
地域の底力再生事業助成（平成24年度　第2回募集分）助成対象事業一覧

1 中央区 日本橋堀留町一丁目町会 防犯防火パトロール

2 白高町会
大地震時の防災マニュアル改訂版の作成並びに町会役員の行動マニュアル作りと町会員参加の防災訓
練の実施

3 台場一丁目自治会連合会 お台場地区交流夏まつり

4 新宿一丁目町会 「新宿一丁目町会」町会員みんなが主役の発災対応型防災訓練

5 新宿二丁目町会
「新宿二丁目町会」における情報伝達をメインとした実践的防災訓練及び「花園小学校避難所」との協働
体制を確立する事業

6 新宿三丁目町会 巨大ターミナル周辺町会の挑戦  ～新宿三丁目町会における防災力向上事業～

7 新宿四丁目町会 巨大ターミナル周辺町会の挑戦  ～新宿四丁目町会による災害に強い街づくり～

8 四谷一丁目町会 四谷一丁目町会の首都直下型地震を想定した災害時対応強化事業

9 四谷二丁目町会 「四谷二丁目町会」の防災強化事業

10 四谷三丁目町会 自主防災訓練で四谷三丁目町会の危機管理意識を高める事業

11 若葉一丁目町会 四ツ谷駅周辺町会、若葉一丁目町会の防災力向上事業

12 若葉二丁目町会 首都直下型地震を想定した「若葉二丁目町会」の防災訓練

13 若葉三丁目町会 首都直下型地震を想定した「若葉三丁目町会」における防災訓練

14 番衆町会 番衆町会における発災対応型防災訓練

15 新宿園町会 「新宿園町会」における一時集合場所を拠点とする自主防災訓練

16 花園町会 「花園町会」における情報伝達をメインとした防災力向上事業

17 南元町町会 大震災にそなえ、「南元町町会」の防災力を向上する事業

18 内藤町町会 アクションプラン「内藤町町会による地震に強いまちづくり事業」

19 大京町町会 町会による減災プロジェクト　～一時集合場所における「大京町町会」の情報伝達強化訓練～

20 須賀町町会 須賀町町会による減災プロジェクト

21 信濃町町会 自主防災訓練を活用した「信濃町町会」の防災力強化事業

22 左門町町会 大震災に備えた「左門町町会」防災力強化事業

23 霞ヶ丘町町会 町会による減災プロジェクト　～首都直下型地震を想定した「霞ヶ丘町町会」の地震対策強化訓練～

24 片町町会 片町町会自主防災力強化事業

25 坂町町会 「坂町町会」の災害に対する危機管理意識の啓発及び情報伝達訓練

26 本村町会 「本村町会」における災害に強いまちづくり事業

27 本塩町会 「本塩町会」における防災訓練を活用した四谷小学校避難所本部との連携事業

28 舟町町会 震災時における情報伝達をメインとした「舟町町会」の防災力向上事業

29 認可地縁団体四谷四丁目町会 認可地縁団体四谷四丁目町会における自主防災力強化事業

30 荒木町町会 荒木町町会による自主防災訓練で防災力を向上しよう

31 三栄町町会 「三栄町町会」防災訓練における四谷小学校避難所本部との連携

32 愛住町町会 愛住町町会による震災時の情報伝達強化訓練

33 三光町町会 「三光町町会」における地震対策強化事業

34 神楽坂五丁目三和会 お祭りを通じた地域の絆創生事業

35 柏木地区町会連合会 地域ふれあい夏祭り

36 新宿区中落合三丁目やよい町会 地域ねこ対策による地域環境の向上事業

37 関口二・三丁目町会 関口二・三丁目町会宿泊避難所体験訓練

38 SYM三町会災害連合会 SYM災害連合会総合防災（倒壊雑居ビルからの救助・救出。初期消火の為の実働演習）訓練

港区

文京区

新宿区

№ 事業名申請団体名区市町村名
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地域の底力再生事業助成（平成24年度　第2回募集分）助成対象事業一覧

№ 事業名申請団体名区市町村名

39 金杉仲通り町会 金杉地域活性夏祭り

40 浅草橋一丁目協和町会 「縁日大会」開催を通じての青少年育成・地域交流事業

41 石原三丁目町会 防災訓練及びイベントを通じての地域子供達との交流事業

42 立川・菊川連合町会 立菊サマーフェスティバル

43 品川区小山二丁目西部町会 節電・防災啓発子ども向けフェスティバル

44 小山台一丁目東町会 地域の住民と子育て世代との交流事業

45 柿の木坂みどり町会 災害時の消火体制の充実を図るための訓練

46 南二丁目町会 地域の団結や協力体制を作り上げる情報発信の基地づくり

47 原町一丁目町会 木造密集地域におけるスタンドパイプを活用した自助・共助による早期消火体制の確保

48 大岡山西町会 孤独にしないきっかけ作り（高齢者が健やかに明るく過ごせる町）事業

49 大田区大森西地区自治会連合会 災害に強いまちづくりを実現する合同防災勉強会開催

50 大田区自治会連合会 節電・省エネの推進

51 鵜の木二丁目町会 「子ども餅つき大会」を通した青少年育成活動と地域交流事業

52 大森沢田西町会 非常時対応防災訓練と設備の改善

53 大森東一丁目町会 町会の防災市民組織の活性向上

54 南久が原一丁目町会 南久が原「夏の祭典ふれあい祭り」

55 嶺町地区自治会連合会 地域の子育て世代を応援！「子育て支援講演会」

56 東雪自治会 東雪自治会防災訓練による地域防災力の向上

57 松丘町会 「おすすめSet」の整備により町会加入を促進する事業

58 桜上水5丁目自治会 高齢者のためのふれあいサロン

59 渋谷区神泉町会 高齢者見守りと絆の育成「神泉いきいきクラブ」の推進

60 神南宇田川町会 地震災害時における高齢者対策事業

61 東中野五丁目小滝町会 子ども向け防災体験ワークショップ

62 鷺宮四丁目町会 町会活動の「活性化・参加者底辺拡大・新規加入促進」を目ざすプロジェクト

63 桃園地区町会・自治会連絡会 特別企画　自然体験を通した地域のネットワーク作り　A米作り体験　Bカヌー体験

64 中野区昭和地区町会連絡協議会 管内の中学生を取り込んだ防災訓練による地域防災力向上事業

65 中野区町会連合会 地域防災のための取組事業 ～災害時の自助・共助のために～

66 地縁法人　成三町会 地域安全パトロール隊（成三絆パトロール隊）

67 高円寺北二丁目町会 学びの架け橋プラン

68 高円寺北地区町会連合会
新しい魅力を発信する街「高円寺に行こう！」プロジェクト  地域の伝統芸能イベントを通じた地域交流事
業「高円寺演芸まつり」

69 和田地区町会連合会 青少年健全育成"夢”イベント事業　ノベンバー・フェスタ2012＜和田地区　安全安心街づくり＞

70 下井草地区町会連合会 花と緑にあふれる井草地域の実現を通じた防犯意識の向上

71 池袋本町末廣町会 「納涼盆踊り大会」を通じた地域交流事業

72 豊島区町会連合会 3WAYファイルバック作成を通じた町会加入促進強化事業

73 上十条2丁目町会 無線による通信体制・連絡網の確立訓練

74 上十条三丁目町会 災害時及び緊急時に備えた防災対策

75 上十条四丁目町会 上十条四丁目町会　災害・緊急時における無線機情報強化事業

76 十条仲原一丁目町会 十条仲原一丁目における災害時及び緊急時の無線通信を重点とした防災対策

北区

渋谷区

中野区

杉並区

豊島区

世田谷区

台東区

墨田区

品川区

大田区

目黒区
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77 十条仲原3丁目町会 災害時及び緊急時等に備え、防災・防火、高齢者見守り等減災力事業

78 北区十条仲原2・4丁目町会 情報収集体制の充実と防火防災体制の強化事業

79 東十条四丁目町会 防災共助、協力の啓発事業

80 十条地区町会連合会 震災直後3日間を自力で生き抜くための避難所開設訓練事業

81
東京都北区滝野川東地区自治会連
合会

秋のフェスティバルを通した地域活性化事業

82 荒川区 アクロシティ自治会 住民の視点で編集する防災ニュースの発行を通じた災害への地域準備力の強化

83 都営成増団地自治会 東日本大震災復興支援フェスティバル

84 高島平三丁目自治会 「ふるさと夏祭り」による交流促進事業

85 小豆沢緑町会 「小豆沢緑町会さんま炭火焼き祭り」を通じた地域交流事業

86 常盤台三丁目町会 夏休み、子供を地域で見守り育む ｢連続35日間のラジオ体操＆“子供祭り”」事業

87 板橋区町会連合会 歴史と文化を通じた地域交流事業

88 南大泉3丁目町会 震災時の地域助け合いシステムの構築

89 南大泉５丁目町会 イベントを通じた地域の節電・省エネの推進

90 練馬区南大泉六丁目町会 すこやか朝の健康体操

91 東大泉宮本南町会 「緑のカーテンづくり」による節電隣組活動事業

92 仲一自治会 仲一自治会　納涼盆踊り大会

93 仲二町会 青色回転灯車防犯パトロール

94 三原台町会 青少年の豊かな心を育む自然体験等事業

95 桜台自治会 秋季防災訓練の実施

96 豊玉西町会 心身と地域を育む豊西ラジオ体操

97 みつはし自治会 自治会と地域住民の交流および防災力向上事業

98 光が丘六丁目町会 地域の親睦・交流を深め、町会加入を促進する事業

99 東大泉二丁目町会 ラジオ体操等を通じた地域の子ども見守り力向上事業

100 田柄町会 田柄地域の親睦と交流事業

101 北町二丁目町会 『お神楽囃子連』復活事業を通じた青少年健全育成事業

102 光が丘地区住民組織連合協議会 土日祭日における帰宅困難者支援・救済事業

103 大泉町連合町会 地域コミュニティ形成促進事業　～みんなが集う安全安心の街　大泉～

104 鹿浜押部町会 町会会員・未会員が連携しての町会防災力の向上

105 コープ野村梅島自治会 ＬＥＤ電球を活用した盆踊り大会の実施

106 辰沼団地自治会 団地住民の交流と友好を深めるための夏祭り大会

107 鹿浜古内町会 足立区立鹿浜西小学校避難所運営訓練

108 足立区町会・自治会連合会 町会・自治会運営の課題解決に向けた先進事例集作成

109 新小岩一丁目中町自治会 初期消火訓練を通じた地域防災力の向上

110 新小岩第一自治会 スタンドパイプを活用した防災体制強化事業

111 新小岩第二町会 消火訓練の実施による地域の防災活動活性化事業

112 新小岩第三自治会 地域防災訓練を通じた防災意識向上事業

113 新小岩第四自治会 地域住民の連携による防災力強化事業

114 新小岩第五自治会 初期消火訓練を通じた地域防災力の向上

北区

葛飾区

板橋区

練馬区

足立区
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地域の底力再生事業助成（平成24年度　第2回募集分）助成対象事業一覧

№ 事業名申請団体名区市町村名

115 東新小岩八丁目町会 和太鼓の練習を通じた青少年の育成

116 ミディオンクラブ ミディオン「サマーフェスティバル」を通じた地域交流事業

117 葛飾区自治町会連合会 区町連ホームページ等を活用した地域防災力の向上事業

118 新小岩北地区連合町会 地域の「津波等による水害対応力」強化事業　～稲村の火を灯そう～

119 八王子市下恩方町元木町会 地域住民のふれあい向上の為の盆踊り

120 原宿町会 原宿町会防災力・減災力強化訓練事業

121 長房自治会 防災教育、防災訓練、災害時支援名簿作成を通じ地域防災力の向上

122 川口町西部町会 川口町西部町会自主防災力強化事業

123 駒木野町会 町会史・町会行事をDVD化して周知することによる町会の活性化事業

124 宮下町会 祭り囃子継承による青少年の健全な育成事業

125 加住町会 加住町会防災力強化事業

126 元八王子地区連合町会 元八王子北条氏照まつり

127 八王子市町会自治会連合会 高齢者のためのサロン活動支援のパソコン研修会

128 加住地区町会・自治会連合会 加住地区総合防災団体連合会における防災力強化事業

129 三鷹市 神田川町会 手作り寄せ植え花鉢の宅配を通じた高齢者の見守りと向こう三軒両隣の地域作り

130 青梅市 木野下自治会 木野下地域の次世代育成事業

131 霞台地区自治会連合会 地域住民の親睦と連帯感を深め地域活性化を図る事業

132 青梅市自治会連合会第九支会 第九支会納涼盆踊り大会

133 柚木町連合自治会 防災知識を学び、地域防災力を上げる防災講習会

134 府中市是政南町々会 防災講習会、防災訓練（地域防災力の向上）

135 西府町団地自治会 防災訓練を通じた地域力強化事業

136 昭島市森ノ上町会 自主防災組織の編成と防災訓練を通じた地域防災力の向上

137 昭島市自治会連合会 15ブロック 地域の防災まちづくり　昭島自治連15ブロック内防災力向上事業

138 昭島市自治会連合会第１７ブロック 防災隣組を組織化して、見回り活動と防災意識の向上事業

139 プレイシア自治会 夏まつりを通して行なう「賢い節電・省エネ対策」推進事業

140 昭島市自治会連合会 防災隣組の推進のための「地域づくり交流会議」の開催と自治会加入促進事業

141 町田市広袴町内会 防災訓練、防災マップ作成を通じた地域防災力の向上事業

142 南町田自治会 南町田祭り節電活動を通じて地域の節電・省エネの推進

143 沼町内会 交通安全と防犯の集い～安全安心な地域づくり～

144 晴見台自治会 「ふるさと祭り」を通じた地域交流事業

145 町田市中町三丁目町内会 地域コミュニティ活動を通じた、防犯防災意識の向上と地域社会の連携活動

146 新七国山自治会 災害のための避難所開設とその運営事業

147 南成瀬ひふみ町内会 地域の歴史を知り、コミュニティを推進する事業

148 本町田町内会 本町田大運動会を通じた地域交流促進事業

149 成瀬中央自治会 災害時の通信環境大幅改善による総合防災活動力の向上

150 実践南自治会 自治会加入促進と地域力の活性化並びに地域住民ふれあいの場の創出を目的とした夏祭り事業

151 多摩平五丁目自治会 地域の活性化と防災対策事業

152 西ヶ丘自治会 防犯パトロール強化による外部からの不審者犯罪撲滅事業

青梅市

昭島市

葛飾区

日野市

町田市

府中市

八王子市
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153 万願荘　自治会 地域防災力の向上と連携のまちづくり

154 旭が丘上の原自治会 子供たちのための地域夏祭り

155 百草園自治会 防災訓練と地域での見守り活動による安心まちづくり事業

156 秋津町一、五丁目自治会 ふれあい防犯パトロール及び災害時救助模擬訓練

157 萩山中央自治会 避難所運営簡易マニュアル・避難マニュアルの作成、地域防災訓練の実施を通じた地域防災力の向上

158 秋津新興自治連合会 東村山市秋津町防災避難訓練

159 国立市 国立西の会 地域連携による「西の会　地域防災マニュアル（仮称）」の作成

160 福生市 福生市南田園二丁目町会 地域活性化のための納涼大会

161 東大和第一光ヶ丘自治会 スタンドパイプでの初期消火防災訓練による地域防災力の向上

162 南街・桜ヶ丘地域防災協議会 防災隣組の認定に伴う団体としての活動強化事業

163 田ノ上第三町内会 炊き出し等訓練を通じ、地域の連携と防災力強化事業

164 羽村市町内会連合会 地域防災力の向上のための防災リーダー講習会、避難所開設訓練

165 上代継町内会 防災力の向上を目指す自主防災組織配備品の使用訓練

166 下代継町内会 「隣組」を活かした町内会防災訓練

あきる野市

東村山市

東大和市

羽村市

日野市
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