
No. 区市町村名 申請団体名 事業名

1 中央区 人形町一丁目町会 「落語会とカルチャースクール」を通じての地域交流事業

2 港区 台場一丁目自治会連合会 お台場地区交流夏まつり２０１３

3 花園町会 花園町会子ども相撲大会

4 柏木地区町会連合会 地域活性化夏祭り

5 下落合町会知久会 盆踊りを通じた地域並びに世代間交流事業

6 SYM三町会災害連合会 SYM災害連合会総合防災訓練（実働演習・講習含む）

7 天三町会 大地震の際、通信が途絶えた場合の情報網強化

8 湯島北町会 高齢者の見守り活動

9 同朋町会 発災時における地域防災力向上

10 丸山町会 災害に備えて地震対策強化事業

11 南戸崎町会 消火資機材を活用した訓練の実施による防災力向上事業

12 後楽町会 防災訓練を通じた地域防災力の向上事業

13 高田老松町会 街を火災から守る震災対策事業

14 音二町会 防災力向上のための震災対策事業

15 東御殿町会 地域で取り組む防災対策事業

16 三組弥生会 地域行事を通じた地域コミュニティの活性化

17 久堅親交会 震災時の火災から守る防災事業

18 金杉仲通町会 金杉地域活性夏祭り

19 橋場２丁目町会 イベント（盆踊り）開催による世代間交流の促進と地域力の向上

20 石原三丁目町会 防災訓練及びイベントを通じて地域の子供達の育成活動

21 立川・菊川連合町会 立菊サマーフェスティバル

22 亀沢二丁目町会 新たな消火機材を導入した地域防災力向上事業

23 小山台一丁目東町会 地域ぐるみで健全育成

24 品川区小山二丁目西部町会 秋のまつり等を通じた町会の防犯体制の啓蒙と周知の推進

25 旗の台５丁目町会 防災・防犯・健康対策事業
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26 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

27 柿の木坂西町会 災害連絡網の構築

28 大岡山西町会
高齢者の孤独化を防ぎ、活気に満ちて明るく安心して暮らすための見守り
事業

29 緑が丘自治会 地域住民の自助・共助による早期消火体制の確立

30 鵜の木三丁目町会 ふれあい盆踊り

31 鵜の木地区町会連合会 運動会を通じた青少年健全育成を推進する事業

32 山王三・四丁目自治会 地域イベントを通じた青少年健全育成

33 新井宿自治会連合会 大田文化の森で節電夏まつり

34 西六郷二丁目町会 地域のふれあい盆踊り大会

35 雪谷石川台自治会 雪谷石川台自治会　夜間防災訓練による地域防災力の向上

36 大田区大森西地区自治会連合会 ひとり暮らし高齢者の安心・安全な生活を実現する見守り活動強化事業

37 南久が原一丁目町会 南久が原「夏の祭典ふれあい祭り」

38 大田区糀谷地区自治会連合会 「福祉のまち糀谷」福祉ネットワーク事業

39 中馬込宮ノ下町会 地域特性を生かした子どもの健全育成事業

40 下馬五丁目町会 下馬五丁目町会「地域交流促進事業」

41 上野毛地区町会連合会 自主防災力の向上を目指した防災訓練の実施

42 祖師谷千歳台自治会 防災訓練による地域防災力の向上事業

43 新町公民会 震災時の火災拡大の防止事業

44 千駄山町会 千駄山ふれあい広場「高齢者と子供の交流事業」

45 渋谷区 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

46 下井草地区町会連合会 花と緑を通じ、井草地域のコミュニティの活性化と防犯意識の向上

47 杉並区町会連合会 ダンスを通して育む子どもたちと地域のつながり

48 和田地区町会連合会 イベントを活用した地域防災訓練と青少年への周知化事業

49 西田町会
盆踊り大会を通じて地域住民へ節電の推進・啓蒙及び世代間交流を目的
とした地域住民との親睦

50 杉並区馬橋地区町会連合会 馬橋どんどやき

51 宿町町会 伝統芸能の継承と防災講習会を通じた世代間交流の促進
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52 梅里二丁目町会 「盆踊り大会」を通じた地域コミュニティ醸成事業

53 和田自治協力会 地域交流夏祭り「和田の盆踊り」

54 高円寺中央地区町会連合会
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」

55 泉南町会 昔のあそび　今のあそび

56 和田一丁目町会 民間救援避難所２か所立ち上げ訓練と早期消火体制の確保

57 上池袋三丁目町会 「子供もちつき大会」を通じた地域活性化

58 南長崎六丁目町会 南長崎六丁目　 「頑張ろう！南長崎」フェスティバル

59 池袋四丁目町会
｢池袋四丁目町会　地域のきずなを深めるみんなの夏休み会｣を通じた地
域の世代間交流事業

60 雑司が谷三丁目町会 簡易初期消火器具による狭さく路地防災事業

61 南長崎三丁目北部町会 納涼盆踊り大会

62 西池袋南町会
としまちプロジェクトin西池袋「西池袋おさんぽマップづくり」を通じた地域交
流事業

63
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親子体験企画による地域活性化事業

64 北区町会自治会連合会 町会防犯パトロールによる地域の安全確保

65 西大原自治会 避難所訓練を通した、地域結束力の向上事業

66 荒川区 アクロシティ自治会 防犯見回り活動を通じた地域の防犯力の強化

67 常盤台三丁目町会
第3回常三コミュニティカレッジ「輝く子の未来のために！教育現場と地域
の絆をきずく」

68 都営成増団地自治会
『3.11　あの日を忘れない！』東日本大震災復興支援コスモスフェスティバ
ル

69 蓮沼東町会 縁日を通じた商店及び地域の活性化と世代間交流

70 板橋区蓮根仲町会 地域イベントを通じた青少年健全育成事業

71 前野町四丁目町会 親子納涼大会

72 光が丘地区連合協議会 そっと見守ろう私たちのまちの高齢者

73 桜台自治会 秋季防災訓練の実施

74 石神井町一丁目東町会 高齢者の健康と生活を支援する町会サロンづくり

75 早宮３･４丁目町会 早宮３・４丁目町会　地域防災力拡充事業

76 大泉北泉町会 花咲く町並みの形成を通じた防犯力強化事業

77 田柄町会 田柄地域の交流を通じた地域力の向上事業

板橋区
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78
都営練馬関町南四丁目第2アパート
自治会

つどい場を活用した高齢者とのつながりを強める事業

79 東大泉中村町会 災害時における地域の助け合い意識を高め、町会の絆を強くする事業

80 東大泉二丁目町会 ラジオ体操等を通じた地域の子供見守り力向上事業

81 南大泉2丁目町会 ゴーヤの育成支援を通じた高齢者見守り活動

82 南大泉５丁目町会 交通安全教室の開催による安全・安心まちづくり

83 練馬区南大泉六丁目町会 健やかラジオ体操を通じた青少年の健全育成事業

84 南田中団地第四自治会 「ふれあいサロン」～高齢者に生きがいのある日々を～

85 小竹町会 小竹の森音楽祭

86 関町北四・五丁目町会 関町北四・五丁目町会夏まつり

87 向山町会 地域の絆を深める「向山町会大運動会」

88 竹の塚ガーデンハウス自治会 震災対策マニュアル作成による地域防災力の向上事業

89 青井四丁目第三自治会 日本伝統文化に触れ地域の絆を深めることにより地域活性化を図る事業

90 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

91 葛飾区自治町会連合会 研修会・講演会を通じた地域の活性化、自治町会加入促進事業

92 金町第二団地自治会 金町第二団地「納涼フェスティバル」を通じた地域交流事業

93 西新小岩リバーハイツ団地自治会 高齢者の見守り活動

94 江戸川区 なぎさニュータウン自治会 高齢者みまもり活動事業―孤独死を防ぐための訪問・安否確認―

95 加住地区町会・自治会連合会 加住地区青少年健全育成推進事業

96 元八王子地区町会自治会連合会 いざ出陣！元八王子北條氏照まつり

97 高尾紅葉台自治会 夏祭りを通じた「地域力」の向上

98 寺田町町会 防災力強化と防災訓練

99 浅川地区町会連合会 市民大運動会を通じた青少年の健全育成向上事業

100 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

101 中央部地区連合会 中央部地区防災力強化事業

102 西２自治会
交流サロンを設置し、それを生かした高齢者の絆と生きがい作りを構築す
る

103 八王子市犬目町会 陶鎔小学校区防災フェスティバル

八王子市
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104 めじろ台二丁目町会 見守り活動他多目的に活用できる住宅マップ作成事業

105 上館町会
防災訓練及び地域ぐるみの防災力強化事業　＝自助、共助で強い絆の輪
＝

106 滝山町二丁目町会 新旧地域住民の親睦を深める為のふれあい事業

107 タウンズ八王子団地自治会 「タウンズふれあい夏まつり」を通しての世代を超えた住民交流の推進

108 三鷹市 上連雀友和会 地域住民間の融和を図る夏祭り（盆踊り大会）の開催

109 青梅市自治会連合会第九支会 安心支え合いネットワーク事業

110 東青梅三丁目自治会 子供と高齢者の居場所づくりと納涼大会を通じた地域交流促進事業

111 青梅市自治会連合会第５支会 第５支会管内納涼盆踊り大会

112 大柳町自治会 防災マップ作成による地域防災体制の強化

113 駒木町連合自治会 地域防犯パトロール活動による安全安心まちづくり事業

114 大神町自治会 子供を対象にした体験型防災訓練

115 光華小前自治会 自主防災組織の確立と防災訓練の資質向上と防災力の強化事業

116 調布市 柳会自治会 柳会自治会を中心とした防災対策事業

117 南町田自治会 南町田ちびっこ祭りを通して郷土を愛する心の醸成

118 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

119 向陽台自治会 「ひだまり荘・親子わいわい祭り」の開催

120 中村町内会 交通安全と防犯の集い“安全安心な地域づくり”

121 小平市 白梅北自治会 地域文化祭の開催を通じての地域内交流の推進

122 旭が丘上の原自治会 「子供たちのための地域夏祭り」

123 中万願自治会 自治会交流活動を通して、防災意識及び地域力アップ事業

124 諏訪町自治会 諏訪町防災マップ作成を通じた地域活力強化

125 諏訪町３丁目自治会 地域の世代間交流と環境美化を目的としたエコ納涼会

126
ライオンズガーデン萩山管理組合自
治会

居住者間の共助の強化を目的とした防災訓練及び防災対策学習会

127 恩多町自治会 納涼まつり開催による地域交流事業

128 日吉町町内会 野川源流域防災推進事業

129 西町弁天町内会 西町弁天町内会納涼盆踊り
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130 狛江市 多摩川住宅自治連合会 第47回　多摩川ふるさと団地まつり

131 東大和第一光ヶ丘自治会 地域内の公園を使用した、高齢者の生きがいつくり

132 多摩湖畔自治会 初期消火訓練で地域の防災力の向上を図る事業

133 芝中住宅自治会 芝中住宅自治会防災活動強化事業

134 清瀬市六小地区自治会連合会 清瀬第六小学校区の大人と子供の心をつなぐ青少年健全育成活動事業

135 竹丘一丁目・二丁目自治会連合会
音楽を通じて、防災交流会への参加と住民の交流および防災意識向上を
はかる事業

136 氷川台自治会 災害時要援護者避難支援の推進

137 五丁目さくら自治会 ぷち縁日と防災教室を通じた自治会への加入促進

138 あきる野市町内会・自治会連合会
安否確認旗の作成と防災訓練等での実践的活動による地域防災力の強
化

139 小宮町内会 防災訓練の充実と地域防災力の向上事業

140 上宿自治会 上宿自治会防災訓練（歩行困難者救出訓練）事業

141 西東京市 柳澤台親和会 防災訓練で地域防災力の強化

142 瑞穂町 富士見町町内会 地域の見守り活動　防犯パトロール

143 日の出町 日の出町自治会長連合会 防災訓練を通じた地域防災力の向上事業

あきる野市

東大和市

清瀬市

東久留米市
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