
No. 区市町村名 申請団体名 事業名

1 千代田区 西神田町会 町会員の枠組みを超えた地域関与者の集いによる地域の活性化

2 中央区 京橋三丁目町会 京橋フラワープロジェクト

3 百人町４丁目連絡会 防災訓練を通じた地域防災力の向上事業

4 白銀町町会 昔のマップ作成や町歩きを通じて地域愛を育て、つながりを深める

5 白山前町町会 自然体験を通じて自らの街の環境意識を高める子供の健全育成事業

6 駒込地区町会連合会 駒込地区町連　居場所　「こまじいのうち」　での地域交流事業

7 西丸町会 大震災に備えた地域の防災力向上事業

8 音羽地区町会連合会 音羽地区町会連合会　防災訓練と見守り活動を通じた地域力向上事業

9 台東区 仲御徒町中町会 地域防災力向上推進事業

10 墨田区 亀戸ビューフォート自治会 全世帯参加の冬期特別防犯・防火パトロール

11 江東区
枝川・塩浜・潮見地区町会自治会連
合会

地域での合同運動会を通じた地域連携の強化事業

12 品川区 大崎四丁目町会 餅つき（文化）の伝承を通しての絆の醸成事業

13 中根西町会 初期消火訓練を通じた地域防災力向上事業

14 中目黒八幡町会 防災訓練を通じた地域防災力の向上事業

15
目黒区町会連合会第４ブロック連絡
協議会

餅つきを通して幅広い世代間交流　事業

16 目黒区鷹番1・2丁目町会 スタンドパイプを活用した地域防災力の向上

17 羽田地区町会連合会 「第二回ふれあいまつり羽田・萩中」における防災力強化事業

18 笹丸自治会 自治会と小学校ＰＴＡの防災・避難所訓練

19 小池自治会 防災講演会を通じた地域防災力の強化

20 大森沢田西町会 大森西こどもフェスタ

21 大森東地区自治会連合会 高齢者見守り活動の推進

22 大田区矢口地区自治会連合会 “二十一世紀桜まつり”　を通じた地域活性化事業

23 田園調布地区自治会連合会 田園調布グリーンフェスタを通じた異世代交流の推進

24 田園調布東久自治会 『地域の歴史冊子』の配布を通した、地域の歴史と文化の継承事業

25 東六郷一丁目町会 安心・安全、防犯パトロール事業

大田区
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26 道塚自治会 コンサートを通じた地域交流・地域力向上事業

27 馬込地区自治会連合会 防犯意識普及啓発事業

28 矢口南町会 地域の課題解決のための交流事業

29 北千束東自治会 学校防災活動拠点訓練による地域防災力の向上

30 馬込平張町会 馬込平張町会内の地域の美化活動

31 安方北町会 安心安全街づくりのための町会運動会及び防犯パトロール

32 駒沢三丁目町会 地震火災発生時スタンドパイプの有効利用による地域防災力の向上事業

33 駒沢町会 震災時の地域初期消火機能向上事業

34 上馬北部町会 「芋煮交流会」　開催による地域住民の交流促進

35 東深沢町会 初期消火訓練と地域防災向上事業

36 フレール西経堂自治会 集合住宅における地域防災力の向上

37 上馬・駒沢明和会 町会加入促進を通じた地域力の向上事業

38 世田谷区上馬西町会 地域を活性化させるための町会活動広報事業

39 渋谷区新橋地区町会連合会 行事を活用した高齢者への声かけ安否確認活動とイベントでの交流事業

40 豊恵町会 イベントを活用した高齢者等の交流と防災意識高揚事業

41 鷺宮西住宅自治会 活き　いき　サロン

42 中野区昭和地区町会連絡協議会 スケアードストレート式自転車安全講習会

43 桃園地区町会・自治会連絡会 自然体験を通した青少年育成と地域のネットワーク作り

44 野方地区町会連合会 年忘れチャリティ寄席

45 弥生地区町会連合会 海の森育苗事業

46 上荻窪地区町会連合会 子供とつくる伝統行事　「寒中もちつき大会」

47 上町親交会 上町親交会「もちつき大会」　～入ってください「町会」へ～

48 巣鴨三・四丁目清和町会 災害時を想定した炊き出し訓練

49 目白山紫町会 町会員の懇親行事「音楽の集い」

50 駒込三丁目町会 初期消火道具を活用した地域の防災力向上事業

51 豊島区北大塚一丁目睦町会 自主防災組織の編成による町会防災活動力の向上事業

大田区

世田谷区

渋谷区

中野区

杉並区

豊島区
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52 志茂町会自治会連合会 河川周辺の清掃による青少年健全育成活動

53 中里親睦会 地域の初期消火能力向上対策事業

54 赤羽西六丁目町会 歳末高齢者見守りサポート活動

55 志茂二丁目町会 志茂二丁目町会まちなか訓練

56 荒川区 荒川区町屋町会連合会 平成２５年度　町屋１００年の森防災事業計画

57 志村城山町会 「地域の防災意識底上げ」　で災害に強い町作り　（Ｐａｒｔ３）

58 小豆沢緑町会 町会イベントを通じた地域交流促進事業

59 大山西町町会 大山西町町会　防災フェスタ

60 板橋区町会連合会清水支部 『楽・市・道』を通じた地域交流事業

61 蓮沼仲町会 安心・安全な街づくりを目指す防犯パトロール

62 弥生町北町会 地域防災フェア

63 茂呂町会 茂呂町会安心まちづくり強化事業

64 若木華実町会 もちつき大会を通じた町会地域内住民の親睦の強化促進事業

65 みつはし自治会 地域での助け合い・防災力向上事業

66 三原台町会 三原台町会　防災訓練

67 都営東大泉団地自治会 独自の避難場所を開設し、地域の防災力を向上する事業

68 南大泉3丁目町会 青少年の豊かな心を育む自然体験事業

69 豊玉第一町会 豊玉第一町会浴衣踊り

70 都営上石神井団地自治会 防災訓練等を通じた地域防災力の向上事業

71 谷原町会
谷原わんわんパトロール隊の結成による、児童・地域住民の安全向上事
業

72 葛飾区 四つ木五丁目町会 大震災に備えた地域の防災力を図る向上事業

73 江戸川区 コーシャハイム清新自治会 清新サロン

74 元横地区連合町会 元横地区連合町会　ふれあい交流会　（第四回）

75 中散田町会 中散田文化祭による地域交流事業

76 八王子市裏高尾町摺指町会 「地域の環境整備活動」　を通じた地域の活性化事業

77 片倉台自治会 地域防災力向上に向けた防災訓練

78 朝日ヶ丘自治会 朝日ヶ丘自治会　防災訓練

板橋区

練馬区

八王子市

北区
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79 西砂自治会 初期消火と炊出し訓練を通じた防災意識の定着

80 東栄会自治会 可搬式ポンプによる消火訓練を通じた防災意識の向上

81 三鷹市 下連雀二丁目会 「むらさき公園の集い」　－大規模災害に備えて－

82 梅郷3・4・5丁目連合自治会 梅郷ふれあい祭り

83 沢井二丁目自治会 大地震の発生を想定した安否確認と救助隊編成の訓練

84 昭島市 昭島市自治会連合会 15ブロック 地域防災力の強化事業

85 調布市自治会連合協議会 高齢者の見守り活動による地域ネットワークの構築

86 多摩川自治会 防災マップ（震災時避難場所まで安全に避難できる「道」のマップ作り）

87 鞍掛台自治会 地域の伝統芸能を通じた青少年育成事業

88 高ヶ坂成瀬地区町内会連合会 高ヶ坂・成瀬地区防災節電対策健康促進・地域交流事業

89 鹿島自治会 防災訓練による地域防災力の向上事業

90 成瀬台三丁目自治会 消火栓を使用した初期消火活動

91 忠生地区町内会・自治会連合会 平成25年度忠生地区ファミリー体育祭

92 小川自治会 災害時の実務的訓練と学習を通じた防災意識・防災力向上事業

93 小平市 富士見住宅自治会 交通安全教室　地域安全安心のまちづくりフェスティバル

94 七ツ塚自治会 七ツ塚自治会の災害マニュアル作成のための地域活動

95 万願荘自治会 青少年健全育成活動を通し地域の連帯を高める

96 百草堤自治会 防災訓練等を実施し、地域防災力の向上事業

97 泉塚自治会
―地域で守ろう　地域の安全　子どもの笑顔―　イザ！カエルキャラバ
ン！

98 富士見台自治会 防災訓練を通じた地域防災力の向上事業

99 谷仲山連合自治会 パトロール等の啓発活動による防犯力向上事業

100 東村山市 萩山西自治連合会 『まつり』を通じた萩山町西地区の地域活性化事業

101 高木町自治会 ファミリーで盛り上げる防災訓練、炊き出し訓練による防災力向上事業

102 泉山自治会 防災訓練・「秋の自治会まつり」で防災力・地域連帯力向上事業

103 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といも掘り・種まき

立川市

青梅市

調布市

町田市

日野市

国分寺市
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104 東大和市 協和二丁目自治会 協和二丁目自治会の初期消火防災力の強化

105 野火止親和会 平成２５年度・野火止親和会防災強化・訓練事業

106 滝山１・２丁目自治会 防災・避難訓練を通した地域防災意識の向上事業

107 武蔵村山市 武蔵村山市自治会連合会 地域の絆　ウォーキング

108 多摩市 都営聖ヶ丘1丁目アパート自治会 防災訓練、敬老のつどい、もちつき大会を通じた高齢者の生きがい作り

109 稲城市 若葉台地区自治会連絡会 イベントを通じた地域コミュニティの育成支援事業

110 羽村市町内会連合会 地域防災講座を通し地域全体の防災力を高める事業

111
奈賀・田ノ上・旭ヶ丘地区　六町連絡
協議会

「まいまいず防災」　～ひと周り半の防災力で地域を守る組織づくり～

112 緑ヶ丘第二町内会 地域の安全を積極的に守る防犯パトロール活動

113 羽村市美原町内会 「美原町内会ハンドブック」の発行を通じた町内会加入の促進

114 田ノ上第一町内会 自主防災組織の見直しによる地域防災力の向上事業

115 あきる野市羽ヶ田町内会 地域防災力向上を図る町内会防災訓練事業

116 あきる野市小庄自治会 災害時の安否確認と高齢者・要援護者等の搬送訓練

117 軍道自治会 防災訓練による地域防災力の向上事業

118 山田中分自治会 防災の集いを通して町内の絆を強くする

119 草花台パークハイツ町内会 安全・安心コミュニティー推進事業（第1回パークハイツ防災デー）

120 西伊奈自治会 地域の伝統芸能（囃子）の技術伝承事業

121 森山町内会 各種イベントを通しての地域のコミュニティ向上事業

122 新宿自治会 新宿自治会総合防災訓練　（自助と共助の役割訓練）　事業

羽村市

あきる野市

東久留米市


