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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 47 101,300 3 44,600 14 17,000 1 500 3 22,000 1 1,800 0 0 69 187,200

2 青森県 44 88,300 0 0 10 13,800 0 0 2 12,700 0 0 2 3,300 58 118,100

3 岩手県 33 75,500 3 43,200 9 11,000 0 0 1 9,200 4 9,300 0 0 50 148,200

4 宮城県 36 76,200 3 38,800 10 10,600 0 0 2 2,900 0 0 0 0 51 128,500

5 秋田県 22 47,100 3 31,700 9 12,000 0 0 1 10,000 0 0 0 0 35 100,800

6 山形県 30 72,300 3 41,200 8 9,300 0 0 0 0 0 0 2 3,300 43 126,100

7 福島県 32 67,700 3 40,300 9 12,200 1 900 1 2,000 1 3,300 0 0 47 126,400

8 茨城県 30 70,700 3 37,200 10 10,300 0 0 0 0 4 15,800 0 0 47 134,000

9 栃木県 24 55,400 3 35,600 10 12,600 0 0 2 12,000 1 5,000 0 0 40 120,600

10 群馬県 24 54,700 3 28,200 11 10,600 0 0 2 18,300 1 3,800 0 0 41 115,600

11 埼玉県 54 127,500 3 41,300 9 9,900 0 0 2 7,400 2 4,300 0 0 70 190,400

12 千葉県 32 73,600 2 30,000 9 10,800 1 1,000 3 15,400 2 6,500 0 0 49 137,300

13 東京都 37 80,700 3 37,800 12 8,900 1 1,000 2 7,100 4 15,200 0 0 59 150,700

14 神奈川県 27 57,500 3 36,000 10 14,300 0 0 2 9,600 2 4,600 0 0 44 122,000

15 新潟県 41 95,000 3 35,900 7 10,100 1 400 2 6,900 1 1,700 0 0 55 150,000

16 富山県 31 65,500 3 41,200 11 12,800 0 0 2 12,000 0 0 0 0 47 131,500

17 石川県 24 56,500 3 45,000 10 11,500 0 0 0 0 1 5,000 0 0 38 118,000

18 福井県 23 44,800 3 43,000 12 14,800 0 0 3 22,000 3 7,700 0 0 44 132,300

19 山梨県 23 48,900 3 32,600 8 10,400 0 0 0 0 0 0 0 0 34 91,900

20 長野県 58 121,000 2 30,000 8 11,800 0 0 3 9,000 4 12,800 0 0 75 184,600

21 岐阜県 25 51,100 3 40,800 10 11,600 1 400 2 15,700 2 7,400 2 2,100 45 129,100

22 静岡県 33 72,500 3 45,000 10 11,700 1 300 2 12,000 0 0 0 0 49 141,500

23 愛知県 44 103,800 1 15,000 10 13,800 2 1,300 3 13,700 2 8,800 0 0 62 156,400

24 三重県 39 81,800 3 39,000 9 13,400 0 0 0 0 3 6,700 0 0 54 140,900

25 滋賀県 32 68,600 3 44,200 10 14,700 0 0 2 15,800 0 0 0 0 47 143,300

26 京都府 23 50,300 2 25,200 5 3,400 1 1,000 2 12,000 1 3,700 1 1,000 35 96,600

27 大阪府 24 55,300 3 40,000 12 13,000 1 500 3 14,700 4 11,600 0 0 47 135,100

28 兵庫県 34 78,700 3 45,000 10 12,900 0 0 1 10,000 1 5,000 0 0 49 151,600

29 奈良県 23 46,100 2 17,800 9 12,100 2 2,000 3 9,000 2 4,800 0 0 41 91,800

30 和歌山県 23 52,300 2 23,800 12 12,800 0 0 1 10,000 3 10,300 0 0 41 109,200

31 鳥取県 26 54,900 3 31,300 9 10,600 0 0 2 19,700 1 3,600 0 0 41 120,100

32 島根県 25 52,600 0 0 11 14,200 0 0 0 0 1 3,200 1 1,200 38 71,200

33 岡山県 30 60,900 1 13,300 14 13,500 0 0 2 11,400 4 9,200 0 0 51 108,300

34 広島県 29 61,800 2 21,100 11 11,600 0 0 3 22,000 2 7,000 0 0 47 123,500

35 山口県 24 52,500 1 15,000 8 11,400 0 0 2 8,200 0 0 0 0 35 87,100

36 徳島県 27 62,700 1 14,500 10 11,100 1 1,000 1 1,200 0 0 0 0 40 90,500

37 香川県 30 73,300 3 33,800 8 12,100 0 0 1 300 4 14,900 0 0 46 134,400

38 愛媛県 26 56,300 2 25,000 10 13,300 0 0 1 9,300 1 3,000 0 0 40 106,900

39 高知県 23 50,400 2 21,900 11 13,500 0 0 0 0 1 600 0 0 37 86,400

40 福岡県 40 92,400 3 44,600 12 15,000 0 0 3 12,700 1 2,900 0 0 59 167,600

41 佐賀県 24 53,300 3 45,000 10 10,800 0 0 0 0 0 0 0 0 37 109,100

42 長崎県 26 55,500 2 20,900 12 13,100 0 0 0 0 1 2,600 0 0 41 92,100

43 熊本県 32 70,200 3 27,600 9 10,700 0 0 2 18,400 0 0 1 1,700 47 128,600

44 大分県 24 54,000 3 36,500 9 12,400 0 0 1 700 2 5,400 0 0 39 109,000

45 宮崎県 28 63,900 3 41,300 9 11,000 0 0 1 2,600 0 0 0 0 41 118,800

46 鹿児島県 38 84,000 3 25,200 9 11,800 0 0 2 20,000 1 5,000 0 0 53 146,000

47 沖縄県 26 59,600 2 30,000 12 15,600 0 0 2 5,400 0 0 0 0 42 110,600

合計 1,450 3,199,000 117 1,496,400 467 565,800 14 10,300 75 423,300 68 212,500 9 12,600 2,200 5,919,900

⑥地域の芸術環境づくり ⑦地域国際化推進

令和２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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令和２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 椴法華町会 コミュニティ活動備品の整備 2,300

北海道 室蘭市 白鳥台あかつき町会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500

北海道 釧路市 昭和中央３丁目町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

北海道 北見市 北見風雪太鼓保存会 太鼓の整備 2,500

北海道 網走市 西地区地域活動推進協議会 コミュニティ活動備品の整備 1,800

北海道 苫小牧市 豊川町内会 ステージ他コミュニティ活動備品の整備 2,500

北海道 稚内市 南地区まちづくり委員会 テントの整備 2,500

北海道 美唄市 ゆうとぴあ町内会 遊具の整備 2,200

北海道 赤平市 茂尻中央町町内会 防犯灯の整備 2,500

北海道 名寄市 名寄市９区町内会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,300

北海道 千歳市 みどり台南町内会 やぐら他コミュニティ活動備品の整備 2,500

北海道 砂川市 砂川市町内会連合会 コミュニティ活動備品の整備 1,500

北海道 富良野市 北大沼区会 テーブル及び椅子の整備 1,400

北海道 北広島市 大曲南ヶ丘町内会 テーブル及び椅子の整備 1,200

北海道 当別町 東町町内会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500

北海道 福島町 本町町内会 山車の修繕 1,700

北海道 森町 響雅楽会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500

北海道 江差町 尾山町内会 山車の整備 2,500

北海道 上ノ国町 扇石町内会 山車他コミュニティ活動備品の整備 2,500

北海道 厚沢部町 赤沼町内会 神輿他コミュニティ活動備品の整備 2,100

北海道 乙部町 元和自治会 山車他コミュニティ活動備品の整備 2,500

北海道 奥尻町 野名前町内会 除雪機の整備 1,000

北海道 せたな町 本町会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,400

北海道 黒松内町 黒松内公住地区町内会 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 1,700

北海道 蘭越町 蘭越町地域活動推進協議会 テーブル他コミュニティ備品の整備 2,400

北海道 ニセコ町 福井地区親交会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500

北海道 仁木町 若鮎太鼓郷土芸能保存会 太鼓の修繕 1,800

北海道 上砂川町 上砂川町自治会連絡協議会 発電機他コミュニティ活動備品の整備 2,200

北海道 由仁町 由仁町郷土芸能馬追太鼓保存会 太鼓の修繕 1,000

北海道 雨竜町 雨竜町暑寒連山太鼓保存会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500

北海道 北竜町 真竜獅子舞保存会 獅子頭桐幕他コミュニティ活動備品の整備 1,800

北海道 東神楽町 東神楽町市外振興協会 やぐらの整備 2,500

北海道 当麻町 当麻蟠龍太鼓保存会 コニュニティ活動備品の整備 2,500

北海道 美深町 美深町第１自治会 テーブル及び椅子の整備 2,500

北海道 訓子府町 豊坂実践会 草刈機の整備 2,300

北海道 湧別町 湧別市街地区連絡協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

北海道 白老町 白老町虎杖浜越後踊り保存会 コミュニティ活動備品の整備 2,300

北海道 洞爺湖町 青葉２区自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,100

北海道 新冠町 新冠判官太鼓保存会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,100

北海道 大樹町 大樹町 テーブル及び椅子の整備 2,500

北海道 広尾町 広尾郷土芸能陣屋太鼓保存会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500

北海道 池田町 池田町 コミュニティ活動備品の整備 1,700

北海道 厚岸町 真栄西自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,300

北海道 浜中町 暮帰別町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

北海道 別海町 上風連連合町内会 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 2,200

北海道 中標津町 計根別町内連合会 発電機他コミュニティ活動備品の整備 2,500

北海道 標津町 標津町町内会連絡協議会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
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都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成決定額
（千円）

青森県 青森市 浪打町会 クリーンボックスの整備 2,000

青森県 青森市 岡造道町会 クリーンボックス及び掲示板の整備 2,400

青森県 青森市 三内第一町会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

青森県 弘前市 四ツ谷町会 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 2,400

青森県 八戸市 河原木県営第三町内会 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 2,100

青森県 八戸市 八太郎町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,300

青森県 八戸市 高館ニュータウン町内会 コミュニティ活動備品の整備 1,500

青森県 八戸市 下長町町内会 コミュニティ活動備品の整備 1,200

青森県 黒石市 牡丹平地区社会教育振興協議会 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 南虫流町内会 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,700

青森県 十和田市 西小稲町内会 ストーブ他コミュニティ活動備品の整備 2,500

青森県 十和田市 長根尻町内会 テレビ他コミュニティ活動備品の整備 2,400

青森県 むつ市 小松ヶ丘町内会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,200

青森県 むつ市 苫生町町内会 テレビ他コミュニティ活動備品の整備 1,900

青森県 つがる市 堅固自治会 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 1,400

青森県 つがる市 沼館自治会 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 2,500

青森県 平川市 本町町会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

青森県 平川市 大木平町会 コミュニティ活動備品の整備 1,200

青森県 平内町 東和町内会 コミュニティ活動備品の整備 1,800

青森県 平内町 藤沢町内会 クリーンボックスの整備 1,100

青森県 今別町 西田地区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,700

青森県 蓬田村 瀬辺地自治会 クリーンボックスの整備 2,000

青森県 外ヶ浜町 四枚橋地区会 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 2,100

青森県 外ヶ浜町 竜飛地区会 コミュニティ活動備品の整備 1,500

青森県 鰺ヶ沢町 深谷町内会 コミュニティ活動備品の整備 1,400

青森県 深浦町 長慶平自治会 冷蔵庫他コミュニティ活動備品の整備 1,900

青森県 西目屋村 村市地区会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

青森県 藤崎町 中野目町内会 エアコンの整備 2,300

青森県 大鰐町 三ツ目内区会 エアコンの整備 2,000

青森県 大鰐町 長峰区会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,900

青森県 野辺地町 有戸自治会 芝刈機及び除雪機の整備 1,200

青森県 七戸町 治部袋町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,100

青森県 六戸町 沖山町内会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,300

青森県 横浜町 吹越町内会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

青森県 東北町 新町町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

青森県 六ヶ所村 千歳平自治会 音響設備の整備 1,900

青森県 おいらせ町 豊原町内会 コミュニティ活動備品の整備 1,700

青森県 東通村 目名部落会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

青森県 風間浦村 易国間自治会 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 2,200

青森県 佐井村 佐井村 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 1,800

青森県 三戸町 斗内町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

青森県 五戸町 豊間内地区コミュニティ実行委員会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

青森県 南部町 下名久井町内会 コミュニティ活動備品の整備 1,700

青森県 階上町 追越町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

岩手県 盛岡市 中太田新田町内会 マイク他コミュニティ活動備品の整備 1,800

岩手県 宮古市 宮古市近内自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

岩手県 大船渡市 綾里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 2,500
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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 花巻市 東和町土沢第３区自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

岩手県 花巻市 小瀬川自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500

岩手県 北上市 北上市立花自治振興協議会 ステージ他コミュニティ活動備品の整備 2,500

岩手県 北上市 江釣子６区自治会 ステージ他コミュニティ活動備品の整備 2,500

岩手県 久慈市 田高町内会 コミュニティ活動備品の整備 1,900

岩手県 遠野市 遠野町地域づくり連絡協議会 衣装他コミュニティ活動備品の整備 2,500

岩手県 一関市 外山振興会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,400

岩手県 釜石市 本郷町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,300

岩手県 二戸市 大嶺地域振興会 獅子頭他コミュニティ活動備品の整備 2,500

岩手県 二戸市 上野部落会 除雪機の整備 2,500

岩手県 八幡平市 舘市地区振興協議会 除雪機の整備 1,100

岩手県 八幡平市 八幡平市松尾地区地域振興協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500

岩手県 奥州市 第１０区部落会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

岩手県 滝沢市 上の山自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,400

岩手県 葛巻町 茶屋場自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

岩手県 岩手町 北山形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 1,800

岩手県 紫波町 樋ノ口公民館 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

岩手県 紫波町 牛ヶ馬場公民館 コミュニティ活動備品の整備 2,500

岩手県 西和賀町 太田区 やぐら及び音響設備の整備 2,300

岩手県 金ケ崎町 永栄第２区自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,000

岩手県 平泉町 平泉喜桜会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

岩手県 住田町 月山公民館 衣装他コミュニティ活動備品の整備 2,500

岩手県 大槌町 柾内町内会 発電機他コミュニティ活動備品の整備 2,500

岩手県 大槌町 安渡町内会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 1,600

岩手県 岩泉町 折壁部落会 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 田野畑自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

岩手県 洋野町 帯島盆踊り保存会 衣装他コミュニティ活動備品の整備 2,500

岩手県 洋野町 宿戸地区会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500

岩手県 一戸町 永代町町内会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,400

岩手県 一戸町 姉帯中央自治会 除雪機の整備 2,000

宮城県 石巻市 第一吉野会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,000

宮城県 石巻市 長面伝承太鼓保存会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,200

宮城県 塩竈市 膳部第二自治会 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 塩釜市松陽台第一町内会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 1,900

宮城県 気仙沼市 鹿折南住宅自治会 投光器他コミュニティ活動備品の整備 2,000

宮城県 気仙沼市 大谷西区振興会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 1,600

宮城県 白石市 白石市小下倉自治会 テレビ他コミュニティ活動備品の整備 2,500

宮城県 白石市 八宮自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,400

宮城県 名取市 飯野坂中町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

宮城県 多賀城市 東能ケ田尚和会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,700

宮城県 多賀城市 高橋北区町内会 エアコン及び照明器具の整備 2,200

宮城県 多賀城市 笠神自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500

宮城県 岩沼市 新丁新和会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,700

宮城県 岩沼市 押分町内会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,500

宮城県 登米市 浅水コミュニティ運営協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,500

宮城県 登米市 横山地区コミュニティ推進協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,200

宮城県 栗原市 志波姫新田地区自治会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,100
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宮城県 栗原市 留場北自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,300

宮城県 栗原市 畑地区自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,300

宮城県 東松島市 大塩自治協議会 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 鹿島台上平渡行政区会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500

宮城県 大崎市 宿鹿飼自治振興会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500

宮城県 大崎市 岩出山親交会連絡協議会 印刷機他コミュニティ活動備品の整備 2,200

宮城県 富谷市 あけの平二丁目町内会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,300

宮城県 富谷市 あけの平三丁目町内会 エアコンの整備 1,300

宮城県 蔵王町 曲竹北部落会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

宮城県 七ヶ宿町 長老自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,400

宮城県 大河原町 尾形丁１区ふれあい・いきいきサロン「ひまわり会」 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,300

宮城県 柴田町 柴田町第２９Ａ行政区 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,300

宮城県 丸森町 丸森ばやし保存会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 1,700

宮城県 山元町 中山部落会 コミュニティ活動備品の整備 2,300

宮城県 七ヶ浜町 はまかぜ太鼓 太鼓の整備 2,500

宮城県 利府町 菅谷一部町内会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

宮城県 涌谷町 長根区自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,400

宮城県 美里町 牛飼二区・おくらば自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

宮城県 女川町 女川町上四区会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 1,100

秋田県 横手市 新古内自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,900

秋田県 鹿角市 甚兵エ川原自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,200

秋田県 鹿角市 小平自治会 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 2,200

秋田県 鹿角市 大里自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500

秋田県 鹿角市 文化自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,500

秋田県 鹿角市 沢口一区自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

秋田県 由利本荘市 竜巻中央町内会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500

秋田県 由利本荘市 西目町田高町内会 エアコンの整備 2,200

秋田県 由利本荘市 千刈町内会 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 角間川地区コミュニティ会議 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500

秋田県 大仙市 境町内会 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,100

秋田県 大仙市 太田地域自治組織連絡協議会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

秋田県 北秋田市 葛黒自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,100

秋田県 北秋田市 上町自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,400

秋田県 北秋田市 南鷹巣自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,000

秋田県 藤里町 粕毛地区活動推進委員会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,400

秋田県 三種町 鵜川自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500

秋田県 五城目町 雀舘町内会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500

秋田県 八郎潟町 ７区町内会 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 2,200

秋田県 大潟村 大潟村自治会長連絡協議会 草刈機他コミュニティ活動備品の整備 2,500

秋田県 東成瀬村 東成瀬村 エアコンの整備 2,100

山形県 山形市 出羽地区町内会連合会 テーブル及びプリンターの整備 2,500

山形県 米沢市 吹屋敷町町内会 エアコンの整備 2,300

山形県 鶴岡市 温海川自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

山形県 鶴岡市 東南地区自治会 遊具他コミュニティ活動備品の整備 2,500

山形県 鶴岡市 末広町東部町内会 神輿他コミュニティ活動備品の整備 2,400

山形県 鶴岡市 小岩川自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,400
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山形県 酒田市 酒田市広野コミュニティ振興会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

山形県 新庄市 鉄砲町若連 法被他コミュニティ活動備品の整備 2,500

山形県 上山市 上山市中山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 水辺のわらしっ子広場 芝刈機他コミュニティ活動備品の整備 2,300

山形県 東根市 東根市小田島地区区長協議会 やぐら他コミュニティ活動備品の整備 2,500

山形県 尾花沢市 新町東町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,400

山形県 南陽市 池黒区会 神輿の整備 2,500

山形県 中山町 大字岡自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,400

山形県 河北町 下沢畑契約会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500

山形県 西川町 大井沢区 やぐら他コミュニティ活動備品の整備 2,500

山形県 大江町 深沢区会 コミュニティ活動備品の整備 2,000

山形県 金山町 魚清水会 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 野頭地区自治会 遊具他コミュニティ活動備品の整備 2,500

山形県 舟形町 野町内会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500

山形県 真室川町 巣子地区 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 大蔵太鼓保存会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500

山形県 鮭川村 鶴田野地区自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,100

山形県 高畠町 屋代地区区長会 テーブル等コミュニティ活動備品の整備 2,500

山形県 川西町 東大塚獅子舞保存会 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 鷹山地区自治振興会 獅子幕他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 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 助川町内会 遊具の整備 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 服部興野自治会 遊具他コミュニティ活動備品の整備 2,500

福島県 福島市 立子山地区町内会連合会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500

福島県 郡山市 清松ヶ丘町内会 神輿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 椅子他コミュニティ活動備品の整備 2,400

福島県 須賀川市 中町町内会 神輿の修繕 2,500

福島県 喜多方市 桜ガ丘町内会 防犯灯の整備 1,800

福島県 二本松市 本町上口町内会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500

福島県 田村市 笹山行政区 太鼓の整備 2,400

福島県 南相馬市 大田和行政区 複合機他コミュニティ活動備品の整備 1,300

福島県 桑折町 御免町町内会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500

福島県 国見町 内谷東町内会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,200

福島県 川俣町 山木屋地区自治会 太鼓の修繕他コミュニティ活動備品の整備 2,500

福島県 下郷町 張平区自治会 防犯灯の整備 1,500

福島県 南会津町 上町・後原町内会 防犯灯の整備 2,100

福島県 北塩原村 北山行政区 太鼓の修繕他コミュニティ活動備品の整備 2,400

福島県 西会津町 ２町内会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 1,200

福島県 磐梯町 源橋行政区 防犯灯の整備 2,200

福島県 猪苗代町 旭町区 防犯灯の整備 1,900

福島県 会津坂下町 塔寺区 太鼓の修繕他コミュニティ活動備品の整備 1,700

福島県 柳津町 小ノ川区 除雪機の整備 2,200

福島県 金山町 滝沢区 除雪機の整備 2,400

福島県 会津美里町 高田下町会 太鼓台の修繕 2,400

福島県 中島村 二子塚部落自治会 エアコンの整備 1,100

福島県 棚倉町 双ノ平区 防犯灯の整備 1,400
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福島県 矢祭町 ニュータウン中山区 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500

福島県 塙町 西河内区 防犯灯の整備 1,400

福島県 玉川村 岩法寺区 照明器具他コミュニティ活動備品の整備 2,100

福島県 平田村 上蓬田行政区 防犯灯の整備 2,500

福島県 古殿町 下松川区 防犯灯の整備 2,500

福島県 富岡町 小浜行政区 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500

福島県 双葉町 双葉町県中地区自治会 太鼓用ケース他コミュニティ活動備品の整備 2,500

福島県 新地町 新地町地区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,600

福島県 飯舘村 草野行政区 複合機他コミュニティ活動備品の整備 2,500

茨城県 水戸市 竹隈町町内会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500

茨城県 日立市 水木学区コミュニティ推進会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500

茨城県 土浦市 中村南一丁目町内会 山車の修繕他コミュニティ活動備品の整備 2,500

茨城県 土浦市 木田余町内会 神輿の整備 2,500

茨城県 古河市 沼影第二行政区 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

茨城県 石岡市 石岡市青木町町内会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500

茨城県 龍ケ崎市 八原まちづくり協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500

茨城県 常総市 菅生三区 遊具の整備 2,500

茨城県 常総市 西原自治区 神輿の修繕 2,500

茨城県 常陸太田市 染和田コミュニティ テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,000

茨城県 北茨城市 花園区 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500

茨城県 笠間市 高橋町 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500

茨城県 取手市 城根町内会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,300

茨城県 牛久市 ひたち野中央行政区 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500

茨城県 つくば市 横町町内会 神輿の整備 2,500

茨城県 ひたちなか市 大島コミセン地区地域づくりの会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

茨城県 鹿嶋市 鉢形地区まちづくり委員会 ステージ他コミュニティ活動備品の整備 1,900

茨城県 潮来市 上壹丁目区 山車の修繕 2,500

茨城県 那珂市 瓜連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 2,500

茨城県 筑西市 新田自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500

茨城県 坂東市 駒跿地区 神輿の修繕 1,300

茨城県 かすみがうら市 逆西二区 屋台の整備 2,500

茨城県 鉾田市 新町区 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 長岡区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,400

茨城県 城里町 阿波山区 ステージの整備 2,500

茨城県 大子町 泉町町内会 神輿の修繕他コミュニティ活動備品の整備 2,500

茨城県 阿見町 阿見町 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,800

茨城県 五霞町 五霞町 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500

茨城県 境町 塚崎一町内会 獅子頭の整備 2,500

栃木県 宇都宮市 上河内地区まちづくり協議会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500

栃木県 足利市 今福南町自治会 椅子他コミュニティ活動備品の整備 2,100

栃木県 足利市 足利市福居和泉町自治会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,400

栃木県 佐野市 水見地区コミュニティ推進協議会 印刷機他コミュニティ活動備品の整備 2,500

栃木県 鹿沼市 北犬飼地区コミュニティ推進協議会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

栃木県 鹿沼市 上野町自治会 提灯他コミュニティ活動備品の整備 2,500

栃木県 日光市 大沢地区自治会長会 椅子他コミュニティ活動備品の整備 2,500

栃木県 小山市 あさひ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 2,200
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都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成決定額
（千円）

栃木県 真岡市 二宮地区地域公民館連絡協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500

栃木県 大田原市 栄町自治会 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 大山地区コミュニティ運営委員会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

栃木県 那須塩原市 狩野地区コミュニティ推進協議会 提灯他コミュニティ活動備品の整備 2,300

栃木県 さくら市 上河戸自治会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500

栃木県 那須烏山市 元田町自治会 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 日野町自治会 浴衣他コミュニティ活動備品の整備 2,500

栃木県 下野市 下野市姿西部考古台地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

栃木県 上三川町 明治コミュニティ推進協議会 複合機他コミュニティ活動備品の整備 2,300

栃木県 益子町 青田自治会 椅子他コミュニティ活動備品の整備 1,900

栃木県 茂木町 上横町行政区 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,200

栃木県 芳賀町 西高橋自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,800

栃木県 塩谷町 山口獅子舞保存会 獅子頭の修繕 2,500

栃木県 高根沢町 宝積寺東町中区自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,200

栃木県 高根沢町 原公民館 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500

栃木県 那珂川町 那珂川町和見行政区 冷蔵庫他コミュニティ活動備品の整備 2,000

群馬県 前橋市 前橋市 複合機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 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500

群馬県 伊勢崎市 伊勢崎市馬見塚渕町区 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500

群馬県 伊勢崎市 伊勢崎市日乃出町下諏訪区 複合機他コミュニティ活動備品の整備 2,500

群馬県 太田市 太田市 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 白沢町平出区 照明器具他コミュニティ活動備品の整備 2,300

群馬県 館林市 広内町区会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500

群馬県 渋川市 渋川市 刈払機他コミュニティ活動備品の整備 2,300

群馬県 藤岡市 藤岡市 トリマー他コミュニティ活動備品の整備 2,500

群馬県 富岡市 仲町区 山車他コミュニティ活動備品の整備 2,500

群馬県 安中市 安中市原市地区第八区 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500

群馬県 みどり市 みどり市笠懸町第１区 複合機他コミュニティ活動備品の整備 1,500

群馬県 みどり市 みどり市大間々町第１７区 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,800

群馬県 榛東村 榛東村第１５区自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500

群馬県 下仁田町 下仁田荒船太鼓 太鼓の整備 2,500

群馬県 甘楽町 甘楽町第１区 山車の整備 2,500

群馬県 嬬恋村 嬬恋村 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,500

群馬県 草津町 前口区 半纏他コミュニティ活動備品の整備 2,300

群馬県 高山村 役原獅子舞保存会 獅子舞の整備 2,500

群馬県 片品村 片品村第１区 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500

群馬県 昭和村 生越区会 祭衣装他コミュニティ活動備品の整備 1,000

群馬県 みなかみ町 粟沢区 コミュニティ活動備品の整備 2,500

群馬県 玉村町 上之手行政区 エアコンの整備 2,000

群馬県 邑楽町 邑楽町第２４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 川越市 野田町１丁目自治会 提灯他コミュニティ活動備品の整備 2,500

埼玉県 熊谷市 大麻生和太鼓會 獅子頭他コミュニティ活動備品の整備 2,500

埼玉県 川口市 前川２丁目町会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,300

埼玉県 行田市 佐間三間自治会 エアコンの整備 1,400

埼玉県 秩父市 番場町会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

埼玉県 所沢市 所沢市小手指区長会 やぐら他コミュニティ活動備品の整備 2,500

埼玉県 飯能市 柳原自治会 エアコン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）

埼玉県 加須市 加須市南町四区町内会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

埼玉県 本庄市 仲町自治会 山車三重幕の整備 2,500

埼玉県 東松山市 月中自治会 提灯他コミュニティ活動備品の整備 2,500

埼玉県 春日部市 下蛭田自治会 複合機他コミュニティ活動備品の整備 2,500

埼玉県 狭山市 狭山市入曽地区自治会連合会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500

埼玉県 羽生市 本川俣自治会 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 上会下自治会 神輿の修繕及他コミュニティ活動備品の整備 2,300

埼玉県 深谷市 大台東自治会 半纏他コミュニティ活動備品の購入 2,500

埼玉県 上尾市 上尾市上平地区南新梨子区 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 浅間台区会 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 上尾丸山団地自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

埼玉県 越谷市 越谷市大袋地区自治会連合会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500

埼玉県 戸田市 戸田市笹目三丁目町会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500

埼玉県 入間市 宮寺・二本木地区区長会 掲示板の整備 2,500

埼玉県 和光市 一新会自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

埼玉県 桶川市 日出谷団地自治会 冷蔵庫他コミュニティ活動備品の整備 2,400

埼玉県 久喜市 久喜５６区（北青柳本田地区） エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500

埼玉県 北本市 宮内三丁目町会 神輿他コミュニティ活動備品の整備 1,400

埼玉県 八潮市 八潮市南川崎町会 椅子他コミュニティ活動備品の整備 2,500

埼玉県 富士見市 鶴瀬東２丁目北町会 やぐら他コミュニティ活動備品の整備 1,900

埼玉県 三郷市 谷口南町会 やぐら他コミュニティ活動備品の整備 2,500

埼玉県 蓮田市 根金大山自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

埼玉県 坂戸市 戸口区 やぐら他コミュニティ活動備品の整備 2,500

埼玉県 鶴ヶ島市 五味ヶ谷自治会 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 横手区 獅子舞衣装他コミュニティ活動備品の整備 2,400

埼玉県 吉川市 吉川市半割町会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500

埼玉県 ふじみ野市 上福岡四丁目町内会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,700

埼玉県 白岡市 高岩駒形自治会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,100

埼玉県 三芳町 藤久保第二区 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 毛呂本郷自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

埼玉県 越生町 新宿区 コミュニティ活動備品の整備 2,500

埼玉県 嵐山町 嵐山町 テントの整備 1,700

埼玉県 小川町 下横田区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,200

埼玉県 川島町 川島町 エアコンの整備 2,000

埼玉県 吉見町 一ツ木自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

埼玉県 横瀬町 横瀬町区長会 掲示板の整備 2,100

埼玉県 長瀞町 長瀞区 防犯灯の整備 2,500

埼玉県 小鹿野町 小鹿野町コミュニティ協議会 除雪機の整備 2,100

埼玉県 東秩父村 宿区自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,000

埼玉県 美里町 円良田行政区 コミュニティ活動備品の整備 2,500

埼玉県 神川町 大字植竹 テーブル他コミュニテイ活動備品の整備 2,500

埼玉県 上里町 東大御堂自治会 ステージの整備 2,500

埼玉県 寄居町 上郷区 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500

埼玉県 宮代町 姫宮地区自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

埼玉県 杉戸町 杉戸町第１９区 掃除機他コミュニティ活動備品の整備 2,500

埼玉県 杉戸町 上本村自治会 掃除機他コミュニティ活動備品の整備 2,500

埼玉県 松伏町 岩岸自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
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千葉県 銚子市 銚子市長塚町東町内会 太鼓の整備 2,500

千葉県 船橋市 船橋ファミリ―タウン自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

千葉県 館山市 芝崎町内会 コミュニティ活動備品の整備 1,700

千葉県 木更津市 木更津市長須賀南区 獅子頭の修繕他コミュニティ活動備品の整備 2,400

千葉県 松戸市 金々作門前町会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500

千葉県 野田市 谷吉自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

千葉県 茂原市 六田台自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,000

千葉県 成田市 【吉岡第三】大栄ニュータウン自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

千葉県 佐倉市 佐倉市岩富町区 山車の修繕 2,500

千葉県 東金市 求名駅前区会 ステージの整備 2,500

千葉県 旭市 高生区 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,100

千葉県 習志野市 藤崎連合町会 ステージの整備 2,500

千葉県 柏市 柏市旭町地域ふるさと協議会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500

千葉県 勝浦市 名木区 太鼓の整備 1,700

千葉県 市原市 君塚地区連合町会 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,600

千葉県 流山市 東急ドエル・ステージ２１センターコート自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

千葉県 我孫子市 布佐二丁目自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500

千葉県 鴨川市 水神下町内 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500

千葉県 鎌ケ谷市 三井鎌ヶ谷自治会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500

千葉県 君津市 大戸見区自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

千葉県 四街道市 もねの里三丁目自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

千葉県 八街市 八街市三区 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

千葉県 印西市 中央駅南地区連絡会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500

千葉県 白井市 下長殿自治会 発電機他コミュニティ活動備品の整備 1,300

千葉県 富里市 中沢区会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500

千葉県 南房総市 竹内区 神輿の修繕 2,500

千葉県 匝瑳市 篭部田区 防犯灯の整備 1,100

千葉県 栄町 地縁法人南部区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,400

千葉県 九十九里町 粟生納屋自治区 山車他コミュニティ活動備品の整備 2,500

千葉県 睦沢町 岩井区 コミュニティ活動備品の整備 2,300

千葉県 御宿町 御宿町六軒町区会 山車の修繕他コミュニティ活動備品の整備 2,500

千葉県 鋸南町 中部落 コミュニティ活動備品の整備 2,500

東京都 中央区 佃二丁目町会 山車の修繕他コミュニティ活動備品の整備 1,600

東京都 文京区 水道端町会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500

東京都 台東区 千束２丁目西町会 神輿の修繕 2,500

東京都 墨田区 墨田区 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,300

東京都 江東区 常盤２丁目町会 神輿の修繕 2,500

東京都 目黒区 五本木東町会 神輿の修繕 2,000

東京都 世田谷区 世田谷区町会総連合会 コミュニティ活動備品の整備 1,300

東京都 渋谷区 代々木五丁目町会 神輿の修繕 2,500

東京都 中野区 鷺宮三丁目町会 神輿及び太鼓の修繕 2,500

東京都 豊島区 池袋通西睦町会 神輿の修繕 2,500

東京都 北区 志茂一丁目自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

東京都 荒川区 南千住・東日暮里一丁目南町会 神輿、山車及び太鼓の修繕 2,500

東京都 板橋区 宮元親興会 神輿及び山車の修繕 2,500

東京都 練馬区 南田中団地第四自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,400

東京都 足立区 中央本町五丁目町会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
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東京都 葛飾区 新小岩北地域まちづくり協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,400

東京都 江戸川区 平井中央自治会 神輿の修繕 1,500

東京都 八王子市 八王子市 コミュニティ活動備品の整備 2,500

東京都 立川市 高松会自治会 神輿の修繕 2,500

東京都 青梅市 青梅市 コミュニティ活動備品の整備 2,500

東京都 府中市 若松町三･四丁目人見自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,600

東京都 調布市 下石原第三自治会 神輿の修繕 2,400

東京都 町田市 町田市 コミュニティ活動備品の整備 2,000

東京都 小金井市 小金井市本町町内会連絡協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,400

東京都 小平市 花小金井南町二丁目自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,100

東京都 国分寺市 東元町一丁目自治会 遊具の整備 2,400

東京都 国立市 国立富士見台団地自治会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500

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 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 1,700

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 1,700

東京都 多摩市 多摩市 コミュニティ活動備品の整備 2,100

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 2,500

東京都 西東京市 新柳沢団地自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,500

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 日の出町 日の出町 掲示板の整備 1,700

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 神津島村 神津島村区長会 遊具の整備 1,600

神奈川県 横須賀市 浦賀地区連合町内会 音響設備の整備 1,000

神奈川県 平塚市 横内連合自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,200

神奈川県 鎌倉市 鎌倉市深沢地区連合町内会 印刷機他コミュニティ活動備品の整備 2,500

神奈川県 藤沢市 サンクタス湘南藤沢アネーロの丘自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,100

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 2,300

神奈川県 茅ヶ崎市 下寺尾自治会 太鼓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 パソコン他コミュニティ活動備品の整備 2,300

神奈川県 三浦市 三浦市区長会 掲示板の整備 1,200

神奈川県 秦野市 鶴巻地区住んでよかったまちづくり協議会 テント他コミュニテイ活動備品の整備 2,300

神奈川県 厚木市 厚木南地区自治会連絡協議会 ステージ他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 複合機他コミュニティ活動備品の整備 2,500

神奈川県 伊勢原市 三ノ宮自治会 山車人形他コミュニティ活動備品の整備 1,600

神奈川県 伊勢原市 片町第一自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,000

神奈川県 海老名市 中新田連合自治会 テントの整備 1,800

神奈川県 座間市 立野台コミュニティセンター管理運営委員会 複合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 いずみ自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,200

神奈川県 南足柄市 広町自治会 発電機他コミュニティ活動備品の整備 2,400

神奈川県 綾瀬市 吉岡自治会 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 下山口町内会 エアコンの整備 2,400

神奈川県 葉山町 葉桜自治会 テレビ他コミュニティ活動備品の整備 1,400

神奈川県 大磯町 大磯御船祭保存会 山車の裾幕他コミュニティ活動備品の整備 1,700

神奈川県 大井町 根岸下自治会 祭衣装他コミュニティ活動備品の整備 2,500

神奈川県 大井町 大井町新宿自治会 印刷機他コミュニティ活動備品の整備 2,500

神奈川県 開成町 開成町 コピー機他コミュニティ活動備品の整備 2,500

神奈川県 箱根町 箱根町温泉地域自治会連合会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500
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神奈川県 湯河原町 湯河原町 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

神奈川県 愛川町 愛川町角田区 ステージ他コミュニティ活動備品の整備 2,100

新潟県 長岡市 中沢町町内会 神輿の整備 2,500

新潟県 長岡市 半蔵金区 除雪機の整備 2,400

新潟県 長岡市 字上栗集落 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500

新潟県 三条市 尾崎自治会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500

新潟県 三条市 自治会森町 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,300

新潟県 柏崎市 坂田町内会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500

新潟県 柏崎市 米山地区コミュニティ振興協議会 複合機他コミュニティ活動備品の整備 2,500

新潟県 新発田市 中川自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500

新潟県 新発田市 丑首自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500

新潟県 小千谷市 池ヶ原町内会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,100

新潟県 加茂市 下高柳区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,300

新潟県 十日町市 まつだい地域振興会 ミキサー他コミュニティ活動備品の整備 2,500

新潟県 見附市 西地区スマイルコミュニティ コミュニティ活動備品の整備 2,300

新潟県 村上市 桧原区 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500

新潟県 村上市 金屋区 コミュニティ活動備品の整備 2,500

新潟県 燕市 燕市吉田西太田自治会 コミュ二ティ活動備品の整備 2,400

新潟県 燕市 燕市杉柳自治会 噴霧機他コミュ二ティ活動備品の整備 2,500

新潟県 糸魚川市 大洞区自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,200

新潟県 妙高市 妙高市 草刈機他コミュニティ備品の整備 2,500

新潟県 五泉市 中郷屋町内会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500

新潟県 上越市 中ノ俣町内会 除雪機の整備 2,500

新潟県 上越市 菖蒲西町内会 神輿の修繕 1,600

新潟県 上越市 鶯澤町内会 除雪機の整備 2,500

新潟県 上越市 中猪子田自治会 除雪機の整備 2,300

新潟県 阿賀野市 中島六自治会 灯籠他コミュニティ活動備品の整備 1,900

新潟県 阿賀野市 北新町自治会 法被他コミュニティ活動備品の整備 2,500

新潟県 佐渡市 浦津集落 獅子頭他コミュニティ活動備品の整備 2,200

新潟県 魚沼市 堀之内稲荷町自治会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500

新潟県 南魚沼市 船ケ沢新田区 コミュニティ活動備品の整備 2,500

新潟県 南魚沼市 湯谷区 神輿他コミュニティ活動備品の整備 2,500

新潟県 胎内市 大出区 獅子頭の修繕 2,500

新潟県 胎内市 赤川集落 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,200

新潟県 弥彦村 大字上泉 コミュニティ活動備品の整備 2,300

新潟県 田上町 坂田地区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,200

新潟県 田上町 上横場部落 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500

新潟県 阿賀町 七福の里活性化委員会 除雪機の整備 1,400

新潟県 出雲崎町 大字沢田 コミュニティ活動備品の整備 2,500

新潟県 湯沢町 西中町内会 街路灯の整備 2,500

新潟県 津南町 穴藤集落 除雪機の整備 2,500

新潟県 関川村 深沢集落自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,200

新潟県 粟島浦村 内浦地区 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 1,700

富山県 富山市 太郎丸獅子舞保存会 獅子舞の整備 2,200

富山県 富山市 奥田北校下自治振興会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

富山県 富山市 新庄北部３町内連合会 コミュニティ活動備品の整備 1,700

富山県 富山市 婦中町添島町内会 獅子舞の整備 2,300
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富山県 高岡市 金屋町自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,700

富山県 高岡市 須田自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,700

富山県 高岡市 三日市自治会 獅子頭他コミュニティ活動備品の整備 2,500

富山県 高岡市 南星町四区自治会 神輿他コミュニティ活動備品の整備 2,000

富山県 魚津市 本江地区振興会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,100

富山県 魚津市 西布施地域振興会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 1,800

富山県 氷見市 熊無自治会 獅子舞の整備 2,500

富山県 氷見市 下伊勢町内会 太鼓台の整備 2,500

富山県 黒部市 田家自治振興会 冷蔵庫他コミュニティ活動備品の整備 1,100

富山県 黒部市 黒部市若栗自治振興会 椅子他コミュニティ活動備品の整備 2,500

富山県 砺波市 鷹栖東部自治連合会 獅子頭他コミュニティ活動備品の整備 2,500

富山県 砺波市 福山自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,200

富山県 砺波市 新屋敷自治会 テーブル及び椅子の整備 1,200

富山県 小矢部市 田川町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

富山県 小矢部市 末友町内会 獅子舞の整備 2,500

富山県 南砺市 新町 衣装他コミュニティ活動備品の整備 1,700

富山県 南砺市 北川町内会 屋台の整備 2,500

富山県 南砺市 角田町町内会 衣装他コミュニティ活動備品の整備 2,200

富山県 南砺市 二日町２２区自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,400

富山県 南砺市 梅野自治会 除雪機の整備 1,800

富山県 射水市 伊勢領全区町内会 コミュニティ活動備品の整備 1,900

富山県 射水市 射水市桜町自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

富山県 立山町 立山町 除雪機の整備 2,500

富山県 立山町 若宮自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,300

富山県 入善町 八幡地区自治会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,000

富山県 入善町 椚山２区地区振興会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

富山県 入善町 西中地区自治会 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 東森本弥栄太鼓保存会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500

石川県 七尾市 舟尾町会 神輿の修繕 2,500

石川県 七尾市 矢田町会 エアコンの整備 2,500

石川県 七尾市 筆染町会 神輿の修繕 2,500

石川県 小松市 西軽海町三丁目町内会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,400

石川県 珠洲市 正院町区長会 防犯灯の整備 2,300

石川県 珠洲市 野々江町中島田区 草刈機の整備 1,700

石川県 加賀市 宮地町町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,400

石川県 加賀市 永町町内会 獅子頭の整備 1,800

石川県 羽咋市 金丸出町町会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500

石川県 羽咋市 羽咋市鹿島路町会 獅子頭他コミュニティ活動備品の整備 2,500

石川県 かほく市 八野区 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,100

石川県 かほく市 秋浜区 神輿の修繕 2,500

石川県 白山市 東橋爪区町内会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,400

石川県 白山市 白山市出城地区振興協議会 ステージの整備 2,500

石川県 津幡町 津幡町下河合区会 獅子頭他コミュニティ活動備品の整備 2,500

石川県 内灘町 千鳥台町会 神輿他コミュニティ活動備品の整備 2,500

石川県 志賀町 末吉区 遊具の整備 2,500

石川県 志賀町 志賀町神代区 獅子頭他コミュニティ活動備品の整備 1,500

石川県 宝達志水町 免田区 神輿の修繕 2,400
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石川県 宝達志水町 北川尻区 神輿の修繕 2,500

石川県 宝達志水町 子浦区 獅子頭他コミュニティ活動備品の整備 2,500

石川県 中能登町 黒氏区 獅子頭他コミュニティ活動備品の整備 2,500

石川県 中能登町 曽祢区 獅子頭他コミュニティ活動備品の整備 2,500

福井県 福井市 蓑町自治会 神輿の修繕 1,400

福井県 福井市 殿下地区自治会連合会 音響設備の整備 1,600

福井県 敦賀市 本町二丁目自治会 神輿の修繕 2,500

福井県 敦賀市 刀根区自治会 除雪機の整備 1,000

福井県 小浜市 宮川まちづくり協議会 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 2,500

福井県 小浜市 田烏区 除雪機の整備 2,200

福井県 大野市 花山区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,000

福井県 大野市 東中野区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,500

福井県 勝山市 西光寺区 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 若猪野区 コミュニティ活動備品の整備 2,500

福井県 勝山市 元町２丁目区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,600

福井県 鯖江市 石生谷町自治会 エアコンの整備 1,200

福井県 越前市 大屋町 除雪機の整備 2,000

福井県 越前市 花筐自治振興会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,800

福井県 坂井市 緑区 神輿他コミュニティ活動備品の整備 2,100

福井県 坂井市 橋本区自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,700

福井県 越前町 気比庄区 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,000

福井県 美浜町 南市区 太鼓の修繕他コミュニティ活動備品の整備 2,400

福井県 美浜町 興道寺区 遊具の整備 2,500

福井県 高浜町 山中区自治会 山車の修繕 2,500

福井県 おおい町 大島子どもみこし保存会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

福井県 若狭町 麻生野区自治会 遊具の整備 2,500

福井県 若狭町 井崎区 除雪機の整備 2,400

山梨県 甲府市 東光寺西部自治会 ステージ他コミュニティ活動備品の整備 1,500

山梨県 甲府市 甲斐寿太鼓 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500

山梨県 甲府市 川田町自治会 屋外放送設備の整備 2,500

山梨県 都留市 都留市音頭保存会 コミュニティ活動備品の整備 2,200

山梨県 山梨市 上神内川６区 防犯灯の整備 1,800

山梨県 大月市 初狩町側子区（第４区） コミュニティ活動備品の整備 2,400

山梨県 韮崎市 円野町上円井区自治会 ステージ他コミュニティ活動備品の整備 2,500

山梨県 南アルプス市 上村区自治会 エアコンの整備 1,600

山梨県 北杜市 高根ふるさと太鼓保存会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500

山梨県 甲斐市 寺平自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500

山梨県 甲斐市 下宿区自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

山梨県 甲斐市 駒沢自治会 発電機他コミュニティ活動備品の整備 2,500

山梨県 笛吹市 東新居区 屋外放送設備の整備 2,300

山梨県 笛吹市 一宮町一ノ宮区 屋外放送設備の整備 2,200

山梨県 笛吹市 八代町北区 防犯灯他コミュニティ活動備品の整備 1,300

山梨県 中央市 中央市 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,100

山梨県 市川三郷町 三珠歌舞伎太鼓の会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500

山梨県 早川町 奈良田区 コミュニティ活動備品の整備 1,900

山梨県 身延町 新町区 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500

山梨県 身延町 橘町区 コミュニティ活動備品の整備 1,900
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山梨県 富士川町 鰍沢中区 防犯灯の整備 1,300

山梨県 富士川町 最勝寺区 屋外放送設備の整備 2,500

山梨県 山中湖村 山中区 コミュニティ活動備品の整備 2,400

長野県 長野市 富竹区 コミュニティ活動備品の整備 2,500

長野県 長野市 吉区 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

長野県 長野市 箱清水区 神輿他コミュニティ活動備品の整備 2,300

長野県 松本市 下金井町会 屋外放送設備他コミュニティ活動備品の整備 1,700

長野県 上田市 城北自治会 屋外放送設備の整備 2,400

長野県 岡谷市 岡谷市 椅子他コミュニティ活動備品の整備 2,500

長野県 飯田市 千代米川区 神輿他コミュニティ活動備品の整備 2,500

長野県 諏訪市 中浜町区 コミュニティ活動備品の整備 1,900

長野県 須坂市 須坂市 除雪機の整備 2,400

長野県 小諸市 乗瀬区 エアコンの整備 1,300

長野県 伊那市 沢渡区 神輿の修繕 2,500

長野県 駒ヶ根市 福岡区第一自治組合 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,700

長野県 中野市 柳沢区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500

長野県 大町市 大新田町自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

長野県 大町市 清水区自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

長野県 飯山市 天神堂区 コミュニティ活動備品の整備 2,300

長野県 茅野市 茅野町区 パソコン他コミュニティ活動備品の整備 1,500

長野県 塩尻市 町区 コミュニティ活動備品の整備 2,500

長野県 佐久市 上小田切西区 コミュニティ活動備品の整備 1,400

長野県 千曲市 中区 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,900

長野県 東御市 中屋敷区 遊具の整備 2,400

長野県 安曇野市 重柳区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,500

長野県 南相木村 三川区 コミュニティ活動備品の整備 1,000

長野県 軽井沢町 追分区 やぐら他コミュニティ活動備品の整備 2,500

長野県 御代田町 広戸区 エアコン他コミュニティー活動備品の整備 1,100

長野県 立科町 茂田井区 遊具の整備 2,500

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 長和町 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 2,500

長野県 下諏訪町 赤砂町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

長野県 富士見町 立沢区 コミュニティ活動備品の整備 1,500

長野県 原村 八ッ手区 照明器具他コミュニティ活動備品の整備 2,000

長野県 箕輪町 富田区 エアコンの整備 1,900

長野県 飯島町 新屋敷自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500

長野県 南箕輪村 沢尻区 コミュ二ティ活動備品の整備 2,400

長野県 中川村 田島地区 コミュニティ活動備品の整備 1,300

長野県 宮田村 北割区 コミュニティ活動備品の整備 2,200

長野県 高森町 新田地区 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500

長野県 阿智村 駒場区自治会 エアコン他コミュ二ティ活動備品の整備 2,500

長野県 喬木村 大和知区 エアコン他コミュ二ティ活動備品の整備 1,500

長野県 豊丘村 伴野区地縁団体 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,200

長野県 大鹿村 大鹿村 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,300

長野県 南木曽町 広瀬地域振興協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

長野県 木祖村 小木曽地域自治協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,400

長野県 木曽町 丘の上区 コミュニティ活動備品の整備 2,500
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長野県 山形村 下竹田区 コミュニティ活動備品の整備 2,100

長野県 朝日村 朝日村古見区 除雪機の整備 1,500

長野県 筑北村 中村区 コミュニティ活動備品の整備 1,400

長野県 池田町 鵜山自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,200

長野県 松川村 細野区 コミュニティ活動備品の整備 1,300

長野県 坂城町 坂城町 コミュニティ活動備品の整備 2,300

長野県 小布施町 都住地区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 1,400

長野県 高山村 緑ヶ丘区 遊具の整備 2,500

長野県 山ノ内町 湯田中区 コミュニティ活動備品の整備 2,500

長野県 木島平村 南鴨区 コミュニティ活動備品の整備 1,500

長野県 野沢温泉村 東大滝区 刈払機の整備 1,000

長野県 信濃町 板橋組 コミュニティ活動備品の整備 2,500

長野県 飯綱町 四ツ屋区 獅子頭他コミュニティ活動備品の整備 2,500

長野県 栄村 北野区 除雪機の整備 2,300

岐阜県 岐阜市 本郷まちづくり協議会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 1,400

岐阜県 多治見市 多治見市第３６区 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,400

岐阜県 多治見市 多治見市第３４区ホワイトタウン自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,300

岐阜県 多治見市 虎渓山町第一町内会 神輿他コミュニティ活動備品の整備 2,400

岐阜県 関市 小知野自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,800

岐阜県 中津川市 落合まちづくり推進協議会 やぐら他コミュニティ活動備品の整備 2,500

岐阜県 中津川市 六号区区民の会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 1,100

岐阜県 瑞浪市 土岐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 1,900

岐阜県 羽島市 堀津町自治委員会 掲示板の整備 2,500

岐阜県 羽島市 羽島市下中コミュニティ振興会 エアコンの整備 2,500

岐阜県 恵那市 飯地自治区協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500

岐阜県 美濃加茂市 牧野区自治会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 1,900

岐阜県 美濃加茂市 作り洞自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,500

岐阜県 土岐市 妻木町区長会 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,500

岐阜県 各務原市 つつじが丘連合自治会 ステージ他コミュニティ活動備品の整備 2,000

岐阜県 可児市 中恵土自治連合会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,200

岐阜県 山県市 上願自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,600

岐阜県 郡上市 明宝自治会連合会 太鼓の修繕 2,500

岐阜県 下呂市 中切区自治会 神輿他コミュニティ活動備品の整備 2,500

岐阜県 下呂市 奥田洞区 除雪機の整備 1,500

岐阜県 海津市 秋葉通り自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,300

岐阜県 養老町 養老町桜井区 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,400

岐阜県 白川町 佐見自治協議会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,900

岐阜県 白川村 白川村鳩谷区 コミュニティ活動備品の整備 2,500

岐阜県 白川村 白川村荻町区自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

静岡県 沼津市 沼津市自治会連合会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500

静岡県 熱海市 浜町町内会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,400

静岡県 三島市 シャルマンコーポ町内会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,200

静岡県 富士宮市 福地区 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500

静岡県 伊東市 湯川区 神輿の修繕 2,500

静岡県 島田市 金谷コミュニティ委員会 太鼓の整備 2,500

静岡県 島田市 ふるさと伊太を明るくする会 音響設備の整備 1,300

静岡県 富士市 青葉台南町内会 コミュニティ活動備品の整備 1,300
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静岡県 磐田市 富岡創生協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,300

静岡県 磐田市 見付地区地域づくり協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500

静岡県 焼津市 焼津市和田第２１自治会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,200

静岡県 掛川市 弥生町区 屋台の修繕 2,500

静岡県 藤枝市 内瀬戸町内会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,900

静岡県 藤枝市 上薮田町内会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,300

静岡県 袋井市 川井中自治会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500

静岡県 袋井市 徳光自治会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 1,300

静岡県 下田市 柿崎区 太鼓台の修繕他コミュニティ活動備品の整備 2,500

静岡県 裾野市 御宿新田区 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500

静岡県 湖西市 三ツ谷自治会 太鼓の整備 2,200

静岡県 伊豆市 本立野区 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,000

静岡県 御前崎市 白浜区 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500

静岡県 菊川市 本通り上自治会 屋台の修繕他コミュニティ活動備品の整備 2,500

静岡県 伊豆の国市 白山堂区 エアコンの整備 1,900

静岡県 伊豆の国市 山木区 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 1,400

静岡県 牧之原市 東萩間区 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

静岡県 東伊豆町 東伊豆町大川区会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,400

静岡県 河津町 田中区町内会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,400

静岡県 南伊豆町 手石区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500

静岡県 西伊豆町 一色町内会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,600

静岡県 清水町 八幡区 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 谷津区町内会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,900

静岡県 吉田町 片岡下町内会 太鼓の整備 2,000

静岡県 森町 大上町内会 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 新川校区自治会 印刷機他コミュニティ活動備品の整備 2,500

愛知県 一宮市 西成連区地域づくり協議会 印刷機他コミュニティ活動備品の整備 2,500

愛知県 一宮市 小信中島連区地域づくり協議会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500

愛知県 瀬戸市 祖母懐連区自治会 テレビ他コミュニティ活動備品の整備 2,500

愛知県 半田市 西成岩区自治区会 ステージ他コミュニティ活動備品の整備 2,400

愛知県 豊川市 豊川市 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500

愛知県 津島市 東小学校区コミュニティ推進協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500

愛知県 津島市 北小学校区コミュニティ推進協議会 コピーボード他コミュニティ活動備品の整備 2,400

愛知県 碧南市 旭地区 複合機他コミュニティ活動備品の整備 2,500

愛知県 豊田市 藤岡地区コミュニティ会議 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500

愛知県 安城市 浜屋町内会 発電機他コミュニティ活動備品の整備 2,300

愛知県 西尾市 幡豆小校区コミュニティ推進協議会 複合機他コミュニティ活動備品の整備 2,200

愛知県 蒲郡市 大塚地区総代会 神輿他コミュニティ活動備品の整備 2,500

愛知県 犬山市 犬山西地区コミュニティ推進協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500

愛知県 常滑市 樽水区 山車の修繕他コミュニティ活動備品の整備 2,500

愛知県 江南市 本郷区 掲示板他コミュニティ活動備品の整備 1,900

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 祖父江支所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 2,300

愛知県 新城市 本郷区民会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,300

愛知県 東海市 船島コミュニティ テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500

愛知県 大府市 石ヶ瀬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 新知コミュニティ テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500
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愛知県 高浜市 高浜市 印刷機他コミュニティ活動備品の整備 1,000

愛知県 岩倉市 稲荷町区 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500

愛知県 豊明市 三崎区 コミュニティ活動備品の整備 2,500

愛知県 日進市 香久山区自治会 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 福江校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 2,400

愛知県 愛西市 町方地区コミュニティ推進協議会 コピー機他コミュニティ活動備品の整備 2,500

愛知県 愛西市 市江小学校区コミュニティ推進協議会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500

愛知県 清須市 西枇杷島第２ブロック エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,400

愛知県 北名古屋市 岡自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500

愛知県 弥富市 弥生小学校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 1,900

愛知県 あま市 あま市上萱津地区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 1,900

愛知県 豊山町 自治法人新町南・北自治会 神輿の修繕他コミュニティ活動備品の整備 2,400

愛知県 大口町 下小口区 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500

愛知県 扶桑町 柏森東コミュニティ推進協議会 掲示板他コミュニティ活動備品の整備 2,200

愛知県 大治町 大治西小学校区地区コミュニティ推進協議会 ステージ他コミュニティ活動備品の整備 2,300

愛知県 阿久比町 阿久比町大字大古根 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500

愛知県 東浦町 森岡地区コミュニティ推進協議会 パネル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 複合機他コミュニティ活動備品の整備 2,500

愛知県 美浜町 美浜町 椅子他コミュニティ活動備品の整備 2,500

愛知県 美浜町 河和区 投光器他コミュニティ活動備品の整備 2,500

愛知県 武豊町 玉貫区祭礼部 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500

愛知県 幸田町 幸田町幸田小学校区地区コミュニティ推進協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500

三重県 津市 豊が丘地区自治会連合会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,100

三重県 四日市市 東富田町（北部）連合自治会 祭衣装の整備 2,200

三重県 四日市市 桜花台連合自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

三重県 四日市市 中野町山条自治会 神輿他コミュニティ活動備品の整備 2,100

三重県 伊勢市 中小俣自治区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,900

三重県 伊勢市 通町自治会 掲示板及びテントの整備 1,300

三重県 松阪市 美濃田町自治会 複合機他コミュニティ活動備品の整備 2,500

三重県 松阪市 駅部田町さつき園自治会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 1,700

三重県 松阪市 通り上川自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,300

三重県 桑名市 南魚町自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,300

三重県 桑名市 江場自治会連合会 防犯灯の整備 2,300

三重県 桑名市 西別所区連合自治会 防犯灯の整備 1,700

三重県 鈴鹿市 山中町自治会 山車の修繕 2,500

三重県 鈴鹿市 国分町自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

三重県 名張市 ひなち地域ゆめづくり委員会 ステージ他コミュニティ活動備品の整備 2,500

三重県 名張市 すみれが丘自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,400

三重県 尾鷲市 早田浦共同組合 屋外放送設備他コミュニティ活動備品の整備 2,300

三重県 亀山市 井田川地区南まちづくり協議会 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 御幸地区まちづくり協議会 コミュニティ活動備品の整備 1,400

三重県 鳥羽市 菅島町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,300

三重県 鳥羽市 池上町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

三重県 熊野市 板屋区 コミュニティ活動備品の整備 2,300

三重県 いなべ市 石仏自治会 山車の整備 2,500

三重県 いなべ市 大井田自治会 コピー機他コミュニティ活動備品の整備 2,000

三重県 いなべ市 小原一色自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,400
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三重県 志摩市 間崎自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,100

三重県 志摩市 阿児町安乗自治会 コピー機他コミュニティ活動備品の整備 1,900

三重県 伊賀市 伊賀市阿保東部区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500

三重県 伊賀市 青山羽根区 コミュニティ活動備品の整備 2,400

三重県 伊賀市 妙楽地区 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500

三重県 伊賀市 伊勢路区 掲示板他コミュニティ活動備品の整備 2,500

三重県 伊賀市 下神戸区 椅子他コミュニティ活動備品の整備 2,500

三重県 多気町 西池上自治会 遊具の整備 1,600

三重県 多気町 平谷自治区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,500

三重県 明和町 斎宮苑自治会 屋外放送設備の整備 2,300

三重県 大台町 粟生区自治会 遊具の整備 2,100

三重県 南伊勢町 道行竈区 テレビ他コミュニティ活動備品の整備 2,500

三重県 南伊勢町 神津佐区 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,400

三重県 南伊勢町 船越区 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,400

滋賀県 大津市 荒川自治会 エアコンの整備 2,000

滋賀県 彦根市 金剛寺町自治会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,100

滋賀県 長浜市 小谷上山田自治会 エアコンの整備 2,100

滋賀県 長浜市 川崎町自治会 防犯灯の整備 1,500

滋賀県 長浜市 宮司東町自治会 屋外放送設備の整備 2,500

滋賀県 近江八幡市 日吉野東自治会 屋外放送設備の整備 2,500

滋賀県 近江八幡市 大中町自治会 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 草津市 西大路第三町内会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,300

滋賀県 守山市 川中自治会 神輿の整備 2,300

滋賀県 守山市 中野自治会 屋外放送設備の整備 1,000

滋賀県 栗東市 大宝東学区地域振興協議会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

滋賀県 栗東市 治田学区地域振興協議会 椅子他コミュニティ活動備品の整備 2,500

滋賀県 甲賀市 水口町第９区 パソコン他コミュニティ活動備品の整備 1,800

滋賀県 甲賀市 塩野区自治会 コピー機他コミュニティ活動備品の整備 1,700

滋賀県 野洲市 近江富士第二区自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,700

滋賀県 野洲市 ひるた曳山保存会 曳山の修繕 2,500

滋賀県 湖南市 ハイウェイサイドタウン自治会 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 近江台区自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500

滋賀県 高島市 南船木区自治会 神輿の修繕 2,500

滋賀県 高島市 沢区 ステージ他コミュニティ活動備品の整備 2,500

滋賀県 東近江市 愛東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

滋賀県 米原市 梅ヶ原区町内会 除雪機の整備 2,100

滋賀県 米原市 上板並区自治会 除雪機の整備 1,900

滋賀県 日野町 中之郷自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500

滋賀県 日野町 大字平子 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,400

滋賀県 竜王町 林自治会 照明器具他コミュニティ活動備品の整備 2,200

滋賀県 竜王町 駕輿丁自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,000

滋賀県 愛荘町 川原自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500

滋賀県 愛荘町 蚊野区 神輿台車の整備 1,300

滋賀県 豊郷町 吉田区 遊具の整備 2,500

滋賀県 甲良町 正楽寺区 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,400

滋賀県 多賀町 八重練区 除雪機の整備 1,800

京都府 福知山市 室自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,500
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京都府 綾部市 東山町自治会 太鼓の修繕他コミュニティ活動備品の整備 2,500

京都府 宇治市 ユニ宇治川マンション自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,500

京都府 宮津市 国分自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

京都府 宮津市 滝馬自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

京都府 宮津市 大島自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,300

京都府 亀岡市 山階区 コミュニティ活動備品の整備 2,400

京都府 向日市 向日区 コミュニティ活動備品の整備 2,500

京都府 八幡市 双栗自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,100

京都府 京田辺市 薪区 コミュニティ活動備品の整備 2,500

京都府 京田辺市 江津区 コミュニティ活動備品の整備 2,500

京都府 京丹後市 河辺区 コミュニティ活動備品の整備 2,500

京都府 京丹後市 湊地区自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

京都府 南丹市 天引区 コミュニティ活動備品の整備 2,500

京都府 南丹市 美山町大野振興会 コミュニティ活動備品の整備 1,400

京都府 木津川市 城山台６丁目自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,400

京都府 木津川市 南後背荘苑自治会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 1,300

京都府 久御山町 野村自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,300

京都府 井手町 井出地域活性化協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

京都府 精華町 桜が丘三丁目自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,700

京都府 伊根町 伊根町 コミュニティ活動備品の整備 2,500

京都府 与謝野町 滝区 コミュニティ活動備品の整備 2,400

京都府 与謝野町 加悦区 コミュニティ活動備品の整備 2,500

大阪府 岸和田市 天神山地区市民協議会 プリンター他コミュニティ活動備品の整備 2,500

大阪府 吹田市 吹田市 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,700

大阪府 泉大津市 泉大津市自治会連合会 プリンター他コミュニティ活動備品の整備 2,000

大阪府 貝塚市 貝塚市町会連合会 衣装他コミュニティ活動備品の整備 2,500

大阪府 守口市 瀧井地車保存会 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 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,500

大阪府 茨木市 玉島小学校区団体連絡協議会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

大阪府 八尾市 八尾市 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,300

大阪府 富田林市 廿山町会 地車の整備 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 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

大阪府 大東市 大東市扇町区自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,000

大阪府 和泉市 和泉市町会連合会 冷蔵庫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 テント他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 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,000

大阪府 羽曳野市 羽曳野市連合区長会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500

大阪府 高石市 高石市 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,300

大阪府 東大阪市 縄手南校区連合自治協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

大阪府 泉南市 兎田区 掲示板の整備 2,500

大阪府 四條畷市 四條畷市楠公町会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500

大阪府 大阪狭山市 口大野自治会 地車の整備 2,500

大阪府 阪南市 いずみが丘自治会 パソコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500

大阪府 太子町 山田西町会 地車の整備 2,500

大阪府 河南町 中村地区自治連絡会 発電機他コミュニティ活動備品の整備 2,500

大阪府 千早赤阪村 小吹地区会 プリンター他コミュニティ活動備品の整備 2,500

兵庫県 姫路市 白浜地区連合自治会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,000
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兵庫県 尼崎市 大庄西社会福祉連絡協議会 地車の修繕 2,500

兵庫県 尼崎市 北竹谷社会福祉連絡協議会 太鼓の整備 2,500

兵庫県 明石市 錦が丘校区まちづくり協議会 ステージ他コミュニティ活動備品の整備 2,500

兵庫県 西宮市 大市神輿太鼓保存会 太鼓台の修繕 2,500

兵庫県 洲本市 市原町内会 地車の修繕他コミュニティ活動備品の整備 2,500

兵庫県 芦屋市 打出浜コミュニティ・スクール ステージ他コミュニティ活動備品の整備 2,500

兵庫県 加古川市 上西条町内会 法被の整備 2,500

兵庫県 赤穂市 赤穂市宮前町自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

兵庫県 西脇市 板波町 太鼓屋台の修繕 2,500

兵庫県 宝塚市 宝塚小学校区まちづくり協議会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 1,800

兵庫県 三木市 六社屋台保存会 屋台の整備 2,500

兵庫県 高砂市 阿弥陀南自治会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,200

兵庫県 川西市 久代小学校区コミュニティ推進協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500

兵庫県 小野市 来住地区地域づくり協議会 リソグラフ他コミュニティ活動備品の整備 2,500

兵庫県 三田市 すずかけ台自治会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500

兵庫県 三田市 高平郷づくり協議会 印刷機他コミュニティ活動備品の整備 2,500

兵庫県 加西市 加西市黒駒町 屋台水引幕の修繕 2,500

兵庫県 丹波篠山市 般若寺自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500

兵庫県 養父市 三宅区 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

兵庫県 南あわじ市 籠池自治会 地車の修繕 2,500

兵庫県 淡路市 塩田里町内会 遊具の整備 1,400

兵庫県 宍粟市 谷村おこしの会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500

兵庫県 加東市 上滝野地区 テーブルの整備 1,100

兵庫県 たつの市 御津町伊津地区協議会 太鼓の整備 2,500

兵庫県 猪名川町 木津上自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,300

兵庫県 多可町 下野間集落 屋台の修繕他コミュニティ活動備品の整備 2,500

兵庫県 稲美町 向山自治会 獅子舞他コミュニティ活動備品の整備 2,500

兵庫県 市川町 西川辺東区 屋台の修繕及び法被の整備 2,400

兵庫県 福崎町 西光寺区自治会 遊具の整備 2,500

兵庫県 太子町 町与自治会 屋台の修繕 2,000

兵庫県 上郡町 山野里区自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

兵庫県 佐用町 海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 1,500

兵庫県 香美町 八原区 神輿の整備 2,000

奈良県 奈良市 飛鳥地区自治連合会 パソコン他コミュニティ活動備品の整備 1,400

奈良県 大和高田市 昭和町ノースウイング自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

奈良県 大和郡山市 新町東自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,100

奈良県 天理市 南檜垣町自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,500

奈良県 橿原市 四条町小泉堂自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,400

奈良県 桜井市 吉隠区 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500

奈良県 五條市 阪本自治会 祭衣装の整備 1,700

奈良県 御所市 東佐味自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,500

奈良県 生駒市 あすか野自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,900

奈良県 香芝市 平野自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

奈良県 葛城市 今在家区 神輿の整備 2,000

奈良県 宇陀市 大神自治会 テレビ他コミュニティ活動備品の整備 2,500

奈良県 三郷町 信貴ヶ丘自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,000

奈良県 斑鳩町 西里自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,400
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奈良県 川西町 川西町自治連合会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

奈良県 三宅町 但馬大字自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,500

奈良県 高取町 上子島自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,200

奈良県 広陵町 斉音寺区 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 1,700

奈良県 吉野町 中荘地区自治協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,100

奈良県 大淀町 土田区 エアコンの整備 2,400

奈良県 天川村 天川村郷土芸能保存会洞川民芸会 コミュニティ活動備品の整備 1,800

奈良県 十津川村 十津川村 エアコンの整備 2,500

和歌山県 和歌山市 和佐地区連合自治会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 1,300

和歌山県 海南市 冷水区 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,300

和歌山県 海南市 巽地区連合自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,600

和歌山県 橋本市 橋本舟楽車保存会 半纏他コミュニティ活動備品の整備 2,100

和歌山県 有田市 辰ヶ浜連合自治会 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 岩内区 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 紀小竹連合会 屋台の整備 2,500

和歌山県 田辺市 益穂町内会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,100

和歌山県 湯浅町 田区 獅子頭他コミュニティ活動備品の整備 2,500

和歌山県 湯浅町 道町南区 神輿の整備 2,500

和歌山県 広川町 本町区 神輿他コミュニティ活動備品の整備 2,500

和歌山県 有田川町 尾中区 山車の修繕及び太鼓の整備 2,500

和歌山県 美浜町 田井畑区 祭衣装他コミュニティ活動備品の整備 2,500

和歌山県 日高町 柏区 獅子舞他コミュニティ活動備品の整備 2,500

和歌山県 由良町 吹井祭礼実行委員会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

和歌山県 印南町 地方区 屋台の修繕他コミュニティ活動備品の整備 2,500

和歌山県 みなべ町 熊瀬川区 祭衣装他コミュニティ活動備品の整備 2,000

和歌山県 みなべ町 気佐藤区 獅子舞他コミュニティ活動備品の整備 2,500

和歌山県 日高川町 大字小釜本区 獅子舞の整備 1,300

和歌山県 白浜町 湯崎奉賛会 神輿の修繕 2,500

和歌山県 上富田町 上村獅子舞保存会 獅子舞他コミュニティ活動備品の整備 2,500

和歌山県 すさみ町 下地獅子舞保存会 獅子舞他コミュニティ活動備品の整備 2,500

和歌山県 串本町 鬮野川獅子舞保存会 獅子頭他コミュニティ活動備品の整備 2,100

鳥取県 鳥取市 下原自治会 遊具の整備 2,500

鳥取県 鳥取市 新岩倉町内会 遊具の整備 2,100

鳥取県 鳥取市 津ノ井地区まちづくり協議会 ステージの整備 2,500

鳥取県 米子市 旗ヶ崎三区東自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500

鳥取県 米子市 福生東一四区自治会 草刈機他コミュニティ活動備品の整備 2,500

鳥取県 倉吉市 郡家自治公民館 神輿の修繕 2,500

鳥取県 倉吉市 別所自治公民館 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 2,400

鳥取県 境港市 上道町第３区自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500

鳥取県 境港市 夕日ヶ丘１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

鳥取県 境港市 渡町第二区自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,100

鳥取県 岩美町 岩美駅前自治会 除雪機の整備 2,100

鳥取県 智頭町 富沢地区振興協議会 コミュニティ活動備品の整備 1,200

鳥取県 八頭町 大伊地区橋本部落区会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500

鳥取県 八頭町 米岡自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500

鳥取県 八頭町 東一自治会 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 1,500

23



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）

鳥取県 三朝町 小鹿地域協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500

鳥取県 湯梨浜町 方地公民館 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 1,600

鳥取県 琴浦町 平和部落 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 1,100

鳥取県 北栄町 由良宿７区自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,000

鳥取県 北栄町 国坂自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500

鳥取県 大山町 坊領部落 除雪機の整備 2,500

鳥取県 大山町 ニューヴィータ自治会 遊具の整備 2,300

鳥取県 大山町 坪田一区自治会 除雪機の整備 1,700

鳥取県 伯耆町 添谷部落 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,200

鳥取県 日野町 貝原自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500

鳥取県 江府町 荒田集落 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,200

島根県 松江市 宍道町部自治会 神輿の修繕 2,500

島根県 松江市 附谷自治会 遊具の整備 2,400

島根県 松江市 小平自治会 椅子他コミュニティ活動備品の整備 1,300

島根県 浜田市 今田町内会 音響設備の整備 1,900

島根県 浜田市 宇野町大尾谷町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

島根県 浜田市 美川連合自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

島根県 出雲市 「大社中学校生徒吉兆」支援保存会 台車他コミュニティ活動備品の整備 1,800

島根県 出雲市 明川獅子舞保存会 獅子舞他コミュニティ活動備品の整備 1,900

島根県 出雲市 荒茅町中組自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,400

島根県 益田市 西益田まちづくりの会 草刈機他コミュニティ活動備品の整備 2,200

島根県 大田市 忍原地頭所神楽団 コミュニティ活動備品の整備 2,500

島根県 安来市 新十神町自治会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500

島根県 江津市 今田舞子連中 コミュニティ活動備品の整備 2,500

島根県 雲南市 多根の郷 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 1,000

島根県 奥出雲町 追谷自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

島根県 奥出雲町 馬馳上自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

島根県 川本町 中新町自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,200

島根県 川本町 長原・矢谷連合自治会 椅子他コミュニティ活動備品の整備 1,500

島根県 川本町 田窪自治会 エアコンの整備 1,800

島根県 邑南町 高原神楽団 コミュニティ活動備品の整備 2,500

島根県 邑南町 桜井自治会 エアコンの整備 1,600

島根県 津和野町 山根町自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,200

島根県 西ノ島町 赤ノ江区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,200

島根県 西ノ島町 市部区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,200

島根県 隠岐の島町 都万地域区長連絡協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500

岡山県 倉敷市 中山町内会 千歳楽の修繕 2,500

岡山県 倉敷市 観音台自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500

岡山県 倉敷市 大梵町内会 屋外放送設備の整備 2,500

岡山県 倉敷市 庄新町町内会 やぐらステージの整備 2,500

岡山県 倉敷市 沙美西町内会 千歳楽の整備 2,500

岡山県 津山市 日上町内会 椅子他コミュニティ活動備品の整備 2,400

岡山県 津山市 二宮連合町内会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,000

岡山県 玉野市 野々浜町内会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,700

岡山県 玉野市 宇藤木区 エアコン及び照明器具の整備 1,300

岡山県 笠岡市 笠岡本町二丁目会 屋外放送設備の整備 1,500

岡山県 笠岡市 仁王堂町大人御輿保存会 神輿の修繕 1,400
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岡山県 笠岡市 生江浜町内会 エアコン他コミュ二ティ活動備品の整備 2,300

岡山県 井原市 荏原地区まちづくり協議会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500

岡山県 井原市 出部西部自治連合協議会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,400

岡山県 高梁市 高山協議会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,000

岡山県 高梁市 仁賀協議会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,400

岡山県 新見市 正田地域振興会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500

岡山県 備前市 山津田区 コミュニティ活動備品の整備 2,500

岡山県 備前市 グリーンサポーターびぜん コミュニティ活動備品の整備 2,500

岡山県 瀬戸内市 大東自治会 地車の修繕 2,100

岡山県 瀬戸内市 笠加地区コミュニティ協議会 コミュニティ活動備品の整備 1,000

岡山県 赤磐市 山陽５丁目町内会 パソコン他コミュニティ活動備品の整備 2,000

岡山県 赤磐市 津崎区自治会 パソコン他コミュニティ活動備品の整備 1,100

岡山県 美作市 小房自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,100

岡山県 浅口市 明徳地区町内会 千歳楽の修繕 2,500

岡山県 和気町 宮田区 神輿の整備 2,500

岡山県 和気町 丸山区 コミュニティ活動備品の整備 1,100

岡山県 里庄町 里庄町浜中南分館 コミュニティ活動備品の整備 2,300

岡山県 矢掛町 川面地区自治協議会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 1,100

岡山県 久米南町 コンシーデレ山手 テーブル他コミュニティ活動備品の整理 2,200

広島県 呉市 広長浜沼田自治会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500

広島県 呉市 呉市三条地区自治会連合会 祭衣装他コミュニティ活動備品の整備 2,400

広島県 竹原市 竹原市 コミュニティ活動備品の整備 2,500

広島県 三原市 小泉町内会 複合機他コミュニティ活動備品の整備 1,100

広島県 三原市 末光区民協議会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,900

広島県 尾道市 地縁団体大迫町内会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500

広島県 福山市 しんいち学区まちづくり推進委員会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500

広島県 府中市 府中市上辻町町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,200

広島県 府中市 栗生町内会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

広島県 三次市 三良坂町自治振興区連絡協議会 コミュニティ活動備品の整備 1,400

広島県 庄原市 帝釈自治振興区 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,400

広島県 大竹市 新町２丁目自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,200

広島県 大竹市 黒川自治会連合会 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 下黒瀬住民自治協議会 神輿他コミュニティ活動備品の整備 2,500

広島県 東広島市 西志和まちづくり自治協議会 パネル他コミュニティ活動備品の整備 2,300

広島県 廿日市市 宮島太鼓振興会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 1,600

広島県 廿日市市 廿日市地区まちづくり協議会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 1,400

広島県 安芸高田市 日之原太鼓 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,000

広島県 安芸高田市 五龍太鼓保存会 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 津久茂まちづくり協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,400

広島県 江田島市 宮ノ原自治会 草刈機他コミュニティ活動備品の整備 2,400

広島県 府中町 清水ヶ丘町内会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,200

広島県 府中町 青崎東サンヒルズ町内会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,500

広島県 海田町 朝陽自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,300

広島県 海田町 砂走自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,200

広島県 北広島町 千代田地域づくり協議会 テントの整備 2,400

広島県 大崎上島町 木江地区区長会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500

広島県 世羅町 大田地区振興会連絡協議会 浴衣他コミュニティ活動備品の整備 2,500
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広島県 神石高原町 小畠市場地区自治振興連絡協議会 ミキサー他コミュニティ活動備品の整備 2,500

山口県 下関市 厚島太鼓芸能保存会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500

山口県 下関市 清末自治連合会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,000

山口県 下関市 下関市豊浦町ふるさとづくり推進協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,000

山口県 宇部市 宇部市コミュニティ推進地区連絡協議会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

山口県 山口市 大内まちづくり協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500

山口県 山口市 平川コミュニティ推進協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500

山口県 萩市 福栄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 萩市 須佐地域ふるさとづくり協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500

山口県 防府市 防府市コミュニティ推進連絡会議 草刈機他コミュニティ活動備品の整備 2,500

山口県 下松市 米川地区自治会連合会 テーブル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 音響設備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 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500

山口県 長門市 田屋地区まちづくり協議会 ステージ他コミュニティ活動備品の整備 1,300

山口県 長門市 上ゲ自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,200

山口県 長門市 掛渕自治会 テレビ他コミュニティ活動備品の整備 1,100

山口県 柳井市 平郡東地区コミュニティ協議会 プリンター他コミュニティ活動備品の整備 2,500

山口県 周南市 周南市コミュニティ推進連絡協議会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

山口県 周南市 戸田地区コミュニティ推進協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500

山口県 周南市 周陽地区コミュニティ推進協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500

山口県 山陽小野田市 山陽小野田市ふるさとづくり協議会 テント他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 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,200

山口県 平生町 宇佐木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 平生町 竪ヶ浜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 1,200

山口県 阿武町 阿武町 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 新のんき連 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500

徳島県 徳島市 上八万まちづくり協議会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

徳島県 鳴門市 長江地区コミュニティ交流会 パソコン他コミュニティ活動備品の整備 2,400

徳島県 小松島市 小松島市創作太鼓振興会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500

徳島県 阿南市 新野南地域振興協議会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,900

徳島県 吉野川市 大西郷若連 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500

徳島県 吉野川市 本郷屋台世話人会 提灯他コミュニティ活動備品の整備 2,500

徳島県 美馬市 美馬市 テーブル及び椅子の整備 2,500

徳島県 美馬市 宗ノ分自治会 提灯他コミュニティ活動備品の整備 1,300

徳島県 勝浦町 黒岩区会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,400

徳島県 勝浦町 久国区 椅子他コミュニティ活動備品の整備 2,500

徳島県 勝浦町 与川内区 椅子他コミュニティ活動備品の整備 2,500

徳島県 上勝町 野尻名 神輿の修繕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 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

徳島県 神山町 大埜地戸主会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

徳島県 神山町 大久保の里づくり協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,400

徳島県 那賀町 和無田部落会 神輿の修繕 2,500

徳島県 牟岐町 徳島県阿波踊り協会所属「とんま連」 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 1,500

徳島県 美波町 赤松座 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,300

徳島県 美波町 北河内分館 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

徳島県 海陽町 海南太鼓 太鼓の整備 2,500

徳島県 海陽町 四方原ダンジリ保存会 地車の修繕 2,500
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徳島県 北島町 舞きょう連 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500

徳島県 上板町 天目一子供神輿保存会 神輿の整備 2,500

徳島県 上板町 王子神輿保存会 神輿他コミュニティ活動備品の整備 2,000

徳島県 上板町 雷童太鼓 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500

徳島県 つるぎ町 ゆうゆうパーク及び周辺利用者連絡協議会 草刈機他コミュニティ活動備品の整備 2,500

香川県 高松市 太田地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 前田校区コミュニティ協議会 パネル他コミュニティ活動備品の整備 2,400

香川県 高松市 原上自治会 獅子油単他コミュニティ活動備品の整備 2,500

香川県 丸亀市 飯山南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

香川県 丸亀市 港、ふれあいのまち城乾 複合機他コミュニティ活動備品の整備 2,500

香川県 坂出市 新浜四区自治会 太鼓の整備 2,500

香川県 坂出市 上氏部自治会 獅子油単他コミュニティ活動備品の整備 2,500

香川県 坂出市 鴨庄自治会 獅子油単他コミュニティ活動備品の整備 2,500

香川県 善通寺市 曼荼羅寺３区自治会 獅子油単の整備 2,500

香川県 善通寺市 生野原自治会 獅子油単他コミュニティ活動備品の整備 2,500

香川県 観音寺市 本大上自治会 獅子頭他コミュニティ活動備品の整備 2,500

香川県 観音寺市 高木自治会 太鼓の整備 2,500

香川県 観音寺市 下杉林自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

香川県 さぬき市 沢福自治会 獅子油単他コミュニティ活動備品の整備 2,400

香川県 さぬき市 山崎自治会 獅子油単他コミュニティ活動備品の整備 2,500

香川県 東かがわ市 町田自治会 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 大谷自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

香川県 三豊市 羽方池下自治会 獅子油単他コミュニティ活動備品の整備 2,500

香川県 三豊市 財田上自治会 太鼓の整備 2,500

香川県 小豆島町 入部自治会 ステージ他コミュニティ活動備品の整備 2,500

香川県 三木町 高野自治会 獅子油単他コミュニティ活動備品の整備 2,500

香川県 三木町 氷谷原自治会 獅子頭他コミュニティ活動備品の整備 2,300

香川県 宇多津町 宇夫階自治会 太鼓台の修繕 2,500

香川県 綾川町 川田自治会 獅子油単他コミュニティ活動備品の整備 2,500

香川県 綾川町 西川北自治会 獅子油単他コミュニティ活動備品の整備 2,500

香川県 琴平町 上川原自治会 獅子油単他コミュニティ活動備品の整備 2,500

香川県 多度津町 三井西自治会 獅子油単の整備 1,500

香川県 多度津町 八幡自治会 獅子油単他コミュニティ活動備品の整備 2,400

香川県 まんのう町 大向中自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,300

香川県 まんのう町 宮東自治会 法被他コミュニティ活動備品の整備 2,500

愛媛県 松山市 出合町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

愛媛県 松山市 松山市愛光町南地区町内会 コミュニティ活動備品の整備 1,200

愛媛県 松山市 下仲屋町内会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500

愛媛県 松山市 中西内区 コミュニティ活動備品の整備 2,500

愛媛県 松山市 下苅屋町内会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

愛媛県 今治市 宅間部落 コミュニティ活動備品の整備 2,500

愛媛県 宇和島市 吉田御陣屋太鼓保存会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

愛媛県 八幡浜市 片山町町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

愛媛県 新居浜市 新居浜市船木校区連合自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

愛媛県 西条市 港新地連合自治会 屋外放送設備の整備 1,900

愛媛県 西条市 北浜連合自治会 屋外放送設備の整備 1,100

愛媛県 大洲市 菅田獅子保存会 コミュニティ活動備品の整備 1,500

27



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）

愛媛県 伊予市 廣田獅子舞保存会 コミュニティ活動備品の整備 1,900

愛媛県 伊予市 大字上三谷 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,300

愛媛県 四国中央市 石原自治会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500

愛媛県 四国中央市 寒川中部自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

愛媛県 四国中央市 塩谷町自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

愛媛県 東温市 山之内区 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,900

愛媛県 東温市 北方東自治区 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 1,200

愛媛県 上島町 下弓削区 コミュニティ活動備品の整備 2,500

愛媛県 松前町 大字恵久美 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 1,700

愛媛県 松前町 西高柳 コミュニティ活動備品の整備 2,100

愛媛県 内子町 寺村自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,000

愛媛県 伊方町 三崎部落 コミュニティ活動備品の整備 2,500

愛媛県 鬼北町 太鼓集団　魁 コミュニティ活動備品の整備 2,500

愛媛県 愛南町 増田地区 コミュニティ活動備品の整備 2,500

高知県 南国市 長岡西部地区地域活性化推進協議会 太鼓の整備 2,500

高知県 土佐市 宇佐地区町内会連合会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,000

高知県 宿毛市 和田地区 屋外放送設備の整備 2,500

高知県 土佐清水市 市街地地区区長会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

高知県 土佐清水市 貝ノ川郷部落 コミュニティ活動備品の整備 2,500

高知県 土佐清水市 貝ノ川浦部落 神輿他コミュニティ活動備品の整備 2,500

高知県 土佐清水市 下浦部落 コミュニティ活動備品の整備 1,200

高知県 四万十市 片魚地区 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 具同地区区長会 法被他コミュニティ活動備品の整備 2,400

高知県 四万十市 山路地区 神輿の修繕 2,500

高知県 香南市 徳王子まちづくり協議会 獅子舞他コミュニティ活動備品の整備 2,500

高知県 安田町 中新町自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,700

高知県 馬路村 魚梁瀬地区会 ステージの整備 2,500

高知県 本山町 本山町 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

高知県 本山町 二区 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,000

高知県 中土佐町 大野見北地区振興会 コミュニティ活動備品の整備 1,300

高知県 梼原町 松原区 コミュニティ活動備品の整備 2,500

高知県 日高村 日高村 コミュニティ活動備品の整備 2,500

高知県 四万十町 下津井地区自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

高知県 大月町 内平地区 コミュニティ活動備品の整備 2,500

高知県 三原村 上下長谷部落会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,000

高知県 三原村 亀ノ川部落会 神輿の修繕 2,300

高知県 黒潮町 御坊畑地区 コミュニティ活動備品の整備 2,500

福岡県 大牟田市 駛馬校区まちづくり協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

福岡県 久留米市 北野町風流保存会　北野太鼓　轍 コミュニティ活動備品の整備 2,500

福岡県 飯塚市 鹿毛馬上自治会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500

福岡県 田川市 東町区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500

福岡県 八女市 龍ヶ原町内会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,300

福岡県 筑後市 松原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 1,600

福岡県 大川市 木室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

福岡県 豊前市 三毛門区長会 ステージ他コミュニティ活動備品の整備 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 1,100

福岡県 小郡市 立石校区協働のまちづくり協議会 コミュニティ活動備品の整備 2,500
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福岡県 筑紫野市 本町区町内会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,300

福岡県 春日市 春日地区自治会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500

福岡県 宗像市 大島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 東ヶ丘区自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

福岡県 福津市 勝浦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 うきは市 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

福岡県 宮若市 所田自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,600

福岡県 嘉麻市 大隈区 コミュニティ活動備品の整備 2,000

福岡県 朝倉市 秋月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 みやま市 堤区 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 大門行政区自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

福岡県 那珂川市 下片縄区自治会 ステージ他コミュニティ活動備品の整備 2,500

福岡県 宇美町 原田下自治会 神輿他コミュニティ活動備品の整備 2,500

福岡県 篠栗町 山王区 獅子舞他コミュニティ活動備品の整備 2,500

福岡県 須恵町 須恵町 コミュニティ活動備品の整備 2,500

福岡県 粕屋町 粕屋太鼓　ガイアの響 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500

福岡県 芦屋町 中ノ浜区 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 水巻町おかの台団地自治会 発電機他コミュニティ活動備品の整備 2,500

福岡県 遠賀町 遠賀町 街路灯の整備 2,500

福岡県 鞍手町 猪倉区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,200

福岡県 大刀洗町 ほんごう地域づくり委員会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

福岡県 大木町 大木町 エアコン他コミュニティセンター備品の整備 2,200

福岡県 広川町 逆瀬谷区 コミュニティ活動備品の整備 2,400

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 2,500

福岡県 川崎町 太田行政区 獅子舞他コミュニティ活動備品の整備 1,400

福岡県 福智町 赤池四区公民館 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,100

福岡県 苅田町 緑ヶ丘区 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,300

福岡県 みやこ町 彦徳区自治会 パソコン他コミュニティ活動備品の整備 2,400

福岡県 上毛町 西友枝４区自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

福岡県 築上町 下香楽自治会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500

佐賀県 佐賀市 溝口自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,000

佐賀県 唐津市 和多田用尺町内会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,600

佐賀県 鳥栖市 鳥栖市布津原区 やぐら他コミュニティ活動備品の整備 2,300

佐賀県 鳥栖市 永吉町区 コミュニティ活動備品の整備 1,500

佐賀県 多久市 下鶴区 屋外放送設備の整備 2,500

佐賀県 多久市 北坊区 太鼓の整備 1,900

佐賀県 伊万里市 南波多町まちづくり運営協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,400

佐賀県 伊万里市 山口区 コミュニティ活動備品の整備 2,500

佐賀県 鹿島市 龍宿浦区 コミュニティ活動備品の整備 2,500

佐賀県 小城市 下町区 コミュニティ活動備品の整備 2,500

佐賀県 嬉野市 茂手区 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500

佐賀県 嬉野市 納戸料区 草刈機他コミュニティ活動備品の整備 2,500

佐賀県 神埼市 柏原自治会 遊具の整備 1,600

佐賀県 神埼市 本告牟田自治会 遊具他コミュニティ活動備品の整備 2,000

佐賀県 吉野ヶ里町 目達原地区町内会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500

佐賀県 基山町 第７区公民館 コミュニティ活動備品の整備 2,500

佐賀県 玄海町 有浦下区自治会 座卓他コミュニティ活動備品の整備 2,500
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佐賀県 玄海町 諸浦区自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500

佐賀県 有田町 七区 祭衣装の整備 2,500

佐賀県 大町町 大谷口区・公民分館 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,300

佐賀県 大町町 浦川内区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,700

佐賀県 江北町 大西区 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

佐賀県 白石町 福吉区 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

佐賀県 白石町 廻里津区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500

長崎県 長崎市 本石灰町自治会 太鼓の整備 2,300

長崎県 長崎市 昭和町水源自治会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,400

長崎県 長崎市 柿泊町ペーロン保存会 コミュニティ活動備品の整備 2,400

長崎県 佐世保市 日宇町三組自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

長崎県 佐世保市 鹿町地区自治協議会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

長崎県 島原市 杉谷地区コスモス愛護会 草刈機の整備 2,500

長崎県 島原市 三之沢地区お祭り会 神輿の整備 1,200

長崎県 諫早市 高来町湯江浮立保存会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500

長崎県 諫早市 諫早肥前太鼓 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500

長崎県 平戸市 以善区会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,700

長崎県 松浦市 牟田地区 椅子他コミュニティ活動備品の整備 2,500

長崎県 対馬市 上対馬町太鼓保存会「対馬愛鼓連」 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,400

長崎県 対馬市 美津島町樽ヶ浜区 遊具の整備 2,500

長崎県 壱岐市 大原開保地太鼓保存会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 1,900

長崎県 五島市 三井楽地区衛生組織連合会 草刈機の整備 1,300

長崎県 西海市 下郷公民館 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500

長崎県 西海市 蛎浦ペーロン協会 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,900

長崎県 南島原市 夢・手づくりふれあい祭り実行委員会 椅子他コミュニティ活動備品の整備 2,500

長崎県 長与町 高田地区コミュニティ活動推進会議 印刷機の整備 1,900

長崎県 東彼杵町 太ノ原自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500

長崎県 東彼杵町 口木田自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,300

長崎県 東彼杵町 浦自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,400

長崎県 川棚町 新百津町内会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 1,900

長崎県 波佐見町 宿郷自治会 神輿他コミュニティ活動備品の整備 2,400

長崎県 小値賀町 笛吹連合町内会 テントの整備 1,800

長崎県 新上五島町 マリンｉｎ有川実行委員会 ステージの整備 2,300

熊本県 八代市 まちづくり協議会みやじ やぐら他コミュニティ活動備品の整備 2,500

熊本県 八代市 鏡まちづくり協議会 太鼓の整備 2,500

熊本県 人吉市 人吉市下青井町内会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,400

熊本県 荒尾市 牛水下区 屋外放送設備の整備 2,400

熊本県 山鹿市 ４区自治会 屋外放送設備の整備 2,500

熊本県 菊池市 前川自治会 屋外放送設備の整備 2,400

熊本県 宇土市 御領橋区 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 内野河内自治館 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,000

熊本県 上天草市 中園地区 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,900

熊本県 宇城市 松橋町十二区 屋外放送設備の整備 2,500

熊本県 宇城市 古屋敷区 屋外放送設備の整備 2,500

熊本県 阿蘇市 東黒川区 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 下西黒川区 コミュニティ活動備品の整備 2,500

熊本県 阿蘇市 町区公民館 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500
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熊本県 阿蘇市 ５の２区公民館 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,100

熊本県 阿蘇市 大阿蘇御神火太鼓保存会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500

熊本県 天草市 上津浦地区振興会 ステージの整備 2,500

熊本県 合志市 泉ヶ丘自治会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,200

熊本県 美里町 庵竹公民館 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

熊本県 長洲町 向野区 屋外放送設備の整備 2,500

熊本県 和水町 江光寺区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,200

熊本県 大津町 鍛冶区 屋外放送設備の整備 2,500

熊本県 菊陽町 南方区 屋外放送設備の整備 2,500

熊本県 嘉島町 嘉島町 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,000

熊本県 益城町 福富区 屋外放送設備の整備 2,500

熊本県 山都町 御岳自治振興会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500

熊本県 芦北町 宮浦コミュニティ推進協議会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,100

熊本県 津奈木町 竹中地区自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,800

熊本県 錦町 錦町第１４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 黒肥地西９区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,600

熊本県 水上村 水上村 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,200

熊本県 苓北町 苓北町都呂々木場区 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 1,100

大分県 大分市 新高松東自治区 山車の整備 2,500

大分県 大分市 一尺屋上浦連合区 山車他コミュニティ活動備品の整備 2,100

大分県 大分市 千代町町内会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

大分県 別府市 荘園町自治会 コミュニティ活動備品の整備 1,900

大分県 別府市 さんもく会 提灯他コミュニティ活動備品の整備 2,500

大分県 中津市 是則自治会 屋外放送設備の整備 2,500

大分県 日田市 水目町自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

大分県 佐伯市 福泊地区 コミュニティ活動備品の整備 2,500

大分県 佐伯市 新女島区 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,300

大分県 佐伯市 津井地区自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,400

大分県 佐伯市 鶴岡神子太鼓 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500

大分県 竹田市 直入伝統芸能保存会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 1,000

大分県 宇佐市 北馬城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

大分県 豊後大野市 松尾獅子神楽保存会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

大分県 豊後大野市 雨堤獅子保存会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

大分県 豊後大野市 浅草犬山神楽保存会 コミュニティ活動備品の整備 2,500

大分県 由布市 府内神楽保存会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,400

大分県 由布市 荒木自治区 コミュニティ活動備品の整備 2,500

大分県 国東市 小原区 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 1,200

大分県 国東市 田深区 コミュニティ活動備品の整備 2,400

大分県 日出町 宮の下区 コミュニティ活動備品の整備 2,100

大分県 日出町 八代区 椅子他コミュニティ活動備品の整備 1,400

大分県 日出町 南部区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,300

大分県 玖珠町 北山田地区コミュニティ運営協議会 法被他コミュニティ活動備品の整備 2,500

宮崎県 宮崎市 姥ヶ島自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,700

宮崎県 宮崎市 下南方自治会 屋外放送設備の整備 2,500

宮崎県 都城市 上郡元自治公民館 屋外放送設備の整備 2,500

宮崎県 都城市 南郡元５丁目自治公民館 屋外放送設備の整備 2,200

宮崎県 延岡市 三須自治公民館 屋外放送設備の整備 2,500
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宮崎県 延岡市 富美山町北団地区 屋外放送設備の整備 2,500

宮崎県 日南市 坂元自治公民館 屋外放送設備の整備 2,500

宮崎県 日南市 大戸野自治会 屋外放送設備の整備 2,500

宮崎県 小林市 永田町区 コミュニティ活動備品の整備 2,300

宮崎県 日向市 迫野内区公民館 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 1,400

宮崎県 串間市 串間くるみ太鼓保存会 太鼓の整備 2,500

宮崎県 西都市 青山自治公民館 コミュニティ活動備品の整備 2,500

宮崎県 えびの市 西川北自治会 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500

宮崎県 三股町 餅原自治公民館 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,300

宮崎県 高原町 中平自治公民館 コミュニティ活動備品の整備 2,500

宮崎県 国富町 寺中区 コミュニティ活動備品の整備 1,200

宮崎県 高鍋町 萩原自治公民館 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500

宮崎県 新富町 三納代神楽保存会 コミュニティ活動備品の整備 2,300

宮崎県 木城町 中川原地区公民館 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,400

宮崎県 川南町 松原協力会 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 轟地区自治会 屋外放送設備の整備 2,500

宮崎県 門川町 上井野区 屋外放送設備の整備 2,500

宮崎県 門川町 庵川東区 屋外放送設備の整備 2,500

宮崎県 椎葉村 大河内公民館 コミュニティ活動備品の整備 2,200

宮崎県 美郷町 美郷町自治公民館連絡協議会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

宮崎県 高千穂町 下組公民館 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,000

宮崎県 日之影町 日之影町 コミュニティ活動備品の整備 2,400

宮崎県 五ヶ瀬町 第８区公民館 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500

鹿児島県 鹿児島市 山下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 2,200

鹿児島県 鹿屋市 西原４丁目町内会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,000

鹿児島県 鹿屋市 本町町内会 椅子他コミュニティ活動備品の整備 1,600

鹿児島県 枕崎市 東白沢公民館 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 1,800

鹿児島県 阿久根市 中村区自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,600

鹿児島県 出水市 大川内地区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 2,500

鹿児島県 指宿市 高野原自治公民館 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500

鹿児島県 西之表市 田之脇自治会 掲示板他コミュニティ活動備品の整備 2,400

鹿児島県 垂水市 垂水市 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

鹿児島県 薩摩川内市 長浜地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 2,100

鹿児島県 日置市 宮坂自治会 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 檍校区公民館 音響設備の整備 2,400

鹿児島県 霧島市 日当山地区自治公民館連絡協議会 音響設備の整備 1,000

鹿児島県 霧島市 霧島市隼人町姫城地区自治公民館連絡協議会 印刷機他コミュニティ活動備品の整備 1,400

鹿児島県 いちき串木野市 中央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 2,500

鹿児島県 南さつま市 本町公民館 神輿の整備 2,500

鹿児島県 志布志市 原田校区公民館 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500

鹿児島県 奄美市 中金久集落会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500

鹿児島県 南九州市 桐木平自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

鹿児島県 姶良市 中津野自治会 屋外放送設備の整備 2,500

鹿児島県 三島村 大里地区会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,400

鹿児島県 十島村 口之島ふるさとづくり委員会 ステージ他コミュニティ活動備品の整備 2,500

鹿児島県 さつま町 佐志区公民館 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,000

鹿児島県 湧水町 幸田頭自治会 屋外放送設備の整備 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
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鹿児島県 錦江町 壱崎自治会 テレビ他コミュニティ活動備品の整備 1,900

鹿児島県 中種子町 栄町自治公民館 草刈機他コミュニティ活動備品の整備 1,300

鹿児島県 南種子町 下立石自治公民館 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,400

鹿児島県 南種子町 南種子町公民館連絡協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500

鹿児島県 屋久島町 安房区 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

鹿児島県 宇検村 湯湾集落会 街路灯他コミュニティ活動備品の整備 2,500

鹿児島県 龍郷町 安木屋場集落 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500

鹿児島県 喜界町 嘉鈍集落 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500

鹿児島県 徳之島町 手々区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500

鹿児島県 天城町 与名間集落会 太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500

鹿児島県 伊仙町 馬根・中山集落 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500

鹿児島県 和泊町 大城字 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500

鹿児島県 知名町 余多字 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500

鹿児島県 与論町 城自治公民館 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

沖縄県 那覇市 那覇市 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 我如古区自治会 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 星野自治公民館 エアコンの整備 2,400

沖縄県 浦添市 西原一区自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500

沖縄県 糸満市 糸満市字伊敷自治会 冷蔵庫他コミュニティ活動備品の整備 2,500

沖縄県 沖縄市 沖縄市 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500

沖縄県 豊見城市 上田山川自治会 エアコンの整備 2,400

沖縄県 国頭村 辺野喜区 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,900

沖縄県 東村 東村 音響設備他コミュニティ活動備品の整備 1,400

沖縄県 今帰仁村 上運天区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500

沖縄県 本部町 謝花行政区 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,700

沖縄県 恩納村 安富祖区自治会 ステージ他コミュニティ活動備品の整備 2,500

沖縄県 金武町 並里区 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

沖縄県 伊江村 伊江村 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,900

沖縄県 読谷村 宇座自治会 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,400

沖縄県 北中城村 美崎自治会 複合機他コミュニティ活動備品の整備 2,500

沖縄県 中城村 中城サンヒルズタウン自治会 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 津花波自治会 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 与那原町 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 1,800

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 南大東村 南大東村 テーブル及び椅子の整備 2,400

沖縄県 伊平屋村 我喜屋区 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 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500

沖縄県 久米島町 久米島町 テーブル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 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

沖縄県 竹富町 大富公民館 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 1,300

合計 1450団体 3,199,000
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令和２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 函館市 松川町会 コミュニティセンターの建設 15,000

北海道 恵庭市 駒場町南町内会 コミュニティセンターの建設 14,600

北海道 斜里町 朝日町第三自治会 コミュニティセンターの建設 15,000

岩手県 盛岡市 上鹿妻自治会 コミュニティセンターの建設 15,000

岩手県 花巻市 新堀７区公民館 コミュニティセンターの建設 15,000

岩手県 二戸市 枋ノ木６区町内会 コミュニティセンターの建設 13,200

宮城県 石巻市 水沼西部支援協議会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 14,400

宮城県 角田市 西根第１０行政区 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 13,700

宮城県 涌谷町 ３区自治会 コミュニティセンターの建設 10,700

秋田県 能代市 青葉台自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 9,200

秋田県 にかほ市 室沢自治会 コミュニティセンターの建設 15,000

秋田県 羽後町 高寺会 コミュニティセンターの建設 7,500

山形県 酒田市 吉田自治会 コミュニティセンターの建設 13,800

山形県 寒河江市 楯町会 コミュニティセンターの建設 15,000

山形県 真室川町 平岡部落 コミュニティセンターの建設 12,400

福島県 会津坂下町 新町自治会 コミュニティセンターの建設 15,000

福島県 塙町 水元行政区 コミュニティセンターの建設 11,900

福島県 浅川町 大草行政区 コミュニティセンターの建設 13,400

茨城県 下妻市 原新田自治会 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 常陸太田市 東連地町会 コミュニティセンターの建設 9,000

茨城県 潮来市 大洲区 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 13,200

栃木県 宇都宮市 針ヶ谷上坪自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 12,300

栃木県 上三川町 上蒲生南自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 8,300

栃木県 益子町 道祖土自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 15,000

群馬県 前橋市 幸塚町自治会 コミュニティセンターの建設 7,300

群馬県 高崎市 貝沢町通町内会 コミュニティセンターの建設 5,900

群馬県 東吾妻町 大戸区自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 15,000

埼玉県 熊谷市 赤城自治会 コミュニティセンターの建設 12,200

埼玉県 富士見市 羽沢１丁目町会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 14,100

埼玉県 日高市 高麗川区自治会 コミュニティセンターの建設 15,000

千葉県 館山市 堂の下区 コミュニティセンターの建設 15,000

千葉県 富津市 更和区 コミュニティセンターの建設 15,000

東京都 目黒区 中町東町会 コミュニティセンターの建設 14,300

東京都 稲城市 若葉台蒼の区町会 コミュニティセンターの建設 8,500

東京都 あきる野市 森ノ下自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 15,000

神奈川県 平塚市 坪之内自治会 コミュニティセンターの建設 6,300

神奈川県 小田原市 小田原市第６２区風祭自治会 コミュニティセンターの建設 15,000

神奈川県 厚木市 みはる野自治会 コミュニティセンターの建設 14,700

新潟県 長岡市 町田町町内会 コミュニティセンターの建設 6,900

新潟県 小千谷市 若葉町内会 コミュニティセンターの建設 15,000

新潟県 上越市 下新町町内会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 14,000

富山県 富山市 伊勢屋町内会 コミュニティセンターの建設 13,300

富山県 小矢部市 経田自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 15,000

富山県 射水市 海竜町自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 12,900

石川県 加賀市 深田町内会 コミュニティセンターの建設 15,000

石川県 白山市 菜の花町内会 コミュニティセンターの建設 15,000

石川県 白山市 新田町町内会 コミュニティセンターの建設 15,000

福井県 福井市 青葉台自治会 コミュニティセンターの大規模修繕 13,000

福井県 あわら市 北潟西区 コミュニティセンターの建設 15,000

福井県 美浜町 松原区 コミュニティセンターの建設 15,000
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山梨県 甲府市 南口自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 11,300

山梨県 都留市 幸町自治会 コミュニティセンターの建設 6,300

山梨県 北杜市 村山西割区会 コミュニティセンターの建設 15,000

長野県 松本市 松本市里山辺林町会 コミュニティセンターの建設 15,000

長野県 山ノ内町 戸狩区 コミュニティセンターの建設 15,000

岐阜県 岐阜市 古町自治会 コミュニティセンターの建設 15,000

岐阜県 高山市 自治会上組区 コミュニティセンターの建設 10,800

岐阜県 八百津町 上飯田自治会 コミュニティセンターの建設 15,000

静岡県 下田市 中一区 コミュニティセンターの建設 15,000

静岡県 湖西市 大知波自治会 コミュニティセンターの建設 15,000

静岡県 菊川市 池村自治会 コミュニティセンターの建設 15,000

愛知県 西尾市 前野南部町内会 コミュニティセンターの建設 15,000

三重県 四日市市 大治田自治会 コミュニティセンターの建設 15,000

三重県 桑名市 大仲新田第一自治会 コミュニティセンターの建設 15,000

三重県 明和町 相野自治会 コミュニティセンターの建設 9,000

滋賀県 野洲市 冨波乙自治会 コミュニティセンターの建設 15,000

滋賀県 東近江市 五個荘七里町自治会 コミュニティセンターの建設 15,000

滋賀県 豊郷町 大字四十九院区 コミュニティセンターの建設 14,200

京都府 福知山市 笹場自治会 コミュニティセンターの建設 14,100

京都府 木津川市 井平尾区 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 11,100

大阪府 貝塚市 木積町町会 コミュニティセンターの建設 15,000

大阪府 泉佐野市 泉佐野市東羽倉崎町会 コミュニティセンターの建設 10,000

大阪府 富田林市 不動ケ丘自治会 コミュニティセンターの建設 15,000

兵庫県 養父市 大坪区 コミュニティセンターの建設 15,000

兵庫県 播磨町 石ヶ池自治会 コミュニティセンターの建設 15,000

兵庫県 福崎町 福田区自治会 コミュニティセンターの建設 15,000

奈良県 斑鳩町 地縁法人神南自治会 コミュニティセンターの建設 15,000

奈良県 高取町 薩摩自治会 コミュニティセンターの大規模修繕及び備品の整備 2,800

和歌山県 和歌山市 大河内自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 8,800

和歌山県 みなべ町 東本庄区 コミュニティセンターの建設 15,000

鳥取県 倉吉市 海田東町自治公民館 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 13,900

鳥取県 湯梨浜町 白石区自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 12,500

鳥取県 北栄町 大島自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 4,900

岡山県 津山市 榎町内会 コミュニティセンターの建設 13,300

広島県 三原市 玉城区 コミュニティセンターの建設 10,300

広島県 庄原市 久代自治振興区為重支部 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 10,800

山口県 周防大島町 和佐自治会 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 14,500

香川県 丸亀市 郡家団地自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 7,100

香川県 坂出市 さつきヶ丘自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 11,700

香川県 観音寺市 天神自治会 コミュニティセンターの建設 15,000

愛媛県 新居浜市 土橋北自治会 コミュニティセンターの建設 10,000

愛媛県 西条市 天皇自治会 コミュニティセンターの建設 15,000

高知県 高知市 北秦泉寺谷ノ内町内会 コミュニティセンターの建設 15,000

高知県 南国市 八松自治会 コミュニティセンターの建設 6,900

福岡県 大川市 ７町内 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 14,600

福岡県 朝倉市 十文字・櫨畑区 コミュニティセンターの建設 15,000

福岡県 広川町 馬場行政区 コミュニティセンターの建設 15,000

佐賀県 佐賀市 江熊野自治会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 15,000

佐賀県 多久市 山犬原区 コミュニティセンターの建設 15,000
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佐賀県 神埼市 小津ヶ里自治会 コミュニティセンターの建設 15,000

長崎県 壱岐市 池田仲下公民館 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 9,900

長崎県 長与町 百合野第二自治会 コミュニティセンターの大規模修繕 11,000

熊本県 宇土市 宇土市栄町自治会 コミュニティセンターの建設 8,300

熊本県 天草市 茂木根自治振興会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 9,000

熊本県 玉東町 原倉東区平成会 コミュニティセンターの建設及び備品の整備 10,300

大分県 杵築市 西下司区 コミュニティセンターの建設 13,800

大分県 宇佐市 長洲坂ノ上自治区 コミュニティセンターの建設 12,200

大分県 日出町 中部区 コミュニティセンターの建設 10,500

宮崎県 都城市 坂元自治公民館 コミュニティセンターの建設 15,000

宮崎県 延岡市 粟野名町１区 コミュニティセンターの建設 13,100

宮崎県 日向市 長江区自治会 コミュニティセンターの大規模修繕 13,200

鹿児島県 枕崎市 板敷公民館 コミュニティセンターの大規模修繕 1,300

鹿児島県 さつま町 五日町公民会 コミュニティセンターの建設 15,000

鹿児島県 錦江町 木原自治会 コミュニティセンターの建設 8,900

沖縄県 うるま市 松島区自治会 コミュニティセンターの建設 15,000

沖縄県 多良間村 嶺間区 コミュニティセンターの建設 15,000

合計 117団体 1,496,400
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令和２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）
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北海道 網走市 能取区会 インバータ式発電機、テントの整備 2,000

北海道 新篠津村 新篠津村第４自治区 防災資機材の整備 1,500

北海道 厚沢部町 美和町内会 小型発電機他防災資機材の整備 1,800

北海道 乙部町 乙部町自治会町内会連合会 折りたたみ担架他防災資機材の整備 2,000

北海道 せたな町 宮野町内会 小型発電機他防災備品の整備 2,000

北海道 本別町 南２丁目自治会 防災資機材の整備 1,000

青森県 八戸市 三八城地区防災会 メガホン他防災資機材の整備 2,000

青森県 黒石市 浅瀬石地区自主防災組織 トランシーバー他防災資機材の整備 2,000

青森県 五所川原市 漆川町内会自主防災会 テント他防災資機材の整備 2,000

青森県 十和田市 太田川原自主防災会 防災資機材の整備 800

青森県 藤崎町 水木地区自主防災隊 発電機他防災資機材の整備 2,000

青森県 野辺地町 馬門自治会自主防災組織 リヤカー他防災資機材の整備 1,600

岩手県 陸前高田市 長部自主防災会福伏支部 放送設備の整備 2,000

岩手県 二戸市 堀野町内会自主防災部 ＡＥＤ他防災資機材の整備 2,000

岩手県 滝沢市 篠木自治会 リヤカー他防災資機材の整備 400

岩手県 紫波町 漆立自治公民館自主防災部 テント他防災資機材の整備 1,800

岩手県 一戸町 小友・上小友地区自主防災会 発電機他防災資機材の整備 2,000

宮城県 石巻市 石巻市 防災資機材の整備 1,500

宮城県 塩竈市 北浜五町内自主防災会 投光器他防災資機材の整備 1,700

宮城県 栗原市 高清水九区自治会自主防災会 防災資機材の整備 1,100

宮城県 東松島市 東松島市自主防災組織連絡協議会 投光器他防災資機材の整備 2,000

宮城県 大崎市 大西団地自主防災組織 ＡＥＤの整備 400

秋田県 横手市 水上上丁町内会自主防災組織 発電機他防災資機材の整備 1,100

秋田県 横手市 十日町自主防災会 発電機他防災資機材の整備 1,500

秋田県 仙北市 横町町内自主防災会 移動かまど他防災資機材の整備 800

秋田県 五城目町 上山内自主防災会 発電機他防災資機材の整備 2,000

秋田県 五城目町 帝釈寺自主防災会 発電機他防災資機材の整備 2,000

秋田県 美郷町 元村自主防災組織 発電機他防災資機材の整備 2,000

山形県 鶴岡市 戸沢自主防災会 バルーン型灯光器他防災資機材の整備 1,400

山形県 鶴岡市 桜新町町内会 投光器の整備 800

山形県 上山市 狸森地区会 発電機他防災資機材の整備 1,700

山形県 川西町 いぬかわ振興協議会 発電機他防災資機材の整備 1,400

山形県 三川町 横川町内会 投光器他防災資機材の整備 1,000

福島県 白河市 緑が丘自主防災会 防災資機材の整備 800

福島県 須賀川市 八幡町自主防災会 災害避難用テント他防災資機材の整備 1,900

福島県 喜多方市 小沼地区防災会 防災用放送設備の整備 1,200

福島県 喜多方市 第１３区自主防災会 テント他防災資機材の整備 2,000

福島県 伊達市 山野川地区自治協議会自主防災会 防災資機材の整備 1,800

福島県 新地町 第６行政区自主防災会 投光器他防災資機材の整備 1,500

茨城県 結城市 下り松南部自主防災会 ＡＥＤの整備 1,200

茨城県 北茨城市 白浜自主防災会 発電機他防災資機材の整備 1,900

茨城県 守谷市 久保ヶ丘１丁目自治会 テント他防災資機材の整備 1,200

茨城県 かすみがうら市 大塚団地区自主防災会 発電機他防災資機材の整備 600

茨城県 東海村 白方区自治会防犯・防災委員会 発電機他防災資機材の整備 900

栃木県 栃木市 泉町自主防災会 発電機他防災資機材の整備 2,000

栃木県 佐野市 佐野市 防災資機材の整備 1,800

栃木県 鹿沼市 鹿沼市 防災資機材の整備 2,000
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栃木県 日光市 日光市 防災資機材の整備 2,000

栃木県 上三川町 石田地区自治会自主防災連合会 防災資機材の整備 1,300

群馬県 前橋市 東陽自主防災会 拡声器他防災資機材の整備 2,000

群馬県 桐生市 第１０区自治体自主防災会 リヤカー他防災資機材の整備 2,000

群馬県 沼田市 東倉内町自主防災部会 発電機他防災資機材の整備 1,400

群馬県 藤岡市 藤岡市第３２区（立石南）自治会 発電機他防災資機材の整備 300

群馬県 玉村町 藤川地区自主防災組織 投光器の整備 600

埼玉県 東松山市 白坂自治会自主防災会 発電機他防災資機材の整備 1,800

埼玉県 鴻巣市 松原四丁目第二自治会自主防災会 発電機他防災資機材の整備 1,800

埼玉県 久喜市 栗橋ハイツ自主防災会 発電機他防災資機材の整備 700

埼玉県 富士見市 シティヴェールふじみ野自主防災組織 防災資機材の整備 500

埼玉県 嵐山町 七郷防災会 発電機他防災資機材の整備 2,000

千葉県 野田市 羽貫３自治会 防災資機材の整備 2,000

千葉県 東金市 山口区防災会 テント他防災資機材の整備 400

千葉県 習志野市 香澄４丁目住宅自主防災会 発電機他防災資機材の整備 1,600

千葉県 酒々井町 酒々井町中央台１丁目自治会 テント他防災資機材の整備 1,000

千葉県 睦沢町 上市場区自主防災組織 防災資機材の整備 800

千葉県 御宿町 御宿台区自治会 防災資機材の整備 2,000

東京都 中野区 弥一向台町会 防災資機材の整備 300

東京都 府中市 分梅町自治会連合会 防災資機材の整備 1,900

東京都 小金井市 貫井南町中自主防災会 防災資機材の整備 1,000

東京都 小平市 大沼町北自治会 防災資機材の整備 300

東京都 東久留米市 南神明山自治会 折り畳み式リアカー他防災資機材の整備 800

東京都 武蔵村山市 緑が丘第６自治会自主防災会 防災資機材の整備 500

神奈川県 厚木市 山際団地自治会 テント、投光器、発電機、トイレの整備 2,000

神奈川県 伊勢原市 あかね台自治会自主防災会 テント他防災資機材の整備 800

神奈川県 中井町 中井町自主防災会連合会 テント他防災資機材の整備 2,000

神奈川県 開成町 開成町自治会長連絡協議会 発電機の整備 2,000

神奈川県 箱根町 箱根町 防災資機材の整備 2,000

神奈川県 湯河原町 湯河原町中央区 防災用マットの整備 2,000

新潟県 柏崎市 大洲地区自主防災連合会 防災資機材の整備 2,000

新潟県 新発田市 下高関自主防災防犯組織 防災資機材の整備 800

新潟県 燕市 西燕町自主防災会 リヤカー他防災資機材の整備 2,000

新潟県 燕市 高木自治会自主防災組織 テント他防災資機材の整備 2,000

新潟県 上越市 田井町内会自主防災組織 防災資機材の整備 1,300

富山県 高岡市 牧野校下自主防災組織連絡協議会 発電機の整備 500

富山県 滑川市 北野町内会自主防災会 小型ポンプ他防災資機材の整備 1,700

富山県 黒部市 下立防災会 発電機他防災資機材の整備 2,000

富山県 射水市 中太閤山まちづくり地域振興会自主防災会 トランシーバー他防災資機材の整備 2,000

富山県 上市町 上市町自主防災会連絡協議会 テント他防災資機材の整備 1,800

石川県 七尾市 横見町会地域福祉ネットワーク・自主防災組織 発電機他防災資機材の整備 600

石川県 輪島市 町野町曽々木自主防災会 小型動力ポンプ他防災資機材の整備 900

石川県 能美市 石子町 小型消防ポンプ他防災資機材の整備 2,000

石川県 野々市市 中林町内会自治防災活動組織 小型動力ポンプ他防災資機材の整備 1,900

石川県 宝達志水町 新宮区自主防災会 小型動力ポンプ他防災資機材の整備 2,000

福井県 福井市 中藤島地区自主防災連絡協議会 防災資機材の整備 2,000

福井県 敦賀市 長谷区自治会 可搬式消防ポンプ他防災資機材の整備 1,800
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福井県 鯖江市 屋形町自主防災会 防災資機材の整備 2,000

福井県 あわら市 井江葭地域防災会 防災資機材の整備 2,000

福井県 越前市 越前市吉野地区自治振興会 除雪機の整備 2,000

山梨県 甲府市 琢美地区城東五丁目自治会自主防災組織 防災資機材の整備 2,000

山梨県 甲府市 朝日地区袋自治会自主防災隊 防災資機材の整備 1,800

山梨県 富士吉田市 仲町自主防災会 防災資機材の整備 800

山梨県 大月市 立野自主防災会 防災資機材の整備 800

山梨県 身延町 西嶋区自主防災会 防災資機材の整備 2,000

長野県 長野市 松代地区自主防災組織連絡協議会 防災資機材の整備 1,400

長野県 松本市 第一地区防災連合会 防災資機材の整備 1,900

長野県 上田市 神科まちづくり委員会 防災資機材の整備 2,000

長野県 飯山市 五束区自主防災会 テント他防災資機材の整備 2,000

長野県 高森町 下平地区 防災資機材の整備 1,500

岐阜県 岐阜市 島自主防災隊 テント他防災資機材の整備 2,000

岐阜県 瑞浪市 瑞浪市 消防用ホース他防災資機材の整備 2,000

岐阜県 羽島市 三ツ柳区自治会 発電機他防災資機材の整備 1,800

岐阜県 山県市 斧田自治会 発電機他防災資機材の整備 300

岐阜県 坂祝町 大針アシスト会 トランシーバー他防災資機材の整備 2,000

静岡県 熱海市 七尾自主防災会 テント他防災資機材の整備 2,000

静岡県 磐田市 富士見町自治会自主防災会 停電時電源切替システムの整備 2,000

静岡県 下田市 岩下区自主防災会 炊き出しセットの整備 800

静岡県 裾野市 麦塚区 防災資機材の整備 2,000

静岡県 長泉町 竹原区自主防災会 可搬式消防ポンプの整備 1,100

愛知県 津島市 高台寺小学校区自主防災会 テント他防災資機材の整備 2,000

愛知県 安城市 横山町自主防災会 浄水器の整備 2,000

愛知県 東海市 加木屋南コミュニティ防災会 防災資機材の整備 2,000

愛知県 愛西市 市江小学校区自主防災連合会 発電機他防災資機材の整備 2,000

愛知県 南知多町 豊浜地区自主防災会 防災資機材の整備 2,000

三重県 津市 緑の街自主防災会 消防ポンプ他防災資機材の整備 2,000

三重県 伊勢市 城田地区まちづくり協議会 防災マットの整備 2,000

三重県 亀山市 関宿まちづくり協議会 投光器他防災資機材の整備 1,900

三重県 いなべ市 楚原自治会 発電機他防災資機材の整備 1,900

三重県 伊賀市 高尾住民自治協議会 発電機他防災資機材の整備 2,000

滋賀県 長浜市 重則自治会 可搬式消防ポンプの整備整備 1,800

滋賀県 東近江市 栗見出在家町自主防災会 可搬式消防ポンプ他防災資機材の整備 2,000

滋賀県 愛荘町 岩倉防災会 防災資機材の整備 1,900

滋賀県 豊郷町 高野瀬区 可搬式消防ポンプの整備 2,000

滋賀県 甲良町 横関区 可搬式消防ポンプの整備 2,000

京都府 福知山市 駒場新町自主防災会 防災資機材の整備 700

京都府 亀岡市 篠町自主防災会 炊き出し用釜戸の整備 600

京都府 木津川市 加茂町観音寺自主防災会 消火栓ホースの整備 400

京都府 木津川市 宮ノ裏地域自主防災会 無線設備の整備 500

京都府 大山崎町 大山崎町 防災資機材の整備 1,200

大阪府 岸和田市 畑町自主防災会 災害時の救助・救護活動用資機材の整備 2,000

大阪府 泉大津市 泉大津市自主防災組織連絡協議会 防災訓練用防災資機材の整備 2,000

大阪府 大東市 新田自主防災会 防災訓練及び避難所用防災資機材の整備 2,000

大阪府 阪南市 箱作東自治会 災害時の救助活動及び避難所用防災資機材の整備 1,400
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大阪府 能勢町 野間中区自主防災会 防災訓練用防災資機材の整備 300

兵庫県 姫路市 姫路市 投光器の整備 1,200

兵庫県 川西市 川西市自主防災組織連絡協議会 防災資機材の整備 2,000

兵庫県 丹波篠山市 曽地口自治会 発電機他防災資機材の整備 2,000

兵庫県 朝来市 玉置自治区 小型動力ポンプの整備 1,400

兵庫県 多可町 奥豊部区自主防災会 かまど他防災資機材の整備 2,000

奈良県 御所市 宮戸区自主防災会 防災資機材の整備 900

奈良県 宇陀市 龍口自主防災会 発電機他防災資機材の整備 1,900

奈良県 三郷町 美松ヶ丘自治会自主防災委員会 移動かまど他防災資機材の整備 1,900

奈良県 王寺町 久度地区自主防災組織連絡協議会 救助用ボートの整備 2,000

奈良県 河合町 大輪田自治会 救助用ボートの整備 1,900

奈良県 大淀町 北六田区自主防災会 防災資機材の整備 900

和歌山県 和歌山市 三田地区防災会 発電機他防災資機材の整備 2,000

和歌山県 和歌山市 湊地区防災会 浄水装置の整備 1,200

和歌山県 橋本市 賢堂区自主防災会 発電機他防災資機材の整備 1,600

和歌山県 御坊市 中財部区自主防災会 発電機他防災資機材の整備 600

和歌山県 田辺市 南新万自主防災会 発電機他防災資機材の整備 1,900

鳥取県 鳥取市 美保南地区自主防災会連絡協議会 防災資機材の整備 2,000

鳥取県 米子市 奥谷防災会 発電機他防災資機材の整備 700

鳥取県 倉吉市 国府自治公民館 防災資機材の整備 1,900

鳥取県 湯梨浜町 宇谷区 発電機他防災資機材の整備 1,400

鳥取県 江府町 尾之上原自治会 防災資機材の整備 1,900

島根県 浜田市 小坂自主防災会 発電機他防災資機材の整備 2,000

島根県 益田市 横野自主防災会 リヤカー他防災資機材の整備 1,800

島根県 大田市 池田地区自主防災会 発電機他防災資機材の整備 2,000

島根県 江津市 わたづコミュニティ協議会 水中ポンプ他防災資機材の整備 2,000

島根県 雲南市 久野地区自主防災委員会 移動かまど他防災資機材の整備 1,800

島根県 西ノ島町 大津区 リヤカー他防災資機材の整備 700

岡山県 津山市 神代防災・防犯会 防災資機材の整備 500

岡山県 津山市 那岐の里団地防災会 防災資機材の整備 400

岡山県 玉野市 永井地区自主防災会 防災資機材の整備 1,400

岡山県 瀬戸内市 今城コミュニティ協議会防災安全部 防災資機材の整備 1,900

岡山県 真庭市 西谷地区自主防災組織 防災資機材の整備 1,000

岡山県 和気町 日室区自主防災会 防災資機材の整備 1,500

広島県 三原市 宗郷町内会 リアカー他防災資機材の整備 2,000

広島県 尾道市 久山田町自主防災会 リヤカー他防災資機材の整備 500

広島県 福山市 福山市 発電機他防災資機材の整備 1,400

広島県 東広島市 志和東地区自主防災組織 発電機他防災資機材の整備 2,000

広島県 府中町 青崎東町内会 発電機他防災資機材の整備 700

山口県 岩国市 美和地域自治会連合会 発電機他防災資機材の整備 2,000

山口県 長門市 江良区自主防災会 発電機他防災資機材の整備 2,000

山口県 柳井市 尾崎原自治会防災会 発電機他防災資機材の整備 2,000

山口県 周南市 富田西地区自主防災協議会 テント、スポットエアコン等防災資機材の整備 2,000

徳島県 徳島市 一宮・下町地区自主防災会連合会 テント他防災資機材の整備 1,100

徳島県 美馬市 大工町自主防災会 移動式かまど他防災資機材の整備 1,600

徳島県 三好市 馬路自主防災会 発電機他防災資機材の整備 2,000

徳島県 牟岐町 本町会自主防災組織 防災資機材の整備 500
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徳島県 美波町 西の地防災きずな会 移動式かまど他防災資機材の整備 2,000

香川県 高松市 弦打校区自主防災会連絡会 防災資機材の整備 2,000

香川県 観音寺市 立石自主防災会 防災資機材の整備 2,000

香川県 東かがわ市 三本松地区活性化協議会 防災資機材の整備 2,000

香川県 三豊市 下高瀬自主防災会 防災資機材の整備 2,000

香川県 まんのう町 春日上自治会自主防災会 防災資機材の整備 2,000

愛媛県 今治市 森上地区自主防災会 発電機他防災資機材の整備 1,900

愛媛県 西条市 橘校区自主防災会 テント他防災資機材の整備 2,000

愛媛県 伊予市 市場地区自主防災会 発電機他防災資機材の整備 1,400

愛媛県 東温市 河之内区自主防災会 担架他防災資機材の整備 2,000

愛媛県 松野町 目黒部落 消防ホース他防災資機材の整備 2,000

高知県 安芸市 栃ノ木地区自主防災会 発電機他防災資機材の整備 2,000

高知県 土佐市 宇佐町自主防災連絡協議会 浄水器の整備 2,000

高知県 宿毛市 西町区防災対策委員会 ワンタッチテント他防災資機材の整備 2,000

高知県 香美市 秦山町１丁目防災会 発電機他防災資機材の整備 1,000

高知県 佐川町 上郷７・８班自主防災会 集会テント他防災資機材の整備 2,000

福岡県 直方市 中泉一区自主防災会 発電機他防災資機材の整備 2,000

福岡県 八女市 下稲富町内会自主防災会 発電機他防災資機材の整備 1,800

福岡県 筑後市 二川校区コミュニティ協議会 発電機他防災資機材の整備 2,000

福岡県 宮若市 磯光自主防災会 発電機他防災資機材の整備 2,000

福岡県 鞍手町 鞍手町西部地区連合自主防災組織連合自主防災会 発電機他防災資機材の整備 2,000

佐賀県 佐賀市 新栄ふれあいまちづくり協議会 発電機他防災資機材の整備 1,700

佐賀県 唐津市 柳瀬地区自主防災会 消火栓用ホース他防災資機材の整備 700

佐賀県 鳥栖市 あさひ新町防災会 防災資機材の整備 300

佐賀県 多久市 砂原区自治会 発電機他防災資機材の整備 2,000

佐賀県 嬉野市 大草野地区地域コミュニティ運営協議会 移動かまど他防災資機材の整備 1,800

長崎県 島原市 安中地区自主防災会 発電機他防災資機材の整備 2,000

長崎県 平戸市 戸石川地区自治会自主防災組織 ＡＥＤの整備 300

長崎県 壱岐市 新道公民館自主防災組織 テント他防災資機材の整備 2,000

長崎県 壱岐市 中尾自治公民館自主防災組織 発電機他防災資機材の整備 2,000

長崎県 長与町 長与町自主防災組織連絡協議会 介護用移送帯の整備 900

長崎県 波佐見町 波佐見町 発電機他防災資機材の整備 1,100

熊本県 天草市 鬼池地区自主防災会 発電機他防災資機材の整備 1,800

熊本県 和水町 下久井原区防災会 レスキューセット他防災資機材の整備 2,000

熊本県 嘉島町 嘉島町北甘木区自主防災会 ＡＥＤ他防災資機材の整備 1,500

熊本県 甲佐町 緑町区自主防災会 ポータブル電源他防災資機材の整備 600

熊本県 球磨村 吐合・中屋地区自主防災組織 ＡＥＤ他防災資機材の整備 1,400

大分県 別府市 亀川地区防災士会 通信機器他防災資機材の整備 2,000

大分県 佐伯市 竹野浦河内東・西地区自主防災会 防災資機材の整備 2,000

大分県 豊後高田市 田染地区自主防災会 防災資機材の整備 1,600

大分県 杵築市 北台区防災委員会 防災資機材の整備 2,000

大分県 国東市 国見町西中区 防災資機材の整備 1,900

宮崎県 延岡市 延岡市自主防災組織連絡協議会 発電機他防災資機材の整備 2,000

宮崎県 日南市 大藤自治公民館 消防ホース他防災資機材の整備 1,900

宮崎県 西都市 下沖自主防災会 発電機他防災資機材の整備 700

宮崎県 三股町 前目自治公民館 テント他活動資機材の整備 2,000

鹿児島県 鹿児島市 伊敷町仮屋町内会自主防災会 発電機他防災資機材の整備 800
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鹿児島県 西之表市 安城校区防災会 ストレッチャー他防災資機材の整備 2,000

鹿児島県 霧島市 新川自治公民館自主防災組織 発電機他防災資機材の整備 1,900

鹿児島県 南大隅町 佐多校区民会 簡易トイレ他防災資機材の整備 2,000

鹿児島県 伊仙町 古里集落自主防災組織 テント他防災資機材の整備 1,800

沖縄県 糸満市 名城自治会自主防災会 発電機他防災資機材の整備 2,000

沖縄県 糸満市 北波平自治会自主防災会 発電機他防災資機材の整備 1,900

沖縄県 豊見城市 平和台自治会自主防災会 移動式かまど他防災資機材の整備 900

沖縄県 国頭村 謝敷区自主防災会 発電機他防災資機材の整備 2,000

沖縄県 北中城村 北中城団地自治会自主防災会 投光機他防災資機材の整備 2,000

沖縄県 中城村 北浜地区自主防災会 移動式かまど他防災資機材の整備 2,000

合計 245団体 385,700
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（地域防災組織育成助成金　区分イ）
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北海道 清水町 清水町 消防団活動備品の整備 900

北海道 ― 富良野広域連合 消防団活動備品の整備 1,000

北海道 ― 釧路東部消防事務組合 消防団活動備品の整備 900

青森県 佐井村 佐井村 消防団活動備品の整備 1,000

青森県 階上町 階上町 消防団活動備品の整備 1,000

青森県 鯵ヶ沢町 鯵ヶ沢町 消防団活動備品の整備 1,000

岩手県 葛巻町 葛巻町 消防団活動備品の整備 1,000

岩手県 金ケ崎町 金ケ崎町 消防団活動備品の整備 800

宮城県 塩竈市 塩竈市 消防団活動備品の整備 1,000

宮城県 白石市 白石市 消防団活動備品の整備 1,000

宮城県 七ヶ浜町 七ヶ浜町 消防団活動備品の整備 900

秋田県 鹿角市 鹿角市 消防団活動備品の整備 1,000

秋田県 八郎潟町 八郎潟町 消防団活動備品の整備 600

秋田県 井川町 井川町 消防団活動備品の整備 1,000

山形県 酒田市 酒田市 消防団活動備品の整備 1,000

山形県 天童市 天童市 消防団活動備品の整備 1,000

山形県 小国町 小国町 消防団活動備品の整備 1,000

福島県 会津坂下町 会津坂下町 消防団活動備品の整備 1,000

福島県 柳津町 柳津町 消防団活動備品の整備 1,000

福島県 石川町 石川町 消防団活動備品の整備 1,000

茨城県 古河市 古河市 消防団活動備品の整備 900

茨城県 北茨城市 北茨城市 消防団活動備品の整備 1,000

茨城県 つくばみらい市 つくばみらい市 消防団活動備品の整備 1,000

栃木県 宇都宮市 宇都宮市 消防団活動備品の整備 1,000

栃木県 鹿沼市 鹿沼市 消防団活動備品の整備 1,000

群馬県 藤岡市 藤岡市 消防団活動備品の整備 1,000

群馬県 安中市 安中市 消防団活動備品の整備 1,000

群馬県 榛東村 榛東村 消防団活動備品の整備 700

埼玉県 越谷市 越谷市 消防団活動備品の整備 1,000

埼玉県 杉戸町 杉戸町 消防団活動備品の整備 700

埼玉県 ― 秩父広域市町村圏組合 消防団活動備品の整備 1,000

千葉県 我孫子市 我孫子市 消防団活動備品の整備 1,000

千葉県 大網白里市 大網白里市 消防団活動備品の整備 1,000

千葉県 栄町 栄町 消防団活動備品の整備 1,000

東京都 八王子市 八王子市 消防団活動備品の整備 500

東京都 小金井市 小金井市 消防団活動備品の整備 1,000

東京都 利島村 利島村 消防団活動備品の整備 1,000

神奈川県 三浦市 三浦市 消防団活動備品の整備 1,000

神奈川県 伊勢原市 伊勢原市 消防団活動備品の整備 1,000

神奈川県 南足柄市 南足柄市 消防団活動備品の整備 900

新潟県 南魚沼市 南魚沼市 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 1,000

富山県 小矢部市 小矢部市 消防団活動備品の整備 1,000

富山県 南砺市 南砺市 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 800

石川県 津幡町 津幡町 消防団活動備品の整備 1,000

石川県 内灘町 内灘町 消防団活動備品の整備 900
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都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成決定額
（千円）

福井県 勝山市 勝山市 消防団活動備品の整備 700

福井県 永平寺町 永平寺町 消防団活動備品の整備 500

福井県 ― 鯖江・丹生消防組合 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 韮崎市 韮崎市 消防団活動備品の整備 1,000

山梨県 笛吹市 笛吹市 消防団活動備品の整備 1,000

長野県 辰野町 辰野町 消防団活動備品の整備 1,000

長野県 木曽町 木曽町 消防団活動備品の整備 1,000

長野県 山ノ内町 山ノ内町 消防団活動備品の整備 1,000

岐阜県 池田町 池田町 消防団活動備品の整備 500

岐阜県 川辺町 川辺町 消防団活動備品の整備 1,000

岐阜県 白川町 白川町 消防団活動備品の整備 1,000

静岡県 下田市 下田市 消防団活動備品の整備 900

静岡県 湖西市 湖西市 消防団活動備品の整備 1,000

静岡県 函南町 函南町 消防団活動備品の整備 900

愛知県 豊橋市 豊橋市 消防団活動備品の整備 1,000

愛知県 新城市 新城市 消防団活動備品の整備 900

愛知県 北名古屋市 北名古屋市 消防団活動備品の整備 900

三重県 伊勢市 伊勢市 消防団活動備品の整備 1,000

三重県 亀山市 亀山市 消防団活動備品の整備 1,000

三重県 紀北町 紀北町 消防団活動備品の整備 1,000

滋賀県 彦根市 彦根市 消防団活動備品の整備 1,000

滋賀県 栗東市 栗東市 消防団活動備品の整備 1,000

滋賀県 湖南市 湖南市 消防団活動備品の整備 1,000

大阪府 岸和田市 岸和田市 消防団活動備品の整備 900

大阪府 枚方市 枚方市 消防団活動備品の整備 1,000

大阪府 太子町 太子町 消防団活動備品の整備 1,000

兵庫県 宝塚市 宝塚市 消防団活動備品の整備 600

兵庫県 三田市 三田市 消防団活動備品の整備 1,000

兵庫県 福崎町 福崎町 消防団活動備品の整備 1,000

奈良県 三宅町 三宅町 消防団活動備品の整備 1,000

奈良県 王寺町 王寺町 消防団活動備品の整備 1,000

奈良県 東吉野村 東吉野村 消防団活動備品の整備 600

和歌山県 和歌山市 和歌山市 消防団活動備品の整備 1,000

和歌山県 紀美野町 紀美野町 消防団活動備品の整備 1,000

和歌山県 白浜町 白浜町 消防団活動備品の整備 900

鳥取県 米子市 米子市 消防団活動備品の整備 500

鳥取県 智頭町 智頭町 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 700

島根県 大田市 大田市 消防団活動備品の整備 1,000

島根県 江津市 江津市 消防団活動備品の整備 900

島根県 奥出雲町 奥出雲町 消防団活動備品の整備 1,000

岡山県 赤磐市 赤磐市 消防団活動備品の整備 800

岡山県 真庭市 真庭市 消防団活動備品の整備 1,000

岡山県 奈義町 奈義町 消防団活動備品の整備 1,000

広島県 呉市 呉市 消防団活動備品の整備 1,000

広島県 三原市 三原市 消防団活動備品の整備 1,000

広島県 大竹市 大竹市 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）

山口県 下関市 下関市 消防団活動備品の整備 1,000

山口県 萩市 萩市 消防団活動備品の整備 1,000

山口県 和木町 和木町 消防団活動備品の整備 1,000

徳島県 小松島市 小松島市 消防団活動備品の整備 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 松山市 松山市 消防団活動備品の整備 1,000

愛媛県 今治市 今治市 消防団活動備品の整備 500

愛媛県 宇和島市 宇和島市 消防団活動備品の整備 1,000

高知県 土佐市 土佐市 消防団活動備品の整備 800

高知県 四万十市 四万十市 消防団活動備品の整備 1,000

高知県 大月町 大月町 消防団活動備品の整備 1,000

福岡県 うきは市 うきは市 消防団活動備品の整備 1,000

福岡県 宮若市 宮若市 消防団活動備品の整備 700

福岡県 志免町 志免町 消防団活動備品の整備 1,000

佐賀県 多久市 多久市 消防団活動備品の整備 1,000

佐賀県 鹿島市 鹿島市 消防団活動備品の整備 900

佐賀県 有田町 有田町 消防団活動備品の整備 1,000

長崎県 松浦市 松浦市 消防団活動備品の整備 1,000

長崎県 西海市 西海市 消防団活動備品の整備 1,000

長崎県 波佐見町 波佐見町 消防団活動備品の整備 1,000

熊本県 宇土市 宇土市 消防団活動備品の整備 1,000

熊本県 御船町 御船町 消防団活動備品の整備 1,000

大分県 別府市 別府市 消防団活動備品の整備 900

大分県 津久見市 津久見市 消防団活動備品の整備 1,000

宮崎県 高鍋町 高鍋町 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

宮崎県 川南町 川南町 消防団活動備品の整備 1,000

鹿児島県 阿久根市 阿久根市 消防団活動備品の整備 1,000

鹿児島県 西之表市 西之表市 消防団活動備品の整備 900

鹿児島県 垂水市 垂水市 消防団活動備品の整備 1,000

沖縄県 ― 中城北中城消防組合 消防団活動備品の整備 1,000

沖縄県 ― 本部町今帰仁村消防組合 消防団活動備品の整備 900

沖縄県 ― 東部消防組合 消防団活動備品の整備 900

合計 131団体 123,200
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令和２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 ― 日高西部消防組合 防火広報用視聴覚資機材の整備 1,000

北海道 ― 北留萌消防組合 防火防災訓練用資機材の整備 600

岩手県 ― 大船渡地区消防組合 防火防災訓練用資機材の整備 600

宮城県 ― 大崎地域広域行政事務組合 防火防災訓練用資機材の整備 600

茨城県 日立市 日立市 防火防災訓練用資機材の整備 600

栃木県 宇都宮市 宇都宮市 防火防災訓練用資機材の整備 600

栃木県 日光市 日光市 防火防災訓練用資機材の整備 500

群馬県 伊勢崎市 伊勢崎市 防火防災訓練用資機材の整備 600

群馬県 太田市 太田市 防火防災訓練用資機材の整備 600

東京都 八王子市 八王子市 防火防災訓練用資機材の整備 400

東京都 あきる野市 あきる野市 防火防災訓練用資機材の整備 500

福井県 ― 嶺北消防組合 防火広報用視聴覚資機材の整備 1,000

福井県 ― 南越消防組合 防火防災訓練用資機材の整備 600

岐阜県 中津川市 中津川市 防火防災訓練用資機材の整備 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

静岡県 ― 袋井市森町広域行政組合 防火防災訓練用資機材の整備 400

大阪府 河内長野市 河内長野市 防火防災訓練用資機材の整備 600

大阪府 ― 大東四條畷消防組合 防火防災訓練用資機材の整備 600

兵庫県 尼崎市 尼崎市 防火広報用視聴覚資機材の整備 1,000

和歌山県 海南市 海南市 防火防災訓練用資機材の整備 600

和歌山県 紀の川市 紀の川市 防火防災訓練用資機材の整備 600

鳥取県 ― 鳥取中部ふるさと広域連合 防火防災訓練用資機材の整備 500

島根県 ― 江津邑智消防組合 防火広報用視聴覚資機材の整備 600

岡山県 赤磐市 赤磐市 防火防災訓練用資機材の整備 600

岡山県 美作市 美作市 防火広報用視聴覚資機材の整備 1,000

広島県 府中町 府中町 防火防災訓練用資機材の整備 600

徳島県 徳島市 徳島市 防火防災訓練用資機材の整備 500

愛媛県 新居浜市 新居浜市 防火防災訓練用資機材の整備 600

高知県 安芸市 安芸市 防火広報用視聴覚資機材の整備 700

高知県 ― 嶺北広域行政事務組合 防火防災訓練用資機材の整備 600

福岡県 ― 八女地区消防組合 防火防災訓練用資機材の整備 600

福岡県 ― 久留米広域市町村圏事務組合 防火防災訓練用資機材の整備 600

佐賀県 ― 伊万里・有田消防組合 防火広報用視聴覚資機材の整備 1,000

長崎県 長崎市 長崎市 防火広報用視聴覚資機材の整備 800

沖縄県 ― 国頭地区行政事務組合 防火防災訓練用資機材の整備 600

合計 35団体 22,500
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令和2年度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 ― 網走地区消防組合 幼年消防用鼓笛隊セットの整備 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の整備 400

岩手県 ― 久慈広域連合 幼年消防用鼓笛隊セットの整備 400

宮城県 登米市 登米市 幼年消防用鼓笛隊セットの整備 400

栃木県 日光市 日光市 幼年消防用鼓笛隊セットの整備 400

群馬県 前橋市 前橋市 幼年消防用鼓笛隊セットの整備 400

埼玉県 ― 比企広域市町村圏組合 幼年消防用鼓笛隊セットの整備 400

富山県 小矢部市 小矢部市 幼年消防用鼓笛隊セットの整備 400

石川県 ― 羽咋郡市広域圏事務組合 幼年消防用鼓笛隊セットの整備 400

岐阜県 郡上市 郡上市 幼年消防用鼓笛隊セットの整備 400

愛知県 豊田市 豊田市 幼年消防用鼓笛隊セットの整備 400

大阪府 ― 泉州南消防組合 幼年消防用鼓笛隊セットの整備 400

和歌山県 御坊市 御坊市 幼年消防用鼓笛隊セットの整備 400

島根県 浜田市 浜田市 幼年消防用鼓笛隊セットの整備 400

岡山県 総社市 総社市 幼年消防用鼓笛隊セットの整備 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の整備 400

山口県 ― 光地区消防組合 幼年消防用鼓笛隊セットの整備 400

徳島県 徳島市 徳島市 幼年消防用鼓笛隊セットの整備 400

高知県 南国市 南国市 幼年消防用鼓笛隊セットの整備 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の整備 400

佐賀県 ― 杵藤地区広域市町村圏組合 幼年消防用鼓笛隊セットの整備 400

長崎県 壱岐市 壱岐市 幼年消防用鼓笛隊セットの整備 400

熊本県 ― 宇城広域連合 幼年消防用鼓笛隊セットの整備 400

大分県 宇佐市 宇佐市 幼年消防用鼓笛隊セットの整備 400

宮崎県 日南市 日南市 幼年消防用鼓笛隊セットの整備 400

沖縄県 うるま市 うるま市 幼年消防用鼓笛隊セットの整備 400

合計 26団体 10,400

47



令和２年度コミュニティ助成金決定額
（地域防災組織育成助成金　区分オ）

都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成決定額
（千円）

北海道 根室市 根室市 Ｄ－１級ポンプ一式他資器材の整備 1,000

富山県 富山市 富山市 Ｄ－１級ポンプ一式他資器材の整備 1,000

石川県 かほく市 かほく市 Ｄ－１級ポンプ一式他資器材の整備 1,000

福井県 ― 若狭消防組合 Ｄ－１級ポンプ一式他資器材の整備 1,000

滋賀県 ― 湖北地域消防組合 Ｄ－１級ポンプ一式他資器材の整備 1,000

和歌山県 和歌山市 和歌山市 Ｄ－１級ポンプ一式他資器材の整備 1,000

岡山県 瀬戸内市 瀬戸内市 Ｄ－１級ポンプ一式他資器材の整備 1,000

合計 7団体 7,000
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令和２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 ― 羊蹄山ろく消防組合 防災訓練用資機材の整備 900

茨城県 かすみがうら市 かすみがうら市 防災訓練用資機材の整備 1,000

東京都 あきる野市 あきる野市 防災訓練用資機材の整備 700

神奈川県 平塚市 平塚市 防災訓練用資機材の整備 600

富山県 高岡市 高岡市 防災訓練用資機材の整備 400

福井県 勝山市 勝山市 防災訓練用資機材の整備 200

愛知県 長久手市 長久手市 防災訓練用資機材の整備 600

三重県 ― 志摩広域消防組合 防災訓練用資機材の整備 600

滋賀県 草津市 草津市 防災訓練用資機材の整備 1,000

大阪府 河南町 河南町 防災訓練用資機材の整備 800

兵庫県 尼崎市 尼崎市 防災訓練用資機材の整備 700

岡山県 ― 笠岡地区消防組合 防災訓練用資機材の整備 1,000

広島県 三原市 三原市 防災訓練用資機材の整備 1,000

徳島県 徳島市 徳島市 防災訓練用資機材の整備 1,000

香川県 坂出市 坂出市 防災訓練用資機材の整備 100

愛媛県 ― 八幡浜地区施設事務組合 防災訓練用資機材の整備 900

福岡県 ― 粕屋南部消防組合 防災訓練用資機材の整備 900

長崎県 佐世保市 佐世保市 防災訓練用資機材の整備 600

熊本県 ― 八代広域行政事務組合 防災訓練用資機材の整備 1,000

大分県 別府市 別府市 防災訓練用資機材の整備 600

宮崎県 ― 宮崎県東児湯消防組合 防災訓練用資機材の整備 1,000

鹿児島県 ― 徳之島地区消防組合 防災訓練用資機材の整備 400

沖縄県 名護市 名護市 防災訓練用資機材の整備 1,000

合計 23団体 17,000
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令和２年度コミュニティ助成金決定額
（青少年健全育成助成金）

都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成決定額
（千円）

北海道 標津町 標津町 親子ふれあい夢・広場 500

福島県 柳津町 柳津町 サイエンスショー及び人形劇 900

千葉県 四街道市 四街道市
コマ撮りアニメワークショップと上映会の開
催

1,000

東京都 葛飾区 新小岩南地域まちづくり協議会 親子和太鼓体験教室及び成果発表会実施事業 1,000

新潟県 十日町市 十日町市 まちなか魅力発見事業 400

岐阜県 郡上市 郡上市 絵本ライブ＆講演会 400

静岡県 御殿場市 御殿場市 親子映画のつどい 300

愛知県 犬山市 城東小学校区コミュニティ推進協議会
みんなが知ろう「わが町、わが里、善師野の
里」

400

愛知県 尾張旭市 尾張旭市 親子であそぼ！ＳＴＥＭフェスティバル 900

京都府 亀岡市 亀岡市
親子歴史教室～山城跡の踏査、史料の動物探
し、城下町歩き、綿繰りと糸車の体験～

1,000

大阪府 泉南市 泉南市 親子サバイバルキャンプ 500

奈良県 大和郡山市 大和郡山市
親子どんどこ実施事業～ミニ和太鼓作製、太
鼓の試し打ち、和太鼓演奏会の鑑賞～

1,000

奈良県 川西町 川西町
絵本の広場＆絵本作家長谷川義史「絵本ライ
ブ」

1,000

徳島県 つるぎ町 つるぎ町
親子でシェフ！～テーブルマナーも学ぼう～
親子で体験！みるコンサート～音楽影絵劇～

1,000

合計 14団体 10,300
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令和２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 大樹町 大樹町 移動図書館車両の整備 10,000

北海道 広尾町 広尾町 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整備 9,700

青森県 おいらせ町 おいらせ町 公共施設のバリアフリー化工事 3,000

宮城県 七ヶ浜町 七ヶ浜町 公共施設のバリアフリー化工事 900

秋田県 鹿角市 鹿角市 移動図書館車両の整備 10,000

栃木県 塩谷町 塩谷町 公共施設へのユニバーサルデザイン遊具の整備 10,000

群馬県 沼田市 沼田市 移動図書館車両の整備 10,000

群馬県 中之条町 中之条町 公共施設のバリアフリー化工事 8,300

埼玉県 新座市 新座市 公共施設へのユニバーサルデザイン健康器具の整備 5,400

千葉県 四街道市 四街道市 バリアフリー対応車両の整備 10,000

千葉県 九十九里町 九十九里町 バリアフリー対応車両の整備 3,400

東京都 小金井市 小金井市 公共施設へのユニバーサルデザイン遊具の整備 5,100

神奈川県 逗子市 逗子市 公共施設へのユニバーサルデザイン遊具の整備 6,000

神奈川県 綾瀬市 綾瀬市 バリアフリー対応車両の整備 3,600

新潟県 新発田市 新発田市 公共施設へのユニバーサルデザイン遊具の整備 4,900

富山県 富山市 富山市 バリアフリー対応車両の整備 10,000

福井県 小浜市 小浜市 バリアフリー対応車両の整備 10,000

福井県 越前市 越前市 バリアフリー対応車両の整備 10,000

長野県 根羽村 根羽村 バリアフリー対応車両の整備 3,400

長野県 木曽町 木曽町 公共施設のバリアフリー化工事 3,600

岐阜県 池田町 池田町 バリアフリー対応車両の整備 5,700

岐阜県 御嵩町 御嵩町 バリアフリー対応車両の整備 10,000

静岡県 島田市 島田市 公共施設のバリアフリー化工事 10,000

愛知県 津島市 津島市 こどもを核とした地域の居場所づくり事業 1,700

愛知県 南知多町 南知多町 バリアフリー対応車両の整備 10,000

滋賀県 近江八幡市 近江八幡市 移動図書館車両の整備 10,000

滋賀県 東近江市 東近江市 移動図書館車両の整備 5,800

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 10,000

大阪府 岸和田市 岸和田市 公共施設のバリアフリー化工事 9,300

大阪府 太子町 太子町 バリアフリー対応車両の整備 4,500

兵庫県 市川町 市川町 バリアフリー対応車両の整備 10,000

奈良県 桜井市 桜井市 公共施設へのユニバーサルデザイン遊具の整備 3,700

奈良県 上牧町 上牧町 バリアフリー対応車両の整備 4,400

和歌山県 串本町 串本町 バリアフリー対応車両の整備 10,000

鳥取県 鳥取市 鳥取市 バリアフリー対応車両の整備 10,000

鳥取県 南部町 南部町 公共施設へのユニバーサルデザイン遊具の整備 9,700

岡山県 笠岡市 笠岡市 バリアフリー対応車両の整備 8,300

岡山県 里庄町 里庄町 バリアフリー対応車両の整備 3,100

広島県 呉市 呉市 バリアフリー対応車両の整備 10,000

広島県 坂町 坂町 バリアフリー対応車両の整備 10,000

山口県 萩市 萩市 障がい者の利用に配慮した音声付触地図案内版の整備 6,300

山口県 和木町 和木町 公共施設へのユニバーサルデザイン遊具の整備 1,900

香川県 高松市 高松市 障がい者の利用に配慮したコミュニケーション支援ボード普及推進事業 300

愛媛県 大洲市 大洲市 バリアフリー対応車両の整備 9,300
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都道府県 市（区）町村 事業実施主体 事業内容
助成決定額
（千円）

福岡県 八女市 八女市 障がい者の利用に配慮した点字プリンタ導入事業 1,300

福岡県 筑紫野市 筑紫野市 移動図書館車両の整備 10,000

熊本県 水俣市 水俣市 移動図書館車両の整備 10,000

熊本県 水上村 水上村 バリアフリー対応車両の整備 8,400

大分県 中津市 中津市 ほめあうまちなかつ（ＨＯＭＥ－ＭＡＣＨＩ）推進事業 700

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 2,600

鹿児島県 姶良市 姶良市 移動図書館車両の整備 10,000

鹿児島県 湧水町 湧水町 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 石垣市 石垣市 バリアフリー対応車両の整備 4,100

沖縄県 久米島町 久米島町 公共施設のバリアフリー化工事 1,300

合計 55団体 379,700

52



令和２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 ニセコ町 ニセコ町 鉄道遺産を活用した地域振興事業 2,000

岩手県 陸前高田市 陸前高田市
高田まちなか会デジタルサイネージを活用
した情報発信力強化支援事業

9,200

宮城県 柴田町 みやぎ蔵王ハーモニー花回廊推進協議会
宮城県南２市９町による「みやぎ蔵王ハー
モニー花回廊」庭園間交流連携促進事業

2,000

福島県 南会津町 南会津町 田島祇園祭屋台歌舞伎保存伝承事業 2,000

栃木県 さくら市 さくら市 喜連川足利氏誕生の軌跡展 2,000

埼玉県 坂戸市 坂戸のまつり実行委員会 坂戸のまつり開催事業 2,000

千葉県 栄町 栄町 記憶美術館プロジェクト 2,000

東京都 東大和市 東大和市 旧変電所プロジェクションマッピング事業 2,000

新潟県 十日町市 十日町市
大地の芸術祭の里越後妻有２０２１冬　お
もちＢａｒ

2,000

富山県 立山町 布橋灌頂会実行委員会
地域をつなぎ盛り上げる！台湾の大学との
超広域連携による「立山信仰」磨き上げ事
業

2,000

福井県 南越前町 南越前町
ヤシャゲンゴロウ普及啓発フォーラムの開
催

2,000

長野県 安曇野市 信州安曇野薪能実行委員会 信州安曇野薪能 2,000

静岡県 掛川市 掛川市
地域間のモノ・コト・ヒトの交流を拡大し
地域経済を新しい次元で活性化する互産互
消による地域間交流事業

2,000

愛知県 尾張旭市 尾張旭市 市制５０周年記念森林公園活用事業 2,000

京都府 亀岡市 亀岡市
亀岡まるごとスタジアムアウトドアスポー
ツ１ＤＡＹイベント

2,000

大阪府 泉南市 泉南市
ローカルメディアの可能性－企画展示及び
フォーラムの開催

900

奈良県 大和郡山市 郡山柳商店街協同組合 金魚のまち郡山－まちなか水槽計画 900

広島県 北広島町 広島県北広島町
Ｔrip Ｋitahiroshima-cho～サイクリング
で地域活性化を～

2,000

徳島県 牟岐町 牟岐町
重伝建地区出羽島の「ねこぐるま」を活用
した地域活性化イベント

1,200

福岡県 中間市 中間市
堀川開削４００周年事業「堀川の未来を考
える～祝！歴史の道百選認定記念～」

1,400

合計 20団体 43,600
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令和２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 七飯町 一般財団法人北海道大沼国際交流協会
よこすかとの音楽交流５周年記念　地域と共に造
る「歌劇　愛の妙薬」

1,800

岩手県 大船渡市 大船渡市 劇団壱劇屋公演「リアスホールダンジョン」 900

岩手県 久慈市 久慈市
音楽の贈り物　オールチャイコフスキープログラ
ム

5,000

岩手県 釜石市 釜石まちづくり株式会社 わらび座ミュージカル「ジパング青春記」 2,300

岩手県 奥州市 一般財団法人　奥州市文化振興財団
郷土の先人顕彰　奥州市民劇　大風呂敷と呼ばれ
た男―後藤新平伯爵物語―

1,100

福島県 いわき市 いわき市 吹奏楽とあゆむまちいわき発信事業 3,300

茨城県 水戸市 公益財団法人水戸市芸術振興財団
「ナイフ」（重松清原作）近藤芳正のＳｏｌｏ
Ｗｏｒｋ

4,900

茨城県 日立市 市民のための能を知る会実行委員会 初秋ひたち能と狂言～ひたち薪能～ 2,400

茨城県 取手市 取手アートプロジェクト実行委員会
多様な好奇心と芸術体験を耕す藝大アーツ・
フィールド＆郊外型アーツ・センター実践プロ
ジェクト

5,000

茨城県 鉾田市 鉾田市 舞台芸術創造事業 3,500

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～アートでつなぐ、学びのこころ～専属
プロフェッショナル芸術団体「足利オペラ・リリ
カ」２０２０創生活動

5,000

群馬県 高崎市 高崎市 日本画における“線”の魅力 3,800

埼玉県 川越市 川越市 江戸のお洒落装身具（アイテム） 3,300

埼玉県 秩父市 ちちぶオペラ実行委員会 ちちぶオペラ「トゥーランドット」開催事業 1,000

千葉県 松戸市 松戸市 松戸のたからもの　松戸市所蔵美術作品展 5,000

千葉県 浦安市 株式会社コンベンションリンケージ
ベートーヴェン生誕２５０周年記念・弦楽四重奏
全曲チクルス

1,500

東京都 墨田区 公益財団法人墨田区文化振興財団
すみだ平和祈念ベートーヴェンイヤー音楽祭＆平
和祈念ふれあいコンサート

5,000

東京都 世田谷区 公益財団法人せたがや文化財団 世田谷時代の麻生三郎展 5,000

東京都 板橋区 公益財団法人板橋区文化・国際交流財団 子どもと一緒にコンサート 900

東京都 調布市 公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団
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

4,300

神奈川県 平塚市 平塚市
Ｓｔｕｄｉｏ　ＣＯＯＣＡ（スタジオ　クーカ）
展

2,600

神奈川県 逗子市 逗子文化プラザパートナーズ
逗子文化プラザホール開館１５周年記念　東京交
響楽団演奏会

2,000

新潟県 見附市 アルカディア事業体
アマチュアピアニストのための育成講座ならびに
成果発表会

1,700

石川県 金沢市 公益財団法人　金沢芸術創造財団
金石大野地域における作品展示、ダンス公演等の
芸術事業

5,000

福井県 鯖江市 めがねのまちさばえ感謝祭実行委員会
鯖江市制６５周年記念めがねのまちさばえ感謝祭
２０２０

4,000

福井県 あわら市 公益財団法人金津創作の森財団 アートドキュメント２０２０五十嵐彰雄展 2,500
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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）

福井県 若狭町 若狭町 オーケストラアンサンブル金沢コンサート 1,200

長野県 長野市 一般財団法人長野市文化芸術振興財団
様々なジャンルの音楽を通じて、音楽の魅力を再
確認する事業

3,700

長野県 上田市 上田市
～音楽を通じた地域交流～オーケストラの魅力発
信事業

4,400

長野県 茅野市 株式会社地域文化創造 茅野市美術館企画展「ここに在るもの」 2,700

長野県 軽井沢町 軽井沢町
令和２年度追分宿郷土館特別企画展　ポール・
ジャクレー没後６０年「ポール・ジャクレーと軽
井沢」

2,000

岐阜県 多治見市 公益財団法人　多治見市文化振興事業団 宮川彬良×ぱんだウインドオーケストラ 2,400

岐阜県 可児市 公益財団法人　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

愛知県 豊橋市 公益財団法人豊橋文化振興財団 高校生と創る演劇「わたしたちの夢十夜」 5,000

愛知県 稲沢市 稲沢市
令和２年度府中市美術館コレクション「牛島憲之
展」

3,800

三重県 四日市市 公益財団法人四日市市文化まちづくり財団 四日市市民オペラ「ラ・ボエーム」 5,000

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～かめやま音楽堂事業　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
新鋭オーケストラと合唱団で創るコンサート「響
楽-ＩＧＡＮＯＫＵＮＩ-」

1,100

京都府 舞鶴市 公益財団法人舞鶴市文化事業団 まいづる物語プロジェクト２０２０ 3,700

大阪府 泉佐野市 一般財団法人泉佐野市文化振興財団
「クラシック放題」須川展也×寺岡清高×酒井有
彩ａｎｄ大阪交響楽団

2,200

大阪府 富田林市 公益財団法人富田林市文化振興事業団 声優朗読劇フォアレーゼン「楠木正成の生涯」 2,100

大阪府 河内長野市 公益財団法人河内長野市文化振興財団
ラブリーホール・オリジナル・ミュージカル「銀
河鉄道の夜」

4,900

大阪府 大阪狭山市 公益財団法人大阪狭山市文化振興事業団 クラシック音楽ふれあい事業 2,400

兵庫県 たつの市 たつの市 文化クラスター形成事業 5,000

奈良県 大和高田市 大和高田市 しげちゃん一座　絵本朗読＆ライブショー 1,900

奈良県 大淀町 大淀町
大淀町能楽プログラム～大淀町町制１００周年を
能楽で祝おう～

2,900

和歌山県 田辺市 田辺市 大阪交響楽団名曲セレクション２０２１ 4,000

和歌山県 かつらぎ町 かつらぎ町 紀州かつらぎふるさとオペラ「お照の一灯」 2,700

和歌山県 九度山町 九度山町
九度山文化スポーツセンター会館１０周年記念
歌劇ル・トロワ九度山公演

3,600

鳥取県 日南町 株式会社アシスト日南 ＥＢＩＫＥＮ・ザ・ショータイム・インにちなん 3,600

島根県 浜田市 公益財団法人浜田市教育文化振興事業団 びじゅつのサマーキャンプ展 3,200

岡山県 笠岡市 笠岡市 特別展「名都美術館名品展 優艶なる日本画」 2,700
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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）

岡山県 高梁市 高梁市 木版画で見る備中松山城～三峰三郎の世界～ 1,800

岡山県 新見市 公益財団法人 新見美術振興財団
新見美術館開館３０周年記念特別展 奈良県立万
葉文化館所蔵 ～令和を想う～ 現代日本画家が描
く万葉のこころ展

3,000

岡山県 真庭市 公益財団法人 真庭エスパス文化振興財団 東京混声合唱団エスパス特別公演 1,700

広島県 呉市 公益財団法人呉市文化振興財団
「この世界の片隅に」全漫画原画＋αで見るすず
さんが生きた時代，そして呉

2,000

広島県 熊野町 一般財団法人筆の里振興事業団
陽明文庫　近衛家熈のまなざし―博学多才なスー
パーマン

5,000

香川県 高松市 高松市 高松コンテンポラリーアート・アニュアル 5,000

香川県 丸亀市 公益財団法人ミモカ美術振興財団
丸亀をテーマに独創的なアプローチで表現するグ
ループ展

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
国際舞台芸術機関連携企画公演事業・人形劇場と
らまる座特別公演

4,600

香川県 多度津町 公益財団法人多度津町文化体育振興事業団 室内楽の調べ「プロムジカ　アンサンブル２」 300

愛媛県 久万高原町 久万高原町
町立久万美術館２０２０年度自主企画展「大正・
戦前愛媛の洋画家―青春のうごめき」

3,000

高知県 高知市 公益財団法人高知市文化振興事業団 神保彰ワンマンオーケストラライブ 600

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「パーパス！
～森の王様と八人の少女～」

2,900

長崎県 諫早市 ふるさとの音でつくろう輝く未来事業実行委員会 ふるさとの音でつくろう輝く未来事業 2,600

大分県 中津市 中津市
木村記念美術館企画展「山本常一展～鳥のかたち
～」

400

大分県 竹田市 竹田市
グランツたけた廉太郎企画「コロ・フェスタｉｎ
たけた～岡城に集う～」

5,000

鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市
特別企画展「乙女の大正ロマンとモダンデザイン
～大正イマジュリィの世界～」

5,000

合計 68団体 212,500
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令和２年度コミュニティ助成金決定額
（地域国際化推進助成金）

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）

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
十和田市発！ＮＧＯ発！アジアと日本を結ぶ技術研
修及び交流プログラム

1,900

青森県 六戸町 六戸国際交流協会 令和２年度日米国際交流事業 1,400

山形県 上山市 上山・ドナウエッシンゲン日独友好協会
上山市・ドナウエッシンゲン市友好都市盟約締結２
５周年記念事業

1,300

山形県 最上町 もがみ国際交流協会
サンパウロＦＣジュニアチームとの交流によるもが
み国際課推進事業

2,000

岐阜県 大垣市 公益財団法人大垣国際交流協会 日本文化紹介講座 100

岐阜県 可児市 特定非営利活動法人可児市国際交流協会 多様な文化を活用した地域人財づくり事業 2,000

京都府 京丹後市 京丹後市国際交流協会
多文化共生・国際理解教室「スペイン・フラメンコ
の情熱」

1,000

島根県 美郷町
Ｑｕｅｒｉｄｏｓ　Ａｍｉｇｏｓ（ケリードス・ア
ミーゴス）

島根の山奥の小さな村で、日本と世界を陶芸でつな
ぐ事業

1,200

熊本県 荒尾市 荒尾市日中友好促進会議
荒尾市日中友好促進会議設立４０周年記念事業－中
華料理フェスｉｎ宮崎兄弟生家－

1,700

合計 9団体 12,600
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