 湯梨浜町 はわい温泉区会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,100
鳥取県 湯梨浜町 野方区公民館 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 1,800
鳥取県 琴浦町 宮木自治会 ステージ他コミュニティ活動備品の整備 2,400
鳥取県 北栄町 西高尾自治会 遊具の整備 2,200
鳥取県 北栄町 北尾自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,400
鳥取県 大山町 唐王自治会 除雪機の整備 1,400
鳥取県 大山町 上坪東部落自治会 除雪機の整備 1,600
鳥取県 大山町 中高運営委員会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
鳥取県 伯耆町 久古区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,800
鳥取県 日野町 根雨１区自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
鳥取県 日野町 小河内自治会 机他コミュニティ活動備品の整備 2,300
島根県 松江市 伝承ホーランエンヤ保存会五大地連絡協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
島根県 松江市 佐陀神能保存会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
島根県 浜田市 くもぎコミュニティ自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
島根県 出雲市 神庭上自治会連合会 遊具他コミュニティ活動備品の整備 1,900
島根県 益田市 梅月神遊座 コミュニティ活動備品の整備 2,500
島根県 大田市 小屋原田植囃子保存会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
島根県 安来市 シバザクラ祭り実行委員会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
島根県 江津市 川越まちづくり協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
島根県 雲南市 新市いきいき会 ステージの整備 2,100
島根県 奥出雲町 角自治会 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 2,000
島根県 飯南町 小田真木自治振興協議会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,200
島根県 飯南町 獅子自治会 エアコンの整備 2,000
島根県 川本町 三谷神楽団 コミュニティ活動備品の整備 2,500
島根県 川本町 木路原・多田連合自治会 エアコンの整備 2,500
島根県 邑南町 大沢自治会 エアコンの整備 2,500
島根県 邑南町 山の内自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
島根県 津和野町 笹山自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,400
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島根県 吉賀町 上高尻地区自治会 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 2,300
島根県 西ノ島町 大山区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,900
島根県 西ノ島町 波止区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,100
島根県 隠岐の島町 港町自治会 遊具の整備 1,400
岡山県 倉敷市 岡田地区まちづくり推進協議会 千歳楽の整備 2,500
岡山県 倉敷市 羽島公民館 コミュニティ活動備品の整備 2,400
岡山県 倉敷市 吉岡町内会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,100
岡山県 倉敷市 船宮町内会 千歳楽の整備 2,100
岡山県 津山市 津山市連合町内会広野支部 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
岡山県 津山市 久米連合町内会支部長会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
岡山県 玉野市 滝区会 法被他コミュニティ活動備品の整備 1,500
岡山県 玉野市 迫間地区自治会 エアコンの整備 1,100
岡山県 笠岡市 北川盆踊り保存会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,300
岡山県 笠岡市 東村上自治会 音響設備の整備 1,200
岡山県 笠岡市 八幡祭保存会 神輿の修繕 2,500
岡山県 井原市 種自治連合会 コミュニティ活動備品の整備 2,300
岡山県 井原市 向組自治公民館 机他コミュニティ活動備品の整備 2,300
岡山県 新見市 新見市土橋地区振興会 ステージ他コミュニティ活動備品の整備 2,500
岡山県 備前市 北方区 コミュニティ活動備品の整備 1,300
岡山県 備前市 伊部本区会 ＬＥＤ防犯灯の整備 2,100
岡山県 瀬戸内市 とっかぁず 太鼓の整備 2,500
岡山県 瀬戸内市 本庄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
岡山県 赤磐市 山陽２丁目町内会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,700
岡山県 赤磐市 桜が丘西６丁目町内会 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,300
岡山県 美作市 鈩組合 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,200
岡山県 浅口市 六愛町内会 千歳楽の修繕 2,500
岡山県 浅口市 立石町内会 千歳楽の修繕 1,600
岡山県 和気町 加三方区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,200
岡山県 矢掛町 矢掛地区自治協議会 櫓他コミュニティ活動備品の整備 2,000
岡山県 勝央町 上香山コミュニティ協議会 遊具の整備 2,200
岡山県 美咲町 吉ケ原自治会 神輿の整備 2,500
広島県 呉市 小坪西自治会 屋外放送設備の整備 2,500
広島県 呉市 吉浦第４区自治会 神輿、テントの整備 2,500
広島県 竹原市 小梨地区協働のまちづくりネットワーク コミュニティ活動備品の整備 2,300
広島県 竹原市 吉名町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 椹梨自治振興会 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 三原市羽倉自治区 コピー機他コミュニティ活動備品の整備 1,000
広島県 尾道市 因島村上水軍小早保存会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
広島県 尾道市 西藤町下西地区町内会 遊具の整備 2,400
広島県 福山市 高西町まちづくり推進委員会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
広島県 府中市 上下第三町内会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
広島県 庄原市 庄原市下高自治振興区 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,800
広島県 大竹市 小島地区自治会連合会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
広島県 大竹市 元町２丁目自治会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,400
広島県 東広島市 上戸野地区住民自治協議会 ステージの整備 2,500
広島県 廿日市市 活気ある浅原を創る会 テレビ他コミュニティ活動備品の整備 2,500
広島県 安芸高田市 下佐振興会 暖房設備他コミュニティ活動備品の整備 1,300
広島県 江田島市 岡自治会 アンプ他コミュニティ活動備品の整備 2,000
広島県 江田島市 鹿川自治会 櫓他コミュニティ活動備品の整備 1,200
広島県 府中町 鶴江一丁目町内会 神輿の整備 2,100
広島県 海田町 海田鼓童子 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
広島県 北広島町 大朝地域協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,700
広島県 大崎上島町 天満区自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
広島県 世羅町 井折振興会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,200
広島県 世羅町 甲山瀬戸内源流太鼓 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
広島県 神石高原町 高蓋自治振興会 エアコンの整備 2,500
山口県 下関市 上新地自治連合会 コミュニティ活動備品の整備 2,300
山口県 宇部市 宇部市コミュニティ推進地区連絡協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
山口県 宇部市 西宇部町自治会 コミュ二ティ活動備品の整備 2,500
山口県 山口市 吉敷地区地域づくり協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
山口県 山口市 大歳自治振興会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
山口県 萩市 御許町万年会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
山口県 防府市 防府市コミュニティ推進連絡会議 コミュニティ活動備品の整備 2,500
山口県 下松市 豊井自治会連合会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
山口県 岩国市 玖珂地域自治会連合会 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 コミュニティ活動備品の整備 2,500
山口県 長門市 日置まちづくり協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
山口県 柳井市 柳西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
山口県 美祢市 真長田まちづくり振興会 コミュニティ活動備品の整備 1,700
山口県 周南市 須々万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
山口県 山陽小野田市 山陽小野田市古式行事保存会 コミュ二ティ活動備品の整備 2,500
山口県 和木町 和木町自治会連合会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
山口県 上関町 上関町ふるさとづくり推進会議 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 コミュニティ活動備品の整備 1,700
山口県 平生町 平生まち・むらコミュニティ協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
山口県 阿武町 阿武町農村青年協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
徳島県 徳島市 沖洲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
徳島県 徳島市 阿波連 コミュ二ティ活動備品の整備 2,500
徳島県 鳴門市 北灘地区自治振興会 スクリーン他コミュニティ活動備品の整備 1,500
徳島県 小松島市 天王社稚児三番叟保存会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
徳島県 阿南市 楠根町協議会 神輿の整備 2,500
徳島県 吉野川市 太鼓一家 太鼓の整備 2,500
徳島県 吉野川市 牛島東辻郷獅子舞保存会牡丹連 獅子舞他コミュニティ活動備品の整備 2,500
徳島県 阿波市 神輿　朝日組 神輿の修繕 2,500
徳島県 美馬市 谷口自治会連合会 神輿の整備 1,900
徳島県 三好市 馬場獅子太鼓保存会 獅子頭他コミュニティ活動備品の整備 2,500
徳島県 勝浦町 今山区 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 坂本区 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
徳島県 佐那河内村 佐那河内村 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,400
徳島県 石井町 和太鼓　藍風 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
徳島県 神山町 小野さくら野舞台保存会 椅子の整備 2,500
徳島県 那賀町 木頭まちづくり協議会 健康器具の整備 2,400
徳島県 美波町 伊座利の未来を考える推進協議会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,400
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徳島県 美波町 うしお連 コミュ二ティ活動備品の整備 2,500
徳島県 海陽町 金弊仲 コミュ二ティ活動備品の整備 2,500
徳島県 松茂町 心酔 コミュ二ティ活動備品の整備 2,500
徳島県 藍住町 華舞遊 コミュ二ティ活動備品の整備 2,500
徳島県 上板町 本流まめだ コミュ二ティ活動備品の整備 2,500
徳島県 つるぎ町 つるぎ町 コミュニティ活動備品の整備 2,500
香川県 高松市 川岡校区コミュニティ協議会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
香川県 高松市 多肥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 鬼無地区コミュニティ協議会 机他コミュニティ活動備品の整備 1,200
香川県 丸亀市 やすらぎと生きがいのある町たるみをつくる会 コミュニティ活動備品の整備 2,300
香川県 丸亀市 丸亀市 コミュニティ活動備品の整備 2,500
香川県 坂出市 原自治会 獅子頭他コミュニティ活動備品の整備 2,500
香川県 坂出市 中央地区連合自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,400
香川県 善通寺市 池下獅子組 獅子舞用備品他コミュニティ活動備品の整備 2,500
香川県 善通寺市 西碑殿自治会 獅子舞用備品他コミュニティ活動備品の整備 2,500
香川県 観音寺市 百々自治会 獅子舞用備品他コミュニティ活動備品の整備 2,500
香川県 観音寺市 丸西自治会 太鼓台の整備 2,500
香川県 観音寺市 丸井北自治会 太鼓台の整備 2,500
香川県 さぬき市 さぬき市連合自治会石田支会 神輿他コミュニティ活動備品の整備 2,500
香川県 さぬき市 下所自治会 獅子頭他コミュニティ活動備品の整備 2,500
香川県 東かがわ市 原自治会 獅子頭他コミュニティ活動備品の整備 2,500
香川県 三豊市 大原自治会 獅子頭他コミュニティ活動備品の整備 2,500
香川県 土庄町 土庄本町自治会連絡協議会 コミュニティ活動備品の整備 1,400
香川県 小豆島町 平木自治会 太鼓台の修繕 2,500
香川県 小豆島町 福田地区自治連合会 神輿他コミュニティ活動備品の整備 1,800
香川県 三木町 高原井自治会 獅子舞用備品他コミュニティ活動備品の整備 2,500
香川県 三木町 川原自治会 獅子舞用備品他コミュニティ活動備品の整備 2,500
香川県 宇多津町 横町自治会 太鼓台の修繕 2,500
香川県 綾川町 後久自治会 油単他コミュニティ活動備品の整備 2,500
香川県 綾川町 川端自治会 油単他コミュニティ活動備品の整備 2,500
香川県 琴平町 阿波町北連合自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
香川県 多度津町 修理免自治会 油単他コミュニティ活動備品の整備 2,300
香川県 まんのう町 仲南町買田自治会 獅子頭他コミュニティ活動備品の整備 2,400
香川県 まんのう町 皆野自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
愛媛県 松山市 高木町内会 コミュ二ティ活動備品の整備 2,500
愛媛県 松山市 孝子桜連合町内会 コミュ二ティ活動備品の整備 2,500
愛媛県 松山市 松山市西長戸町内会 コミュ二ティ活動備品の整備 2,200
愛媛県 松山市 八反地区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛媛県 松山市 南持田町内会 コミュ二ティ活動備品の整備 2,500
愛媛県 今治市 矢矧獅子舞・にわか保存会 コミュ二ティ活動備品の整備 2,200
愛媛県 八幡浜市 穴井御神輿保存会 コミュ二ティ活動備品の整備 2,500
愛媛県 新居浜市 惣開校区連合自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛媛県 新居浜市 多喜浜校区連合自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛媛県 西条市 八幡自治会 屋外放送設備の整備 1,600
愛媛県 大洲市 菅田自治会 遊具の整備 2,500
愛媛県 大洲市 久米自治会 コミュ二ティ活動備品の整備 2,500
愛媛県 伊予市 灘町Ｂ広報区 コミュ二ティ活動備品の整備 1,200
愛媛県 四国中央市 下天満自治協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,200
愛媛県 四国中央市 山下町自治会 コミュ二ティ活動備品の整備 2,500
愛媛県 東温市 奥松瀬川区 コミュ二ティ活動備品の整備 2,500
愛媛県 東温市 西岡区協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,000
愛媛県 上島町 生名地区自治会 コミュ二ティ活動備品の整備 1,900
愛媛県 松前町 北川原区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
愛媛県 砥部町 玉谷区 コミュ二ティ活動備品の整備 2,500
愛媛県 内子町 南山自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,200
愛媛県 愛南町 貝塚地区 コミュ二ティ活動備品の整備 2,500
高知県 高知市 西薊野地域コミュニティ推進会議 屋外放送設備の整備 2,300
高知県 高知市 西畑自治会 ベンチの整備 2,100
高知県 南国市 浜田公民館 屋外放送設備の整備 1,200
高知県 宿毛市 内外ノ浦地区 神輿の整備 2,500
高知県 宿毛市 東団地自治会 屋外放送設備の整備 1,700
高知県 宿毛市 坂ノ下地区 神輿の整備 2,500
高知県 宿毛市 福良地区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
高知県 土佐清水市 竜串部落 コミュニティ活動備品の整備 1,700
高知県 土佐清水市 土佐清水市養老地区 コミュニティ活動備品の整備 1,400
高知県 土佐清水市 下川口浦部落 神輿の整備 2,500
高知県 四万十市 山路地区 神輿の整備 2,500
高知県 四万十市 蕨岡内川自治会 神輿の整備 2,500
高知県 四万十市 大用区 神輿の整備 2,500
高知県 仁淀川町 長者地域 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,300
高知県 四万十町 志和郷分地区自治会 櫓他コミュニティ活動備品の整備 2,300
高知県 四万十町 桧生原自治会 太鼓の修繕他コミュニティ活動備品の整備 1,800
高知県 大月町 赤泊区 神輿の整備 2,500
高知県 三原村 三原村 法被の整備 2,500
高知県 三原村 成山部落会 複合機他コミュニティ活動備品の整備 1,200
高知県 黒潮町 白浜地区 机他コミュニティ活動備品の整備 2,500
福岡県 大牟田市 茶屋の原公民館 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
福岡県 久留米市 獅焔太鼓 太鼓の整備 2,500
福岡県 久留米市 青峰校区まちづくり振興会 音響設備の整備 1,200
福岡県 飯塚市 乙丸獅子舞保存会 獅子頭他コミュニティ活動備品の整備 2,500
福岡県 田川市 番田町区 コミュ二ティ活動備品の整備 2,500
福岡県 八女市 田本自治会 掲示板の設置 1,200
福岡県 筑後市 下妻校区コミュニティ協議会 輪転機他コミュニティ活動備品の整備 2,100
福岡県 大川市 田口コミュニティ協議会 印刷機他コミュニティ活動備品の整備 2,500
福岡県 豊前市 赤熊地区 神輿の修繕 2,500
福岡県 中間市 中間市 パソコン他コミュニティ活動備品の整備 1,700
福岡県 小郡市 三国小学校区協働のまちづくり協議会 ステージ他コミュニティ活動備品の整備 2,200
福岡県 筑紫野市 鳥居区町内会 スピーカー他コミュニティ活動備品の整備 1,300
福岡県 春日市 光町地区自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
福岡県 大野城市 大野城市 複合機他コミュニティ活動備品の整備 2,500
福岡県 宗像市 玄海地区コミュニティ運営協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
福岡県 太宰府市 長浦台区自治会 テント他コミュ二ティ活動備品の整備 2,400
福岡県 福津市 神輿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
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福岡県 うきは市 うきは市 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
福岡県 宮若市 二坑自治会 ストーブ他コミュニティ活動備品の整備 1,800
福岡県 嘉麻市 新道行政区 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 1,900
福岡県 朝倉市 甘木地区コミュニティ協議会 音響設備の整備 1,900
福岡県 みやま市 堀切区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
福岡県 糸島市 一貴山行政区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
福岡県 那珂川市 松原区自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
福岡県 篠栗町 ベンタナヒルズ区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
福岡県 志免町 志免町別府二町内会和太鼓部 太鼓の整備 2,500
福岡県 粕屋町 華凜 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
福岡県 芦屋町 粟屋区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
福岡県 水巻町 頃末南区自治会 櫓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
福岡県 鞍手町 大池区 コミュニティ活動備品の整備 2,400
福岡県 大刀洗町 大刀洗町憩いの園大堰交流センター管理運営委員会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
福岡県 広川町 長延行政区 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 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,300
福岡県 福智町 上金田行政区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
福岡県 上毛町 西友枝体験交流センター運営委員会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
福岡県 築上町 寒田自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,200
佐賀県 佐賀市 上大津地区自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
佐賀県 唐津市 西唐津二丁目町内会 太鼓の整備 2,500
佐賀県 鳥栖市 宿区 コミュニティ活動備品の整備 1,400
佐賀県 多久市 横柴折区 コミュニティ活動備品の整備 2,400
佐賀県 伊万里市 伊万里太鼓の会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,000
佐賀県 武雄市 三間坂区 コミュ二ティ活動備品の整備 2,500
佐賀県 鹿島市 江福区 コミュニティ活動備品の整備 1,800
佐賀県 小城市 小城本町区 ステージの整備 2,400
佐賀県 嬉野市 三ケ崎区 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
佐賀県 神埼市 迎島自治会 遊具他コミュニティ活動備品の整備 1,700
佐賀県 吉野ケ里町 坂本地区 コミュニティ活動備品の整備 2,000
佐賀県 基山町 基山町第５区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
佐賀県 上峰町 上峰太鼓 太鼓の整備 2,500
佐賀県 玄海町 外津区 座卓他コミュニティ活動備品の整備 1,100
佐賀県 玄海町 新田区自治会 エアコンの整備 2,500
佐賀県 有田町 第６区 コミュ二ティ活動備品の整備 2,500
佐賀県 有田町 仏ノ原区 遊具の整備 2,300
佐賀県 大町町 千場区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,400
佐賀県 江北町 平山区自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,900
佐賀県 白石町 嘉瀬川区 コミュニティ活動備品の整備 2,300
長崎県 長崎市 鶴見台自治会 机他コミュニティ活動備品の整備 2,100
長崎県 長崎市 魚の町自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,300
長崎県 佐世保市 大岳台町公民館 ステージの整備 2,500
長崎県 佐世保市 日宇町一組自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,400
長崎県 島原市 島原七万石を踊る会 コミュニティ活動備品の整備 2,200
長崎県 島原市 北浦町内会 コミュニティ活動備品の整備 1,800
長崎県 諫早市 平山町浮立保存会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
長崎県 大村市 みうら勘作会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
長崎県 平戸市 田平権現太鼓保存会 太鼓の整備 2,500
長崎県 平戸市 薄香浦地区自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
長崎県 松浦市 梶の葉団地自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
長崎県 壱岐市 石田町自治公民館連絡協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
長崎県 五島市 玉之浦まちづくり協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,300
長崎県 西海市 向島郷会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,300
長崎県 南島原市 吉川伝統芸能保存会 コミュニティ活動備品の整備 2,300
長崎県 南島原市 北有馬町郷土芸能保存会 コミュニティ活動備品の整備 2,000
長崎県 長与町 長与町ペーロン保存会 コミュニティ活動備品の整備 2,200
長崎県 東彼杵町 木場自治会 机他コミュニティ活動備品の整備 1,300
長崎県 川棚町 西白石自治会 コミュニティ活動備品の整備整備 2,500
長崎県 波佐見町 小樽郷自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,200
長崎県 新上五島町 上五島神楽保存会 コミュニティ活動備品の整備 1,600
熊本県 八代市 泉まちづくり協議会 ステージ等の整備 2,500
熊本県 八代市 八代校区住民自治協議会 コミュニティ活動備品の整備 1,600
熊本県 人吉市 人吉市 プリンター他コミュニティ活動備品の整備 2,400
熊本県 荒尾市 菰屋区 太鼓の整備 1,200
熊本県 水俣市 水俣市２３区自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,300
熊本県 山鹿市 上吉田区 屋外放送設備の整備 2,500
熊本県 菊池市 平区自治会 屋外放送設備の整備 2,500
熊本県 宇土市 直築区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,400
熊本県 上天草市 葛崎地区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
熊本県 宇城市 塚原区自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,000
熊本県 阿蘇市 北黒川区 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
熊本県 阿蘇市 南黒川区 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 上西河原区公民館 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,000
熊本県 阿蘇市 小倉区 テレビ他コミュニティ活動備品の整備 2,500
熊本県 天草市 嵐口春日太鼓保存会 太鼓の整備 2,500
熊本県 合志市 江良区 屋外放送設備の整備 2,500
熊本県 長洲町 下東区自治会 屋外放送設備の整備 2,500
熊本県 和水町 前原区 コミュニティ活動備品の整備 2,100
熊本県 大津町 小林区 屋外放送設備の整備 2,500
熊本県 菊陽町 菊陽町三里木区 屋外放送設備の整備 2,500
熊本県 嘉島町 下六嘉区 掲示板他コミュニティ活動備品の整備 1,500
熊本県 益城町 堂園区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
熊本県 山都町 火伏太鼓保存会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 1,500
熊本県 芦北町 田川区 エアコンの整備 1,100
熊本県 津奈木町 古中尾自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,000
熊本県 錦町 錦町第８分館 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,400
熊本県 多良木町 野添公民分館会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,400
熊本県 山江村 西川内自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,300
熊本県 苓北町 苓北町都呂々1区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,800
大分県 大分市 上八幡自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
大分県 大分市 日吉子供神楽保存会 コミュニティ活動備品の整備 2,300
大分県 別府市 別府秋葉神社お祭り会 神輿の整備 2,500
大分県 中津市 三光周辺地域振興対策推進会議 コミュニティ活動備品の整備 2,500
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大分県 日田市 城町２丁目自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
大分県 日田市 誠和町自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
大分県 佐伯市 とがむれこども太鼓保存会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
大分県 佐伯市 羽出地区 法被他コミュニティ活動備品の整備 1,000
大分県 臼杵市 三重野区自治会 獅子舞用備品他コミュニティ活動備品の整備 1,100
大分県 津久見市 保戸島区長会 ステージの整備 2,500
大分県 竹田市 二又自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
大分県 宇佐市 四日市上町区 山車の整備 2,500
大分県 宇佐市 上拝田自治区 コミュニティ活動備品の整備 1,000
大分県 豊後大野市 上田原区伝統芸能保存会 コミュニティ活動備品の整備 2,400
大分県 豊後大野市 大化獅子・白熊保存会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
大分県 国東市 下次郎丸区 椅子他コミュニティ活動備品の整備 1,900
大分県 国東市 浜崎区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,600
大分県 日出町 一北区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,000
大分県 九重町 つなぐｐｒｏｊｅｃｔ コミュニティ活動備品の整備 2,500
大分県 玖珠町 八幡地区自治組織運営協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮崎県 宮崎市 青島７区自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,300
宮崎県 都城市 並木自治公民館 屋外放送設備の設備 2,500
宮崎県 延岡市 川島公民館 屋外放送設備の整備 2,500
宮崎県 延岡市 若葉北区公民館 屋外放送設備の整備 2,500
宮崎県 日南市 伊十川自治公民館 屋外放送設備の整備 2,500
宮崎県 日南市 向原区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,000
宮崎県 小林市 坂元区 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮崎県 日向市 羽坂区公民館 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,400
宮崎県 串間市 長野自治会 屋外放送設備の整備 2,500
宮崎県 西都市 妻南地域づくり協議会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮崎県 三股町 高畑自治公民館 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 1,800
宮崎県 高原町 下後川内自治公民館 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,200
宮崎県 国富町 木脇馬場区 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,100
宮崎県 高鍋町 雲雀山自治公民館 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,100
宮崎県 新富町 軍瀬地区 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮崎県 西米良村 西米良村 コミュニティ活動備品の整備 1,700
宮崎県 木城町 比木自治公民館 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮崎県 都農町 立野自治会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮崎県 門川町 東栄町区 コミュ二ティ活動備品整備 2,500
宮崎県 椎葉村 上椎葉公民館 椅子他コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮崎県 美郷町 渡川地区自治公民館 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮崎県 高千穂町 五ヶ村公民館 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,300
宮崎県 日之影町 日之影町 コミュニティ活動備品の整備 2,500
宮崎県 五ヶ瀬町 第２区公民館 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,100
鹿児島県 鹿児島市 西谷山コミュニティ協議会 コミュニティ活動備品の整備 1,700
鹿児島県 鹿屋市 海道町内会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
鹿児島県 鹿屋市 天神町内会 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,000
鹿児島県 枕崎市 中原公民館 テレビ他コミュニティ活動備品の整備 2,400
鹿児島県 出水市 本町（高尾野）自治会 屋外放送設備の整備 2,500
鹿児島県 出水市 昭興自治会 屋外放送設備の整備 2,500
鹿児島県 指宿市 宮自治公民館 コミュニティ活動備品の整備 2,500
鹿児島県 西之表市 国上区 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,100
鹿児島県 垂水市 垂水市 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,400
鹿児島県 薩摩川内市 鹿島地区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 1,400
鹿児島県 日置市 永吉中央自治会 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 正ヶ峯地区公民館 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 1,400
鹿児島県 南さつま市 坊之浜自治公民館 神輿の修繕他コミュニティ活動備品の整備 2,500
鹿児島県 南さつま市 有木自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
鹿児島県 志布志市 田之浦校区公民館 コミュニティ活動備品の整備 2,500
鹿児島県 志布志市 通山校区公民館 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,400
鹿児島県 奄美市 石原集落会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
鹿児島県 南九州市 佃自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,200
鹿児島県 姶良市 宇都自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
鹿児島県 三島村 片泊地区会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
鹿児島県 さつま町 二渡区公民館 コミュニティ活動備品の整備 2,000
鹿児島県 湧水町 竹迫自治会 屋外放送設備の整備 2,500
鹿児島県 湧水町 東中下場地区 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 1,700
鹿児島県 錦江町 瀬戸山自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,200
鹿児島県 錦江町 宿利原自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,400
鹿児島県 肝付町 荒瀬振興会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,300
鹿児島県 屋久島町 永久保区 テレビ他コミュニティ活動備品の整備 2,500
鹿児島県 宇検村 部連集落会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,400
鹿児島県 龍郷町 幾里集落 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
鹿児島県 喜界町 志戸桶東部集落 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500
鹿児島県 徳之島町 北区自治会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500
鹿児島県 天城町 大津川集落 コミュニティ活動備品の整備 2,500
鹿児島県 伊仙町 佐弁集落自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
鹿児島県 和泊町 谷山字 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,200
鹿児島県 知名町 下城字 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 古里自治公民館 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 立長自治公民館 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
沖縄県 宜野湾市 愛知区自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
沖縄県 石垣市 石垣市 椅子他コミュニティ活動備品の整備 1,500
沖縄県 浦添市 小湾自治会 複合機他コミュニティ活動備品の整備 2,500
沖縄県 名護市 名護市 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
沖縄県 糸満市 福地自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,300
沖縄県 うるま市 うるま市 椅子他コミュニティ活動備品の整備 2,500
沖縄県 宮古島市 島尻自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,300
沖縄県 南城市 南城市 コピー機他コミュニティ活動備品の整備 2,500
沖縄県 国頭村 辺土名公民館 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,400
沖縄県 大宜味村 白浜区 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,400
沖縄県 東村 東村 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,200
沖縄県 本部町 新里区 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
沖縄県 恩納村 前兼久区自治会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 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 1,700
沖縄県 北谷町 栄口区自治会 ステージ他コミュニティ活動備品の整備 2,500
沖縄県 西原町 徳佐田自治会 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
助成決定額
（千円）

沖縄県 与那原町 与那原町 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,400
沖縄県 伊平屋村 島尻自治会 冷蔵庫他コミュニティ活動備品の整備 2,500
沖縄県 伊是名村 伊是名村 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
沖縄県 久米島町 西銘戸主会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,400
合計 1305団体 2,867,700
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平成３１年度コミュニティ助成金決定額
（コミュニティセンター助成金）

都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成決定額
（千円）

北海道 室蘭市 母恋北町町会 コミュニティセンターの建設 15,000
北海道 中札内村 共栄 コミュニティセンターの建設 7,600
青森県 十和田市 中矢町内会 コミュニティセンターの建設 11,400
岩手県 盛岡市 長橋町自治会 コミュニティセンターの建設 14,000
岩手県 久慈市 久慈湊小学校前町内会 コミュニティセンターの建設 6,900
岩手県 奥州市 原体自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
宮城県 石巻市 垂水町町内会 コミュニティセンターの建設 15,000
宮城県 利府町 青山町内会 コミュニティセンターの建設 15,000
宮城県 美里町 上二郷１行政区 コミュニティセンターの建設 14,900
秋田県 横手市 西原自治会 コミュニティセンターの建設 5,500
秋田県 湯沢市 大島町内会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 9,700
秋田県 大仙市 下淀川北部集落自治会 コミュニティセンターの建設 9,000
山形県 鶴岡市 文下町内会 コミュニティセンターの建設 15,000
山形県 南陽市 新田区 コミュニティセンターの建設 10,300
山形県 中山町 向新田町内会 コミュニティセンターの建設 10,700
福島県 伊達市 平自治会 コミュニティセンターの建設 13,100
福島県 猪苗代町 島田区 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 11,700
福島県 浅川町 滝輪１区行政区 コミュニティセンターの建設 8,000
茨城県 鹿嶋市 緑区 コミュニティセンターの建設 14,400
茨城県 潮来市 二丁目区 コミュニティセンターの建設 11,800
茨城県 美浦村 土浦地区 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 13,700
栃木県 小山市 六軒自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 10,200
栃木県 小山市 中高椅自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
栃木県 さくら市 さくら市柿木澤行政区自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 13,300
群馬県 前橋市 東ローズタウン自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
群馬県 高崎市 寺尾町第二町内会 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 伊勢崎市日乃出町神谷区 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 15,000
埼玉県 飯能市 原町自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
千葉県 富津市 二間塚区 コミュニティセンターの建設 15,000
千葉県 八街市 住野区 コミュニティセンターの建設 15,000
千葉県 香取市 上谷津区 コミュニティセンターの建設 9,700
東京都 町田市 三輪町第一住宅自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 8,100
神奈川県 小田原市 小田原市穴部自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
神奈川県 三浦市 西海上区 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 11,500
神奈川県 厚木市 ひばり自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
新潟県 新発田市 竹園自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 10,600
新潟県 燕市 殿島一丁目自治会 コミュニティセンターの建設 9,800
新潟県 阿賀野市 村岡自治会 コミュニティセンターの建設 14,500
富山県 富山市 掛尾町町内会 コミュニティセンターの建設 15,000
富山県 魚津市 火の宮会館自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 10,700
富山県 滑川市 本江町内会 コミュニティセンターの建設 15,000
石川県 輪島市 光浦町 コミュニティセンターの建設 9,900
石川県 白山市 矢頃島町町内会 コミュニティセンターの建設 15,000
石川県 野々市市 三日市町内会 コミュニティセンターの建設 15,000
福井県 福井市 寺前町自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
福井県 勝山市 比島区 コミュニティセンターの建設 15,000
福井県 永平寺町 松岡吉野区自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
山梨県 甲府市 参道自治会 コミュニティセンターの建設 8,400
山梨県 大月市 下和田区自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
山梨県 甲斐市 大屋敷区自治会 コミュニティセンターの建設 12,400
長野県 松本市 南方町会 コミュニティセンターの建設 15,000
長野県 上田市 日向区 コミュニティセンターの建設 15,000
長野県 大町市 旭町自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 15,000
岐阜県 土岐市 土岐市肥田町下肥田区・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 吉田区 コミュニティセンターの建設 15,000
岐阜県 養老町 西小倉区会 コミュニティセンターの建設 15,000
静岡県 富士宮市 山宮２区 コミュニティセンターの建設 15,000
静岡県 磐田市 赤池自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
静岡県 菊川市 打上自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 15,000
愛知県 一宮市 浮野町内会 コミュニティセンターの建設 15,000
愛知県 豊明市 中川自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 15,000
愛知県 清須市 問屋町町内会 コミュニティセンターの建設 15,000
三重県 松阪市 駅部田町自治連絡協議会 コミュニティセンターの建設 15,000
三重県 名張市 薦生区 コミュニティセンターの建設 15,000
三重県 多気町 長谷区自治会 コミュニティセンターの建設 12,000
滋賀県 彦根市 上平流町内会 コミュニティセンターの建設 15,000
滋賀県 近江八幡市 丸の内町自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
滋賀県 甲賀市 西内貴区 コミュニティセンターの建設 15,000
京都府 福知山市 小牧地縁団体 コミュニティセンターの建設 13,700
京都府 京丹後市 河辺区 コミュニティセンターの建築 15,000
大阪府 岸和田市 中北町会 コミュニティセンターの建設 15,000
大阪府 門真市 常磐町自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
大阪府 藤井寺市 北岡地区会 コミュニティセンターの建設 15,000
兵庫県 三田市 西区 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 10,000
兵庫県 淡路市 志筑西谷町内会 コミュニティセンターの建設 13,700
兵庫県 佐用町 上長尾自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 8,200
奈良県 大和郡山市 南市場自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 13,400
奈良県 平群町 下垣内自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 15,000
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都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成決定額
（千円）

和歌山県 橋本市 小田区 コミュニティセンターの建設 15,000
和歌山県 田辺市 下村区 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 15,000
和歌山県 日高川町 伊藤川区 コミュニティセンターの建設 9,300
鳥取県 鳥取市 小倉部落 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 9,700
鳥取県 米子市 中島自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 15,000
鳥取県 岩美町 浜浦富地区自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
島根県 奥出雲町 原口自治会 コミュニティセンターの大規模修繕 2,000
岡山県 備前市 伊部片口団地町内会 コミュニティセンターの建設 13,400
広島県 尾道市 大町地区町内会 コミュニティセンターの建設 11,100
広島県 廿日市市 ふじタウン自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
広島県 世羅町 田打振興会 コミュニティセンターの建設 15,000
山口県 下関市 妻月自治会 コミュニティセンターの建設 5,100
徳島県 阿南市 長生町上荒井協議会 コミュニティセンターの建設 7,700
香川県 三豊市 円道自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 11,300
香川県 小豆島町 日方自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 15,000
香川県 多度津町 東白方本村自治会 コミュニティセンターの建設 14,500
愛媛県 新居浜市 宇高自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
愛媛県 西条市 北浜連合自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
愛媛県 西予市 嘉喜尾地区 コミュニティセンターの建設 15,000
高知県 高知市 重倉地区会 コミュニティセンターの建設 7,500
高知県 越知町 柚ノ木集落 コミュニティセンターの建設 12,900
福岡県 糸島市 岐志浜区自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 11,800
福岡県 鞍手町 立林区自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
福岡県 筑前町 中牟田町区 コミュニティセンターの建設 15,000
佐賀県 唐津市 中原区町内会 コミュニティセンターの建設 15,000
佐賀県 武雄市 新町区 コミュニティセンターの建設 12,000
佐賀県 白石町 牛屋東分下公民館 コミュニティセンターの建設 14,600
長崎県 佐世保市 西天神町公民館 コミュニティセンターの建設 15,000
長崎県 松浦市 坂野地区自治会 コミュニティセンターの大規模修繕 11,800
長崎県 壱岐市 壱岐市芦辺町箱崎中山触公民館 コミュニティセンターの建設 9,100
熊本県 人吉市 人吉市西間上町内会 コミュニティセンターの建設 15,000
熊本県 菊池市 伊萩自治会 コミュニティセンターの建設 14,900
熊本県 阿蘇市 蔵原区自治会 コミュニティセンターの建設 15,000
大分県 竹田市 上川床自治会 コミュニティセンタ－の建設 9,300
大分県 杵築市 藤ノ川区 コミュニティセンターの建設 14,000
大分県 豊後大野市 下赤嶺中の原地区自治会 コミュニティセンタ－の建設と備品の整備 15,000
宮崎県 都城市 山野原自治公民館 コミュニティセンターの建設 15,000
宮崎県 日向市 曽根区 コミュニティセンターの建設 15,000
宮崎県 西都市 尾八重自治公民館 コミュニティセンターの建設 8,900
鹿児島県 鹿児島市 西菖蒲谷町内会 コミュニティセンターの建設 15,000
鹿児島県 薩摩川内市 乗越自治会 コミュニティセンターの建設 12,300
鹿児島県 霧島市 陵北地区自治公民館 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 11,700
合計 120団体 1,567,700
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平成３１年度コミュニティ助成金決定額
（地域防災組織育成助成金　区分ア）

都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成決定額
（千円）

北海道 室蘭市 楽山ヶ丘自治会自主防災会 発電機の整備 800
北海道 苫小牧市 山手北光町内会 発電機他防災資機材の整備 600
北海道 北広島市 北広島市東共栄第二自治会 発電機他防災資機材の整備 700
北海道 美深町 美深町第４自治会 発電機の整備 600
青森県 三沢市 松園町一丁目自主防災会 防災資機材の整備 1,900
青森県 むつ市 蛎崎地区会自主防災組織 防災資機材の整備 800
青森県 平川市 荒田町会 防災資機材の整備 400
青森県 田舎館村 垂柳自主防災会 防災資機材の整備 2,000
岩手県 花巻市 中根子自主防災会 発電機他防災資機材の整備 600
岩手県 久慈市 北の越自主防災会 発電機他防災資機材の整備 2,000
岩手県 八幡平市 八幡平市寺田地域振興協議会 発電機他防災資機材の整備 2,000
岩手県 洋野町 宿戸地区会 テント他防災資機材の整備 1,500
宮城県 気仙沼市 気仙沼市 防災資機材の整備 2,000
宮城県 多賀城市 鶴ケ谷親和会 トランシーバーの整備 1,100
宮城県 柴田町 第１１Ｂ区防災組織 トランシーバー他防災資機材の整備 1,800
宮城県 美里町 北浦地区自主防災組織連合会 移動かまど他防災資機材の整備 1,900
秋田県 横手市 松田自主防災会 防災資機材の整備 1,100
秋田県 五城目町 矢場崎自主防災会 防災資機材の整備 1,500
秋田県 五城目町 大川町内会自主防災会 防災資機材の整備 1,900
秋田県 美郷町 笹巻地域自主防災組織 防災資機材の整備 2,000
山形県 鶴岡市 鶴岡市藤島地区自治振興会 携帯型無線機の整備 1,800
山形県 上山市 阿弥陀地防災会 防災資機材の整備 2,000
山形県 南陽市 南町上地区自主防災会 非常用発電機の整備 2,000
山形県 川西町 大塚地区社会を明るくする協議会 防災資機材の整備 400
福島県 須賀川市 吉美根区防災会 テント他防災資機材の整備 2,000
福島県 会津坂下町 村田区自主防災組織 テント他防災資機材の整備 1,200
福島県 会津坂下町 福原区 テント他防災資機材の整備 400
福島県 石川町 荒町自治会 消防用ホース他防災資機材の整備 400
茨城県 古河市 松原町自治会自主防災会 防災資機材の整備 2,000
茨城県 結城市 結城市北西部自主防災会 防災資機材の整備 2,000
茨城県 大子町 下野宮西区自主防災会 防災資機材の整備 2,000
茨城県 河内町 河内町長竿上組自主防災会 防災資機材の整備 1,100
栃木県 栃木市 平川自治会自主防災会 防災資機材の整備 2,000
栃木県 佐野市 佐野市 テント他防災資機材の整備 2,000
栃木県 鹿沼市 鹿沼市 チェーンソー他防災資機材の整備 2,000
栃木県 日光市 日光市 テント他防災資機材の整備 2,000
群馬県 藤岡市 美原地区自主防災会 防災資機材の整備 2,000
群馬県 みどり市 みどり市笠懸町第4区自主防災会 防災資機材の整備 2,000
群馬県 みどり市 みどり市大間々町第三区自主防災協力会 防災資機材の整備 2,000
群馬県 大泉町 寄木戸北防災会 防災資機材の整備 2,000
埼玉県 上尾市 上尾市自主防災連合会連絡協議会 発電機の整備 2,000
埼玉県 富士見市 つるせ台小学校区防災連絡会 トランシーバーの整備 500
埼玉県 白岡市 白岡３区原ケ井戸南公園自主防災会 防災資機材の整備 300
埼玉県 上里町 西金自主防災会 可搬式消防ポンプ他防災資機材の整備 1,300
埼玉県 松伏町 ゆめみ野第４自治会自主防災会 テント他防災資機材の整備 800
千葉県 流山市 コープ野村南流山壱番街自主防災会 防災資機材の整備 1,500
千葉県 一宮町 一宮町綱田区自主防災会 防災資機材の整備 1,900
千葉県 栄町 安食台四丁目自主防災会 防災資機材の整備 900
千葉県 八千代市 ゆりのき台８丁目自治会防災会 防災資機材の整備 1,900
東京都 台東区 柳橋防災団 小型ポンプ他防災資機材の整備 1,200
東京都 板橋区 蓮沼西町会住民防災組織 防災資機材の整備 2,000
東京都 立川市 立川市 アポロキャップの整備 1,300
東京都 日野市 新石自治会 防災資機材の整備 1,900
神奈川県 厚木市 上落合自治会 テント他防災資機材の整備 2,000
神奈川県 伊勢原市 西沼目自主防災会 テント他防災資機材の整備 2,000
神奈川県 座間市 広野台地区自主防災会連絡協議会 テント他防災資機材の整備 2,000
神奈川県 松田町 松田町神山自主防災会 消防可搬ポンプの整備 2,000
新潟県 新発田市 滝自主防災部会 可搬式消防ポンプ他防災資機材の整備 2,000
新潟県 小千谷市 池中新田自主防災会 防災用カクメット他防災資機材の整備 400
新潟県 佐渡市 八幡・銀杏の会 発電機他防災資機材の整備 1,700
新潟県 弥彦村 大戸集落会 防災資機材の整備 2,000
富山県 高岡市 赤丸地区自主防災組織連絡協議会 防災資機材の整備 2,000
富山県 高岡市 東五位校下自主防災組織連絡協議会 防災資機材の整備 2,000
富山県 砺波市 庄下地区自主防災会 防災資機材の整備 2,000
富山県 射水市 緑ヶ丘自主防災会 防災資機材の整備 1,100
石川県 小松市 蓑輪町自主防災推進委員会 発電機他防災資機材の整備 2,000
石川県 輪島市 輪島市三井町洲衛防災組織 小型動力ポンプ他防災資機材の整備 800
石川県 加賀市 動橋地区自主防災会 発電機他防災資機材の整備 2,000
石川県 野々市市 二日市町自主防災会 小型消防ポンプ他防災資機材の整備 2,000
石川県 穴水町 伊久留自警団 小型動力ポンプ他防災資機材の整備 900
福井県 勝山市 北西俣区自主防災組織 発電機他防災資機材の整備 2,000
福井県 越前市 北日野地区自治振興会 移動かまど他防災資機材の整備 2,000
福井県 坂井市 折戸区 可搬消防ポンプ他防災資機材の整備 2,000
福井県 美浜町 興道寺区自主防災組織 投光器他防災資機材の整備 1,900
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福井県 高浜町 音海自主防災会 投光器他防災資機材の整備 1,900
山梨県 韮崎市 韮崎市 防災資機材の整備 1,900
山梨県 甲州市 勝沼地区自主防災会 防災資機材の整備 2,000
山梨県 中央市 リバーサイド第３自主防災会 防災資機材の整備 2,000
山梨県 身延町 元町区自主防災会 防災資機材の整備 2,000
山梨県 道志村 野原自主防災会 防災資機材の整備 2,000
長野県 長野市 七二会地区自主防災組織連絡協議会 初期消火用具の整備 2,000
長野県 松本市 横田第七町会防災会 防災資機材の整備 900
長野県 飯田市 上久堅地区自主防災会 デジタル無線機他防災資機材の整備 2,000
長野県 千曲市 打沢自衛消防団 防災資機材の整備 1,800
長野県 安曇野市 矢原区自主防災会 防災資機材の整備 2,000
岐阜県 岐阜市 長森東自主防災隊 防災資機材の整備 2,000
岐阜県 羽島市 竹鼻町自治委員会 防災資機材の整備 500
岐阜県 山県市 蛍ヶ丘自治会 防災資機材の整備 2,000
岐阜県 下呂市 下呂市小坂町落合区自主防災組織 防災資機材の整備 2,000
岐阜県 輪之内町 大吉新田区自主防災隊 ホース格納庫、消火栓用ホースの整備 900
静岡県 三島市 押切自主防災会 テント他防災資機材の整備 1,900
静岡県 伊東市 岡区自主防災会 簡易無線機他防災資機材の整備 1,900
静岡県 牧之原市 牧之原南自主防災会 防災資機材の整備 1,100
静岡県 河津町 梨本区会 簡易無線機他防災資機材の整備 700
静岡県 吉田町 片岡下自主防災会 発電機他防災資機材の整備 1,300
愛知県 高浜市 高浜の防災を考える市民の会 発電機他防災資機材の整備 1,400
愛知県 北名古屋市 グリーンシティ自主防災会 防災資機材の整備 2,000
愛知県 東浦町 東浦町 飲料水生成機の整備 900
愛知県 美浜町 小野浦区自主防災会 テント他防災資機材の整備 1,800
三重県 いなべ市 市之原自治会 可搬式消防ポンプ他防災資機材の整備 2,000
三重県 南伊勢町 田曽浦区自主防災会 テントの整備 1,900
三重県 四日市市 あさけが丘連絡協議会自主防災隊 防災用放送設備の整備 1,900
三重県 松阪市 川井町西自治会 リヤカー他防災資機材の整備 2,000
滋賀県 彦根市 芹橋二丁目自主防災会 ストレッチャー他防災資機材の整備 2,000
滋賀県 長浜市 八戸地縁自治会 可搬式ポンプの整備 2,000
滋賀県 竜王町 西川自治会 車椅子他防災資機材の整備 2,000
滋賀県 甲良町 法養寺区 可搬式ポンプの整備 1,900
京都府 城陽市 城陽市 防災資機材の整備 2,000
京都府 向日市 物集女町自主防災会 防災資機材の整備 500
京都府 八幡市 柿ヶ谷自主防災隊 テント他防災資機材の整備 400
京都府 京田辺市 一休ヶ丘自主防災会 防災資機材の整備 900
京都府 与謝野町 四辻自治区 発電機他防災資機材の整備 1,800
大阪府 高槻市 高槻自主防災組織連絡会 防災資機材の整備 2,000
大阪府 富田林市 富田林市自主防災組織連合会 防災資機材の整備 2,000
大阪府 東大阪市 縄手南校区自主防災会 防災資機材の整備 2,000
大阪府 泉南市 新家東区いずみ台分区防災会 防災資機材の整備 2,000
大阪府 四條畷市 四條畷市自主防災組織ネットワーク会 防災資機材の整備 2,000
兵庫県 西脇市 下戸田自治会（区）自主防災会 発電機他防災資機材の整備 2,000
兵庫県 宝塚市 西谷地区まちづくり協議会 発電機の整備 1,100
兵庫県 高砂市 緑丘自主防災会 発電機他防災資機材の整備 500
兵庫県 篠山市 岡野ふるさとづくり協議会 発電機防災資機材の整備 700
兵庫県 市川町 市川町 防災資機材の整備 2,000
奈良県 奈良市 西大寺北地区自主防災防犯会 防災資機材の整備 500
奈良県 大和高田市 北敷島町自主防災会 防災資機材の整備 500
奈良県 大和郡山市 矢田山町第五自主防災会 発電機他防災資機材の整備 2,000
奈良県 天理市 蔵之庄町自主防災組織 防災用放送設備他防災資機材の整備 900

和歌山県 海南市 横山自主防災会 発電機他防災資機材の整備 2,000
和歌山県 御坊市 学園前町内会自主防災会 防災資機材の整備 500
和歌山県 田辺市 若宮町自主防災会 防災資機材の整備 1,700
和歌山県 上富田町 岩崎自主防災会 発電機の整備 2,000
鳥取県 鳥取市 城北地区防災対策協議会 移動かまどの整備 400
鳥取県 倉吉市 大原自治公民館 ヘルメット他防災資機材の整備 2,000
鳥取県 境港市 小篠津町自治会 担架他防災資機材の整備 2,000
鳥取県 伯耆町 坂長区 防災資機材の整備 300
島根県 出雲市 阿宮地区災害対策委員会 防災資機材の整備 400
島根県 大田市 川合町自主防災会協議会 防災資機材の整備 2,000
島根県 雲南市 雲見の里いいし 防災資機材の整備 2,000
島根県 隠岐の島町 久見区 防災資機材の整備 1,900
岡山県 津山市 知和自治団防災・防犯会 防災資機材の整備 2,000
岡山県 玉野市 白石地区自治会自主防災会 防災資機材の整備 2,000
岡山県 井原市 花滝自主防災会 防災資機材の整備 2,000
岡山県 和気町 小坂区 防災資機材の整備 900
広島県 三原市 三原ダイヤハイツ自治会自主防災会 発電機他防災資機材の整備 900
広島県 庄原市 竹森自主防災会 防災資機材の整備 1,200
広島県 大竹市 谷和自治会 防災資機材の整備 600
広島県 江田島市 飛渡瀬自主防災会 防災資機材の整備 1,900
広島県 府中町 柳ヶ丘第２町内会 防災資機材の整備 700
山口県 周南市 生きがいのある須金をつくる会 防災資機材の整備 2,000
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山口県 平生町 宇佐木コミュニティ協議会 防災資機材の整備 2,000
徳島県 徳島市 津田新浜地区自主防災会連絡協議会 防災資機材の整備 2,000
徳島県 鳴門市 段関地区自主防災会 防災資機材の整備 2,000
徳島県 三好市 南新町東自治会自主防災会 防災資機材の整備 900
徳島県 美波町 戎町自主防災会 防災資機材の整備 2,000
徳島県 北島町 老門東自主防災会 防災資機材の整備 900
香川県 高松市 亀阜校区自主防災会連絡協議会 防災資機材の整備 2,000
香川県 さぬき市 南川自主防災会 防災資機材の整備 1,700
香川県 土庄町 黒岩自治会 防災資機材の整備 1,700
香川県 小豆島町 神浦地区自主防災会 防災資機材の整備 2,000
香川県 三木町 正一・川原井自主防災会 防災資機材の整備 2,000
愛媛県 松山市 和気地区自主防災組織連合会 防災資機材の整備 2,000
愛媛県 宇和島市 天満自治会自主防災会 防災資機材の整備 1,900
愛媛県 新居浜市 金子校区連合自治会自主防災会 防災資機材の整備 2,000
愛媛県 四国中央市 恵泉荘自主防災会 防災資機材の整備 1,300
愛媛県 東温市 志津川南区自主防災会 防災資機材の整備 300
高知県 南国市 国府地区防災連合会 災害用トイレ、発電機の整備 2,000
高知県 土佐市 新居地区自主防災組織連絡協議会 災害用浄水装置の整備 2,000
高知県 四万十市 西土佐地域自主防災会連絡会議 担架他防災資機材の整備 2,000
高知県 中土佐町 小鎌田地区自主防災会 発電機他防災資機材の整備 2,000
高知県 佐川町 上黒原自主防災会 テント他防災資機材の整備 2,000
福岡県 久留米市 鳥飼校区まちづくり協議会自主防災会 防災資機材の整備 2,000
福岡県 小郡市 緑区自主防災会 防災資機材の整備 600
福岡県 宮若市 鶴田自主防災会 防災資機材の整備 1,900
福岡県 那珂川市 谷口区自主防災会 防災資機材の整備 2,000
福岡県 遠賀町 遠賀町 防災資機材の整備 2,000
佐賀県 鳥栖市 原町防災会 放送設備の整備 2,000
佐賀県 多久市 栄町区自治会 備蓄用毛布他防災資機材の整備 500
佐賀県 嬉野市 五反田地区地域コミュニティ運営協議会 発電機他防災資機材の整備 2,000
佐賀県 基山町 基山町第２区自主防災会 発電機他防災資機材の整備 2,000
長崎県 松浦市 調川町江口自治会(江口２区･３区)自主防災組織 防災資機材の整備 1,400
長崎県 壱岐市 立石仲触公民館自主防災組織 防災資機材の整備 2,000
長崎県 五島市 五島市 防災資機材の整備 1,900
長崎県 雲仙市 少路自治会自主防災組織 防災資機材の整備 1,600
熊本県 菊池市 袈裟尾区自主防災会 テント他防災資機材の整備 1,000
熊本県 合志市 灰塚区自主防災組織 防災資機材の整備 2,000
熊本県 長洲町 駅通り区自主防災会 発電機他防災資機材の整備 500
熊本県 山都町 中島東部自治振興会自主防災組織 防災資機材の整備 2,000
大分県 日田市 上野町自治会 防災資機材の整備 2,000
大分県 豊後高田市 都甲地区自主防災会 防災資機材の整備 1,400
大分県 杵築市 馬場尾区自主防災組織 防災資機材の整備 1,600
大分県 国東市 国東市国東町田深区 防災資機材の整備 2,000
大分県 日出町 本町区（自主防災組織） 防災資機材の整備 700
宮崎県 日向市 日向市自主防災会連絡協議会 発電機他防災資機材の整備 1,800
宮崎県 串間市 上塩自主防災組織 発電機他防災資機材の整備 700
宮崎県 三股町 東植木自治公民館 発電機他防災資機材の整備 1,000
宮崎県 都農町 都農町 発電機他防災資機材の整備 1,100
鹿児島県 鹿屋市 鶴峰中地区町内会防災・見守り会 かまどの整備 400
鹿児島県 指宿市 町区自主防災組織 消火用ホース他防災資機材の整備 2,000
鹿児島県 奄美市 喜瀬１区集落自主防災組織 発電機他防災資機材の整備 2,000
鹿児島県 徳之島町 諸田自主防災組織 ヘルメット他防災資機材の整備 2,000
沖縄県 浦添市 宮城自治会自主防災会 防災資機材の整備 2,000
沖縄県 浦添市 浦西自治会自主防災会 防災資機材の整備 1,900
沖縄県 国頭村 辺戸区自主防災会 防災資機材の整備 1,900
沖縄県 読谷村 長浜区自主防災会 防災資機材の整備 2,000
合計 203団体 319,200
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平成３１年度コミュニティ助成金決定額
（地域防災組織育成助成金　区分イ）

都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成決定額
（千円）

北海道 ― 日高東部消防組合 消防団活動備品の整備 600
北海道 ― 利尻礼文消防事務組合 消防団活動備品の整備 1,000
青森県 青森市 青森市 消防団活動備品の整備 1,000
青森県 西目屋村 西目屋村 消防団活動備品の整備 900
岩手県 紫波町 紫波町 消防団活動備品の整備 1,000
岩手県 矢巾町 矢巾町 消防団活動備品の整備 1,000
宮城県 塩竃市 塩釜市 消防団活動備品の整備 1,000
宮城県 亘理町 亘理町 消防団活動備品の整備 900
秋田県 由利本荘市 由利本荘市 消防団活動備品の整備 1,000
秋田県 にかほ市 にかほ市 消防団活動備品の整備 1,000
山形県 鶴岡市 鶴岡市 消防団活動備品の整備 1,000
山形県 河北町 河北町 消防団活動備品の整備 1,000
福島県 相馬市 相馬市 消防団活動備品の整備 1,000
福島県 西郷村 西郷村 消防団活動備品の整備 1,000
茨城県 笠間市 笠間市 消防団活動備品の整備 1,000
茨城県 かすみがうら市 かすみがうら市 消防団活動備品の整備 1,000
栃木県 日光市 日光市 消防団活動備品の整備 500
栃木県 小山市 小山市 消防団活動備品の整備 1,000
群馬県 沼田市 沼田市 消防団活動備品の整備 1,000
群馬県 昭和村 昭和村 消防団活動備品の整備 1,000
埼玉県 ― 坂戸・鶴ヶ島消防組合 消防団活動備品の整備 1,000
埼玉県 ― 川越地区消防組合 消防団活動備品の整備 1,000
千葉県 船橋市 船橋市 消防団活動備品の整備 1,000
千葉県 東金市 東金市 消防団活動備品の整備 900
東京都 狛江市 狛江市 消防団活動備品の整備 1,000
東京都 羽村市 羽村市 消防団活動備品の整備 1,000
神奈川県 平塚市 平塚市 消防団活動備品の整備 700
神奈川県 大磯町 大磯町 消防団活動備品の整備 900
神奈川県 箱根町 箱根町 消防団活動備品の整備 1,000
新潟県 柏崎市 柏崎市 消防団活動備品の整備 1,000
新潟県 ― 燕・弥彦総合事務組合 消防団活動備品の整備 500
富山県 高岡市 高岡市 消防団活動備品の整備 1,000
富山県 立山町 立山町 消防団活動備品の整備 1,000
石川県 金沢市 金沢市 消防団活動備品の整備 700
石川県 穴水町 穴水町 消防団活動備品の整備 1,000
福井県 永平寺町 永平寺町 消防団活動備品の整備 1,000
福井県 ― 敦賀美方消防組合 消防団活動備品の整備 1,000
山梨県 富士吉田市 富士吉田市 消防団活動備品の整備 1,000
山梨県 上野原市 上野原市 消防団活動備品の整備 1,000
長野県 下條村 下條村 消防団活動備品の整備 1,000
長野県 王滝村 王滝村 消防団活動備品の整備 1,000
岐阜県 飛騨市 飛騨市 消防団活動備品の整備 1,000
岐阜県 笠松町 笠松町 消防団活動備品の整備 1,000
静岡県 湖西市 湖西市 消防団活動備品の整備 900
静岡県 東伊豆町 東伊豆町 消防団活動備品の整備 1,000
愛知県 一宮市 一宮市 消防団活動備品の整備 1,000
愛知県 尾張旭市 尾張旭市 消防団活動備品の整備 1,000
三重県 桑名市 桑名市 消防団活動備品の整備 1,000
三重県 名張市 名張市 消防団活動備品の整備 1,000
滋賀県 大津市 大津市 消防団活動備品の整備 1,000
滋賀県 守山市 守山市 消防団活動備品の整備 1,000
京都府 和束町 和束町 消防団活動備品の整備 1,000
京都府 精華町 精華町 消防団活動備品の整備 700
大阪府 貝塚市 貝塚市 消防団活動備品の整備 1,000
大阪府 交野市 交野市 消防団活動備品の整備 1,000
兵庫県 宍粟市 宍粟市 消防団活動備品の整備 1,000
兵庫県 播磨町 播磨町 消防団活動備品の整備 1,000
奈良県 上牧町 上牧町 消防団活動備品の整備 1,000
奈良県 天川村 天川村 消防団活動備品の整備 900
和歌山県 紀の川市 紀の川市 消防団活動備品の整備 1,000
和歌山県 有田川町 有田川町 消防団活動備品の整備 1,000
鳥取県 三朝町 三朝町 消防団活動備品の整備 1,000
鳥取県 日南町 日南町 消防団活動備品の整備 1,000
島根県 松江市 松江市 消防団活動備品の整備 1,000
島根県 川本町 川本町 消防団活動備品の整備 600
岡山県 高梁市 高梁市 消防団活動備品の整備 1,000
岡山県 里庄町 里庄町 消防団活動備品の整備 1,000
広島県 竹原市 竹原市 消防団活動備品の整備 1,000
広島県 廿日市市 廿日市市 消防団活動備品の整備 1,000
山口県 田布施町 田布施町 消防団活動備品の整備 1,000
山口県 阿武町 阿武町 消防団活動備品の整備 1,000
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都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成決定額
（千円）

徳島県 小松島市 小松島市 消防団活動備品の整備 1,000
徳島県 東みよし町 東みよし町 消防団活動備品の整備 1,000
香川県 坂出市 坂出市 消防団活動備品の整備 1,000
香川県 まんのう町 まんのう町 消防団活動備品の整備 1,000
愛媛県 砥部町 砥部町 消防団活動備品の整備 1,000
愛媛県 鬼北町 鬼北町 消防団活動備品の整備 800
高知県 田野町 田野町 消防団活動備品の整備 1,000
高知県 津野町 津野町 消防団活動備品の整備 1,000
福岡県 柳川市 柳川市 消防団活動備品の整備 1,000
福岡県 豊前市 豊前市 消防団活動備品の整備 900
佐賀県 伊万里市 伊万里市 消防団活動備品の整備 1,000
佐賀県 嬉野市 嬉野市 消防団活動備品の整備 1,000
長崎県 佐世保市 佐世保市 消防団活動備品の整備 1,000
長崎県 長与町 長与町 消防団活動備品の整備 1,000
熊本県 南関町 南関町 消防団活動備品の整備 1,000
熊本県 和水町 和水町 消防団活動備品の整備 700
大分県 国東市 国東市 消防団活動備品の整備 900
大分県 日出町 日出町 消防団活動備品の整備 1,000
宮崎県 日向市 日向市 消防団活動備品の整備 1,000
宮崎県 新富町 新富町 消防団活動備品の整備 1,000
鹿児島県 出水市 出水市 消防団活動備品の整備 800
鹿児島県 龍郷町 龍郷町 消防団活動備品の整備 1,000
沖縄県 ― 東部消防組合 消防団活動備品の整備 900
沖縄県 ― 中城北中城消防組合 消防団活動備品の整備 1,000
合計 95団体 90,700
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平成３１年度コミュニティ助成金決定額
（地域防災組織育成助成金　区分ウ）

都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成決定額
（千円）

北海道 歌志内市 歌志内市 防火防災訓練用資器材の整備 100
北海道 ― 大雪消防組合 防火防災訓練用資器材の整備 500
青森県 三沢市 三沢市 防火防災訓練用資器材の整備 300
岩手県 大船渡市 大船渡市 防火防災訓練用資器材の整備 200
岩手県 野田村 野田村 防火防災訓練用資器材の整備 400
宮城県 ― 仙南地域広域行政事務組合 防火防災訓練用資器材の整備 400
宮城県 ― 大崎地域広域行政事務組合 防火防災訓練用資器材の整備 500
福島県 ― 須賀川地方広域消防組合 防火防災訓練用資器材の整備 300
栃木県 宇都宮市 宇都宮市 防火防災訓練用資器材の整備 600
栃木県 ― 芳賀地区広域行政事務組合 防火防災訓練用資器材の整備 600
群馬県 前橋市 前橋市 防火防災訓練用資器材の整備 500
群馬県 ― 利根沼田広域市町村圏振興整備組合 防火広報用視聴覚資機材の整備 600
千葉県 銚子市 銚子市 防火防災訓練用資器材の整備 600
東京都 北区 北区 防火防災訓練用資器材の整備 500
東京都 八王子市 八王子市 防火防災訓練用資器材の整備 600

神奈川県 海老名市 海老名市 消火訓練装置の整備 500
新潟県 佐渡市 佐渡市 防火防災訓練用資器材の整備 600
石川県 小松市 小松市 防火防災訓練用資器材の整備 600
石川県 津幡町 津幡町 防火広報用視聴覚資機材の整備 700
福井県 ― 南越消防組合 防火防災訓練用資器材の整備 600
岐阜県 中津川市 中津川市 防火防災訓練用資器材の整備 600
静岡県 富士宮市 富士宮市 防火防災訓練用資機材の整備 600
滋賀県 大津市 大津市 防火防災訓練用資器材の整備 600
大阪府 豊中市 豊中市 防火防災訓練用資器材の整備 600
大阪府 ― 大東四條畷消防組合 防火広報用視聴覚資機材の整備 700
兵庫県 尼崎市 尼崎市 防火防災訓練用資機材の整備 600

和歌山県 和歌山市 和歌山市 防火防災訓練用資器材の整備 600
和歌山県 有田川町 有田川町 防火防災訓練用資器材の整備 200
島根県 松江市 松江市 防火広報用視聴覚資機材の整備 600
島根県 出雲市 出雲市 防火広報用視聴覚資機材の整備 200
岡山県 倉敷市 倉敷市 防火広報用視聴覚資機材の整備 200
山口県 下関市 下関市 防火広報用視聴覚資機材の整備 1,000
山口県 周南市 周南市 防火防災訓練用資器材の整備 600
高知県 高知市 高知市 消火体験装置の整備 500
福岡県 筑後市 筑後市 煙体験用資機材の整備 600
福岡県 ― 遠賀・中間地域広域行政事務組合 防火防災訓練用資器材の整備 400
長崎県 五島市 五島市 防火防災訓練用資器材の整備 500

鹿児島県 枕崎市 枕崎市 防火防災訓練用資器材の整備 600
鹿児島県 ― 指宿南九州消防組合 防火広報用視聴覚資器材の整備 300
沖縄県 浦添市 浦添市 防火広報用視聴覚資機材の整備 1,000
沖縄県 うるま市 うるま市 防火広報用視聴覚資機材の整備 800
合計 41団体 21,500
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平成３１年度コミュニティ助成金決定額
（地域防災組織育成助成金　区分エ）

都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成決定額
（千円）

北海道 ― 南空知消防組合 幼年消防用鼓笛隊セット 400
青森県 ― 下北地域広域行政事務組合 幼年消防用鼓笛隊セット 400
岩手県 釜石市 釜石市 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
埼玉県 越谷市 越谷市 幼年消防用鼓笛隊セット 400
千葉県 富津市 富津市 幼年消防用鼓笛隊セット 400
新潟県 見附市 見附市 幼年消防用鼓笛隊セット 400
富山県 上市町 上市町 幼年消防用鼓笛隊セット 200
石川県 金沢市 金沢市 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 200
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 太地町 太地町 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
岡山県 高梁市 高梁市 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
福岡県 ― 久留米広域圏市町村事務組合 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
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 小林市 小林市 幼年消防用鼓笛隊セット 400

鹿児島県 - 指宿南九州消防組合 幼年消防用鼓笛隊セット 400
合計 24団体 9,200
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平成３１年度コミュニティ助成金決定額
（地域防災組織育成助成金　区分オ）

都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成決定額
（千円）

北海道 ― 釧路東部消防組合 Ｄ－１ポンプ一式他備品の整備 1,000
宮城県 気仙沼市 気仙沼市 Ｄ－１ポンプ一式他備品の整備 1,000
茨城県 高萩市 高萩市 Ｄ－１ポンプ一式他備品の整備 1,000
埼玉県 富士見市 富士見市 Ｄ－１ポンプ一式他備品の整備 1,000
千葉県 松戸市 松戸市 Ｄ－１ポンプ一式他備品の整備 800
石川県 金沢市 金沢市 Ｄ－１ポンプ一式他備品の整備 1,000
福井県 ― 若狭消防組合 Ｄ－１ポンプ一式他備品の整備 1,000
岐阜県 郡上市 郡上市 Ｄ－１ポンプ一式他備品の整備 1,000
愛知県 瀬戸市 瀬戸市 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
岡山県 和気町 和気町 Ｄ－１ポンプ一式他備品の整備 1,000
広島県 北広島町 北広島町 Ｄ－１ポンプ一式他備品の整備 1,000
長崎県 壱岐市 壱岐市 Ｄ－１ポンプ一式他備品の整備 1,000
熊本県 宇土市 宇土市 Ｄ－１ポンプ一式他備品の整備 900
合計 14団体 13,700
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平成３１年度コミュニティ助成金決定額
（地域防災組織育成助成金　区分カ）

都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成決定額
（千円）

北海道 ― 南渡島消防事務組合 防災訓練用備品の整備 700
青森県 ― 下北地域広域行政事務組合 防災訓練用備品の整備 1,000
岩手県 葛巻町 葛巻町 防災訓練用備品の整備 1,000
栃木県 日光市 日光市 防災訓練用備品の整備 900
埼玉県 戸田市 戸田市 防災訓練用備品の整備 1,000
千葉県 印西市 印西市 防災訓練用備品の整備 1,000
東京都 八王子市 八王子市 防災訓練用備品の整備 100

神奈川県 海老名市 海老名市 防災訓練用備品の整備 200
富山県 砺波市 砺波市 防災訓練用備品の整備 700
石川県 加賀市 加賀市 防災訓練用備品の整備 1,000
福井県 大野市 大野市 防災訓練用備品の整備 700
愛知県 瀬戸市 瀬戸市 防災訓練用備品の整備 500
三重県 いなべ市 いなべ市 防災訓練用備品の整備 1,000
大阪府 岸和田市 岸和田市 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 1,000
鳥取県 米子市 米子市 防災訓練用備品の整備 700
岡山県 赤磐市 赤磐市 防災訓練用備品の整備 700
徳島県 つるぎ町 つるぎ町 防災訓練用備品の整備 700
高知県 南国市 南国市 防災訓練用備品の整備 1,000
長崎県 新上五島町 新上五島町 防災訓練用備品の整備 1,000
熊本県 山都町 山都町 防災訓練用備品の整備 1,000
大分県 宇佐市 宇佐市 防災訓練用備品の整備 1,000
宮崎県 宮崎市 宮崎市 防災訓練用備品の整備 1,000
鹿児島県 出水市 出水市 防災訓練用備品の整備 600
沖縄県 名護市 名護市 防災訓練用備品の整備 1,000
合計 25団体 20,500
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平成３１年度コミュニティ助成金決定額
（青少年健全育成助成金）

都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成決定額
（千円）

青森県 佐井村 矢越若者会 伝統芸能伝承教室による親子高齢者交流事業 1,000

岩手県 盛岡市 杜陵地区福祉推進会児童健全育成推進基金 地域の有志による親子の外遊び支援事業 400

山形県 上山市 上山音楽センター
親子で鑑賞するオペラ公演「ヘンゼルとグ
レーテル」

1,000

福島県 柳津町 柳津町 サイエンスショー、長谷川義史絵本ライブ 900

千葉県 四街道市 四街道市
小さな写真家と切り取る四街道のキラキラと
した日常

1,000

神奈川県 逗子市 逗子市 逗子市体験学習施設スマイルまつり開催事業 600

神奈川県 三浦市 三浦市
公民館フェスティバル「親子参加型マジック
ショー」の実施

900

富山県 南砺市 南砺市
２０２０年東京オリンピック・パラリンピッ
ク機運創出事業

1,000

富山県 立山町 立山アルペン健康マラソン大会実行委員会
立山アルペン健康マラソン大会及び親子ふれ
あい教室の開催

1,000

長野県 軽井沢町 軽井沢町
「親子でつくるおせち料理～なるほど！知っ
てなっとくおせち料理～」

500

岐阜県 中津川市 坂下まちづくり協議会 木曽川ラフティング親子体験教室 1,000

静岡県 御殿場市 御殿場市
青少年のための科学の祭典　富士山大会ⅰｎ
ごてんば

1,000

愛知県 犬山市 楽田地区コミュニティ推進協議会 ロボット・ＶＲ体験事業 900

京都府 伊根町 伊根町 運動体験イベントの実施 500

大阪府 柏原市 柏原市 カヌー体験 400

大阪府 泉南市 泉南市 親子ＳＵＰ体験教室 300

徳島県 つるぎ町 つるぎ町 親子でエンジョイ～学ぼう科学の力を～ 1,000

香川県 高松市 三谷地区コミュニティ協議会 おもしろサイエンスショーⅰｎみたに 1,000

福岡県 飯塚市 相田団地自治会
相田団地自治会大空のバルーンフェスタとコ
ンサート

600

福岡県 嘉麻市 嘉麻市 親子卓球教室 1,000

熊本県 合志市 合志市 ３×３ヴォルターズカップの開催 900

大分県 別府市 別府市
平成３１年度子ども読書活動応援「絵本の世
界を楽しもう！」事業

1,000

大分県 豊後高田市 豊後高田市 豊後高田市青少年健全育成推進事業 1,000

沖縄県 石垣市 石垣市 親子体操教室 500

合計 24団体 19,400
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平成３１年度コミュニティ助成金決定額
（地域づくり助成金　区分ア）

都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成決定額
（千円）

北海道 枝幸町 枝幸町 移動図書館車両の整備 10,000
青森県 野辺地町 野辺地町 公共施設へのユニバーサルデザイン遊具の設置 5,000
岩手県 洋野町 洋野町 移動図書館車両の整備 10,000
宮城県 山元町 山元町 公共施設のバリアフリー化工事 8,900
秋田県 藤里町 藤里町 バリアフリー対応車両の整備 9,800
福島県 玉川村 玉川村 バリアフリー対応車両の整備 10,000
栃木県 矢板市 矢板市 バリアフリー対応車両の整備 7,700
埼玉県 三芳町 三芳町 公共施設へのユニバーサルデザイン遊具の設置 1,800
千葉県 長生村 長生村 バリアフリー対応車両の整備 7,800
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 厚木市 厚木市 バリアフリー対応移動図書館車両の整備 10,000
新潟県 湯沢町 湯沢町 バリアフリー対応車両の整備 10,000
富山県 滑川市 滑川市 バリアフリー対応車両の整備 10,000
石川県 珠洲市 珠洲市 公共施設へのユニバーサルデザイン遊具の設置 2,900
福井県 勝山市 勝山市 障がい者・高齢者の利用に配慮した情報通信機システムの整備 3,500
山梨県 甲府市 甲府市 バリアフリー対応車両の整備 4,300
長野県 大鹿村 大鹿村 バリアフリー対応車両の整備 5,200
岐阜県 大垣市 大垣市 バリアフリー対応車両の整備 8,700
愛知県 大治町 大治町 公共施設へのユニバーサルデザイン遊具の設置 8,300
三重県 津市 津市 バリアフリー対応車両の整備 10,000
京都府 八幡市 八幡市 移動図書館車両の整備 10,000
大阪府 柏原市 柏原市 移動図書館車両の整備 10,000
兵庫県 芦屋市 芦屋市 障がい者・高齢者の利用に配慮した情報通信機システムの整備 100
奈良県 黒滝村 黒滝村 公共施設のバリアフリー化工事 10,000

和歌山県 美浜町 美浜町 公共施設へのユニバーサルデザイン遊具の設置 10,000
鳥取県 米子市 米子市 バリアフリー対応車両の整備 10,000
島根県 美郷町 美郷町 移動図書館車両の整備 8,200
岡山県 美作市 美作市 移動図書館車両の整備 5,400
広島県 府中市 府中市 移動図書館車両の整備 4,800
山口県 岩国市 岩国市 移動図書館車両の整備 10,000
香川県 観音寺市 観音寺市 バリアフリー対応車両の整備 10,000
高知県 馬路村 馬路村 バリアフリー対応車両の整備 4,900
福岡県 田川市 田川市 バリアフリー対応車両の整備 4,000
長崎県 島原市 島原市 公共施設へのユニバーサルデザイン遊具の設置 7,100
熊本県 人吉市 人吉市 移動図書館車両の整備 10,000
宮崎県 高千穂町 高千穂町 公共施設のバリアフリー化工事 1,700

鹿児島県 南大隅町 南大隅町 子育てサポートリーダー＆子育てサポーター養成講座 2,800
合計 37団体 272,900
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平成３１年度コミュニティ助成金決定額
（地域づくり助成金　区分イ）

都道府県 市(区)町村 事業実施主体 事業内容
助成決定額
（千円）

北海道 弟子屈町 弟子屈町
環境と観光が調和する町プロモーショ
ン事業

2,000

青森県 中泊町
青森県立中里高等学校ＳＢＰ活性化
実行委員会

唐辛子「ジョロキア」を活用した
地域振興

2,000

岩手県 大槌町 おおつちバラエティショー実行委員会
復興の絆と地域資源を活かした魅力発
信事業

2,000

宮城県 涌谷町 涌谷町
（仮題）歴史フォーラム
「伊達安芸宗重とその時代」の開催

1,600

秋田県 八郎潟町
全日本・野鯉鮒釣り
大会実行委員会

全日本・野鯉鮒釣り大会
３０周年記念事業

2,000

山形県 新庄市 最上広域市町村圏事務組合
交流拠点施設「ゆめりあ」開館
２０周年記念事業

2,000

茨城県 鉾田市 鉾田市
地元高校生と首都圏の若者による
鉾田市・地域体験交流事業

2,000

栃木県 足利市
「歴史と文化のまち足利」１００年
実行委員会

足利市のこれまでの１００年、これか
らの１００年を考える

2,000

埼玉県 川越市 小江戸川越観光推進協議会
川越市観光ＰＲ向け画像・映像制作事
業

2,000

千葉県 大網白里市 大網白里市
文化資源（郷土芸能等）の記録保存及
び活用事業

2,000

東京都 荒川区 荒川区 あらかわバラの市の実施 2,000

神奈川県 平塚市 平塚市
湘南平（高麗山公園）開園６０周年記
念イベント

1,000

新潟県 長岡市 長岡市
米百俵まつり「国漢学校開校１５０周
年記念事業」

2,000

富山県 高岡市 高岡市 たかおかＰＲアンバサダー事業 1,700

石川県 小松市 こまつＳＡＴＯＹＡＭＡ協議会 学校ｄｅ学ぼう先人の知恵 1,100

福井県 小浜市 小浜地区地域水産業再生委員会
漁師の魅力まるわかりフォーラム
ｉｎ ＯＢＡＭＡ

2,000

山梨県 富士川町 富士川町
落語「鰍沢」の舞台を巡るツアー＆落
語の講演

1,200

長野県 東御市 とうみ食の風土記編纂委員会 東御市食の風土記編纂事業 1,900

岐阜県 土岐市 土岐市
曽木地区、市指定無形民俗文化財「打
囃子」保存活用事業

2,000

静岡県 島田市 島田市
島田市緑茶化計画商品開発活用推進事
業

2,000

愛知県 碧南市 大浜にぎわいづくり実行委員会
第２０回「大浜てらまちウォーキン
グ」の開催

2,000

滋賀県 長浜市 長浜市
世界に響け！雨森芳洲の「誠信のここ
ろ」発信事業

2,000

京都府 向日市 向日市
ピアノ再生連続ワークショップ及びミ
ニコンサート開催事業

1,300

大阪府 富田林市 富田林市
市民会議「Ｍｉｒａ－ｔｏｎ
２０１９」の実施

2,000

兵庫県 尼崎市
寺町と商店街のマリアージュプロジェクト
実行委員会

寺町と商店街のマリアージュプロジェ
クト事業

2,000

奈良県 高取町 高取町 拠点施設ブランディング事業 2,000

鳥取県 若桜町 若桜町 絵本による地域活性化事業 2,000

岡山県 笠岡市 笠岡市
市民参加による地域資源を活用した地
域活性化事業

2,000

広島県 府中町 府中町
府中町ＰＲ大使等と連携した
魅力発信事業

1,400

徳島県 牟岐町 出羽島アート展実行運営委員会 出羽島アート展２０２０ 2,000

愛媛県 上島町 上島町
しましまかみじま
アートプロジェクト

2,000

高知県 土佐清水市 土佐清水ジオパーク推進協議会 ジオパークで地域の魅力発信事業 2,000

福岡県 田川市 田川市
たがわ ｄｅ 炭鉱アート～おじちゃん
おばちゃんたちのアート革命～

1,900

大分県 豊後高田市 豊後高田市
戦国武将吉弘一族を活用した地域活性
化事業

2,000

宮崎県 木城町 木城町 木城町日本酒プロジェクトＰＲ事業 800

鹿児島県 出水市 マチ・テラス実行委員会
竹を使った地域活性化イベント
「いずみマチ・テラス」の開催

2,000
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都道府県 市(区)町村 事業実施主体 事業内容
助成決定額
（千円）

沖縄県 沖縄市 中部広域市町村圏事務組合 中部広域圏観光ルート造成事業 2,000

合計 37団体 67,900
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平成３１年度コミュニティ助成金決定額
（地域の芸術環境づくり助成金）

都道府県 市(区)町村 事業実施主体 事業名称
助成決定額
（千円）

北海道 苫小牧市
「男の純情」苫小牧公演実行委員
会

演劇公演「男の純情」 2,000

北海道 伊達市 ＮＰＯ法人伊達メセナ協会 演劇公演「男の純情」 1,700

北海道 苫前町 とままえ舞台鑑賞友の会 演劇「男の純情」苫前公演 1,400

青森県 三戸町 三戸町
町制施行１３０周年記念　人形劇「11ぴきのねこ
とあほうどり」

2,500

岩手県 盛岡市
公益財団法人盛岡市文化振興事業
団

芸術鑑賞事業「キネマと恋人」 4,800

岩手県 大船渡市 大船渡市 人形劇講習会及び人形劇鑑賞会（仮称） 1,600

岩手県 久慈市 久慈市 アンバーホール開館２０周年ガラコンサート 5,000

秋田県 由利本荘市
一般社団法人カダーレ文化芸術振
興会

ＫＡＤＡＲＥ　ＤＡＮＣＥ　ＦＥＳＴＩＶＡＬ　
２０１９（カダーレダンスフェスティバル）

1,100

秋田県 三種町 三種ミュージカル実行委員会 三種ミュージカル 2,600

山形県 酒田市
希望ホール自主事業企画運営委員
会

アート体験事業 2,700

茨城県 取手市
取手アートプロジェクト実行委員
会

多様な人びとが芸術を耕す藝大ファーム＆アー
ツ・センター創出プロジェクト（仮称）

5,000

栃木県 宇都宮市 宇都宮市民芸術祭実行委員会 第４０回宇都宮市民芸術際　記念公演 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

芸術・文化による現代版「足利学校」創造プロ
ジェクト

5,000

栃木県 小山市
市制６５周年記念市民オペラ「小
山物語」実行委員会

市制６５周年記念市民オペラ「小山物語」 4,000

埼玉県 川越市 川越市 田中毅展（仮称） 3,200

千葉県 市川市 公益財団法人市川市文化振興財団
春のうたごえ～地域の芸術環境づくり～オペラ
「カヴァレリア・ルスティカーナ」

1,600

千葉県 習志野市 習志野市 フルートフェスティバル(仮称） 2,400

東京都 墨田区 公益財団法人墨田区文化振興財団
ジョヴァンニ・ソッリマ　１００チェロ・コン
サート「チェロよ、歌え！」

4,500

東京都 世田谷区 公益財団法人せたがや文化財団 「高橋秀＋藤田桜―素敵なふたり展」（仮称） 5,000

東京都 調布市
調布市せんがわ劇場イベント実行
委員会

調布市せんがわ劇場舞台芸術を楽しむ市民の裾野
拡大事業　親と子のクリスマス・メルヘン

3,900

神奈川県 逗子市 逗子文化プラザパートナーズ 和太鼓グループ”彩”逗子公演 1,700

新潟県 十日町市
特定非営利活動法人越後里山協働
機構

農と文化のアートフィールドミュージアム事業 5,000

新潟県 見附市 アルカディア事業体
舘野泉・ヤンネ舘野＆アルカディアフレンズアン
サンブル　ジョイントコンサート（仮称）

2,400

新潟県 上越市 株式会社ＮＫＳコーポレーション 上越市民演劇祭 2,600

富山県 入善町 公益財団法人入善町文化振興財団
コスモホール地域交流音楽プロジェクト　ラデ
ク・バボラークｗｉｔｈフレンドコンサート

2,100

石川県 野々市市
公益財団法人野々市市情報文化振
興財団

野々市北国ＪＡＺＺ街道（仮称） 3,100

福井県 あわら市 公益財団法人金津創作の森財団 アートドキュメント２０１９八田豊展（仮称） 2,500

山梨県 笛吹市
公益財団法人ふえふき文化・ス
ポーツ振興財団

ふえふき子ども狂言教室 1,700

長野県 茅野市 株式会社地域文化創造 中林忠良展（仮称） 3,700
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長野県 軽井沢町 軽井沢町 軽井沢町音楽・文化ふれあい事業 800

長野県 辰野町 辰野町 創造の王国／こどもアトリエ村 1,500

岐阜県 多治見市
公益財団法人多治見市文化振興事
業団

Ｕ－１８演劇サポート事業 1,000

岐阜県 可児市
公益財団法人可児市文化芸術振興
財団

日英国際交流事業「ＴＯ ＳＥＥ ＹＯＵ ＡＴ Ｌ
ＡＳＴ」

5,000

愛知県 稲沢市 稲沢市 特別展　木村伊兵衛　パリ残像 3,900

三重県 伊勢市 伊勢市
オリジナルミュージカル「ザ・デイサービス・
ショウ」

3,400

三重県 亀山市
公益財団法人　亀山市地域社会振
興会

まち奏で～かめやま音楽堂～地域ふれあいコン
サート

600

三重県 伊賀市
公益財団法人 伊賀市文化都市協
会

ＳＵＰＥＲ ＪＡＺＺ ＬＩＶＥ ＩＧＡ ２ｄａｙ
ｓ（仮称）

1,900

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

栗東芸術文化会館さきら開館２０周年記念事業
「さきら創造ミュージカル２０１９－２０」

5,000

滋賀県 高島市 高島市市民劇上演実行委員会 高島市市民劇２０１９ 400

滋賀県 甲良町 甲良町 新作能「高虎」公園事業 2,800

京都府 亀岡市
公益財団法人生涯学習かめおか財
団

京都フィルハーモニー室内合奏団ジョイントコン
サート（仮称）

1,600

大阪府 富田林市
公益財団法人富田林市文化振興事
業団

すばるクラシックファミリーコンサート 2,600

大阪府 河内長野市
公益財団法人河内長野市文化振興
団

奥河内音絵巻２０１９ 3,400

大阪府 阪南市 株式会社大阪共立
日本センチュリー交響楽団公演「みんなで奏でる
第九(仮称)」

2,900

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９弾「ヘレン・ケ
ラー」

3,400

奈良県 大和郡山市
一般財団法人大和郡山市文化体育
振興公社

市民劇団「古事語り部座」による歌劇「郡山ラプ
ソディ～麗しの２０世紀少女歌集～」

4,000

奈良県 大淀町 大淀町
大淀町能楽プログラム－(続)育てよう次世代の芽
－

3,400

和歌山県 有田市 有田市民会館自主事業実行委員会 小説「有田川」劇化事業 3,500

和歌山県 田辺市 田辺市 大阪交響楽団名曲セレクション２０２０ 3,000

鳥取県 米子市
「Ｙｏｎａｇｏ ヒカリ☆マチ 
アートプロジェクト」実行委員会

「Ｙｏｎａｇｏ ヒカリ☆マチ アートプロジェク
ト」～街にあふれる光のアート～

5,000

島根県 浜田市
公益財団法人浜田市教育文化振興
事業団

クルクルパラパラ動くアートの秘密展 3,200

島根県 雲南市 株式会社キラキラ雲南
フィルハーモニック・ウインズ大阪　島根県雲南
市特別演奏会

2,400

岡山県 高梁市 高梁市 生誕１００年　宮本隆～岡山彫刻のパイオニア～ 1,900

岡山県 勝央町 勝央町
ＳＨＯＯ　ＯＮＫＡＴＳＵ　ＧＡＬＡ　ＣＯＮＣ
ＥＲＴ

2,600

岡山県 吉備中央町 吉備中央町 ロマン太鼓　ｗｉｔｈ　打打打団天鼓コンサート 2,600

広島県 廿日市市
公益財団法人廿日市市芸術文化振
興事業団

生誕１５０年小林千古と白馬会 2,900

広島県 熊野町 一般財団法人筆の里振興事業団
筆の里工房開館２５周年記念展「私の名前は希望
です生誕１００周年アンパンマンの生みの親やな
せたかし展」

5,000

山口県 山口市 山口文化協会
山口文化協会創立５０周年記念事業　創作公演
「ＢＡＳＡＲＡ」

1,300
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香川県 高松市 高松市 宮永愛子展（仮称） 5,000

香川県 東かがわ市 一般社団法人パペットナビゲート
社会包摂芸術文化振興事業　人形劇場とらまる座
特別公演

4,000

愛媛県 松山市
松山を楽しもうキャンペーン実行
委員会

松山市制１３０周年記念　まつやま道後　落語ま
つり（仮称）

5,000

高知県 高知市
公益財団法人高知市文化振興事業
団

キエフ国立フィルハーモニー交響楽団「２つの第
九」コンサート

3,100

福岡県 田川市 田川市 地域密着型映画関連事業 5,000

福岡県 田川市
株式会社ケイミックスパブリック
ビジネス

田川市民ミュージカル 4,000

福岡県 新宮町 公益財団法人新宮町文化振興財団
地域住民参加型公演　ミュージカル「暁（あかつ
き）のランナー」（仮称）

2,800

長崎県 諫早市
オーケストラと歌声響く音のある
まち事業実行委員会

オーケストラと歌声響く音のあるまち事業 2,600

長崎県 雲仙市
雲仙市文化会館自主文化事業振興
会

雲仙太鼓まつり 1,000

大分県 大分市
ホルトホール大分みらい共同事業
体

豊後ＦＵＮＡＩミュージカル 5,000

大分県 竹田市 竹田市
三善晃×近藤良平　瀧廉太郎“日本の四季”を歌
う！踊る！！（仮称）

5,000

宮崎県 延岡市 公益財団法人のべおか文化事業団 ひむかオペラ歌劇「ラ・ボエーム」 5,000

宮崎県 門川町
公益財団法人門川ふるさと文化財
団

熱帯ＪＡＺＺ楽団　ＬＩＶＥ　ＩＮ　ＫＡＤＯＧ
ＡＷＡ　ラテンＪＡＺＺフェスティバル

3,200

鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市 特別企画展「没後２５年　曽宮一念展」 5,000

鹿児島県 枕崎市 枕崎市 第２回　枕崎国際芸術賞展 5,000

鹿児島県 中種子町 中種子町 世襲戦隊カゾクマン 2,900

合計 74団体 234,400
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北海道 当別町 一般財団法人スウェーデン交流センター 「北欧の先住民族　サーミ」（仮称） 600

岩手県 陸前高田市 特定非営利活動法人ＳＥＴ
デンマーク国営学校フォルケホイスコーレ（国民高
等学校）との交流事業

800

福島県 郡山市 郡山市国際交流協会 国際音楽交流会２０１９（仮称） 300

富山県 南砺市 南砺市いなみ国際木彫刻キャンプ実行委員会
「世界の食文化交流」と「交流イベント」（南砺市
いなみ国際木彫刻キャンプ２０１９）

2,000

岐阜県 可児市 特定非営利活動法人可児市国際交流協会 在住外国人の自立に向けたキャリア支援事業 2,000

岐阜県 大垣市 公益財団法人大垣国際交流協会 多文化紹介講座 200

高知県 南国市 南国市国際交流協会 外国人と伝統芸能鑑賞会 800

合計 7団体 6,700
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