
No. 区市町村名 申請団体名 事業名

1 中央区 京橋三丁目町会
京橋大根河岸における江戸東京野菜の栽培とその情報発信を通じた地域活性化
事業

2 赤坂新三町会 地域避難集合所地にて行う避難訓練実施による防災力の向上事業

3 赤坂丹後町町会 防災力向上と町会内連携強化

4 赤坂八丁目町会 赤坂八丁目町会防災訓練

5 南麻布新堀会 防災訓練と夜回りによる地域の防災・防犯意識向上事業

6 赤坂中ノ町・新四町会 防災訓練

7 指ヶ谷町会 地域の安全を見守る防犯力の向上事業

8 三組町会 三組町会年末夜警

9 浅草馬三町会 大災害に備える地域住民との自主防災訓練事業

10 柳橋町会 地域住民の防災意識向上と避難弱者の高齢者に対する対策

11 浅草象三町会 下町の団結力結束を取り戻す防災訓練向上事業

12 浅草五一町会 防災訓練を通じた地域防災力の向上事業

13 浅草馬二町会 地域住民と取り組む消火訓練の向上

14 浅草千和町会 実体験する自主防災訓練事業

15 田町聖横町会 災害に備える地域住民と交流を深める自主防災訓練

16 東向島二丁目睦町会 地域の防災課題点を高める事業

17 立川三丁目町会 地域の防災力強化事業

18 押上１丁目町会 学童と高齢者の交流会

19 東雲団地自治会 東京マラソンを利用した青少年の健全育成のための応援イベント

20 亀戸５丁目町会 地域の防災力増強事業

21 亀戸九丁目公社自治会 団地内防犯パトロールの実施・住民のふれあい交流と自治会加入促進

22 小山六丁目町会 地域住民の交流促進と防災意識向上を図る事業

23 中延一丁目町会 出前訓練を通じた地域の防災力向上事業

24 出石町会 要支援避難者救出と町会緊急対策本部設営の訓練とワークショップ

25 大井庚塚町会 庚塚小学生路地マラソン大会

26 碑文谷一丁目町会 防災訓練を通じた地域交流と防災力（共助）の強化事業

27 目黒本町東町会 木密地域における地域防災力の向上事業
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28 蒲田東地区自治会連合会 高齢者見守り学習交流会

29 千束地区自治会連合会 千束地区における地域防災力向上のための情報連絡網の構築と通信訓練

30 大田区入新井地区自治会連合会 町会への加入促進事業

31 嶺町地区自治会連合会 「ぐるっと５町会！みねまちスタンプラリー」 を通して地域交流する市民事業活動

32 大田区六郷地区自治会連合会 連携・協働による地域防災力向上事業

33 石川町会 夜間防災訓練を通じた地域防災力の向上事業

34 鵜の木西町会 みんなあつまれ！子供もちつき大会

35 田園調布一丁目東自治会 もちつき大会を通じた、次世代への文化の継承及び地域住民の交流促進事業

36 駒沢三丁目町会 災害発生時における簡易消火器具の有効利用による地域防災力の向上事業

37 祖師谷千歳台自治会 防災訓練を通じた地域防災力の向上事業

38 フレール西経堂自治会 集合住宅における地域防災力向上

39 野沢三丁目町会 防災活動による災害に強い街づくり

40 松原５・６丁目自治会 街の初期消火活動の備え　“災害に強い街” へ

41 経堂北町会 防災マニュアルによる防災意識の向上事業

42 北沢一丁目町会 防災マップの作成と講習会による防災力向上事業

43 梅丘１丁目町会 防犯・防災意識、活動を充実する事業

44 船橋会 防災マップの活用による地域防災力の向上事業

45 希望ヶ丘団地自治会 防災マップ作成による地域防災力の向上

46 野沢四丁目自治会 地域防災力の強化と防災意識の醸成事業

47 宮坂三丁目町会 宮坂三丁目地域防災マップ作成による防災活動事業

48 太子堂二丁目大塚町会 防災マップ作成（防災訓練を通じた防災力向上事業）

49 経堂南町会 防災訓練を通じた、地域防災力の向上事業

50 代沢五丁目町会 第２回　代沢五丁目町会　防災懇談会

51 法人格　砧町自治会 「防災マップを活用した地域の防災力向上」

52 池尻南睦会 防災マップを活用した、防災講習

53 等々力六丁目町会 避難所運営訓練、防犯パトロールを通じた地域防災・防犯力向上事業

54 昭二町会 「非常災害時における安否確認訓練」

55 中野区白鷺町会 消火、通報、脱出訓練による地域全体の防災力の向上

56 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～

57 下井草東部自治会 防災訓練を通じた、自治会内のコミュニケーションの活性化推進

58 四宮親交会 文化祭を通じ、人と人との絆を強め、町会内の活性化を図る

59 中瀬自治会 親子のイベントを通じた、町会加入促進及び新しい人材の育成を図る

60 柿木共栄会 伝統の餅つきを通じた、世代間交流の推進と町会加入促進事業

61 矢頭睦会 町会内を花いっぱいにし、誰もが笑顔で暮らせるまちづくり
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62 池袋三丁目北町会 池袋三丁目北町会　防犯パトロール隊

63 上池袋三丁目町会 「子供もちつき大会」を通じた青少年健全育成

64 豊島区雑司が谷・南池袋三丁目光和会 簡易水道消火器具導入による地域防災力向上事業

65 雑司が谷二丁目町会 初期消火訓練を通じた地域の防災力向上事業

66 十条仲原２・４丁目町会 十条仲原２・４丁目町会冬季における防災訓練

67 西大原自治会 西大原自治会　小学生英語教室～英語で演劇～

68 中十条二丁目町会 防災力強化事業

69 赤羽三和自治会 自転車の正しい乗り方講習会と地域住民への啓発

70 中里協和会 中里協和会防災訓練を通じた地域防災力の向上事業

71 西ヶ原二本榎自治会 西ヶ原二本榎自治会防災訓練

72 仲一自治会 歳末の防犯活動を通じて地域住民の意識向上を図る事業

73 練馬区町会連合会 地域コミュニティ講演会『町会・自治会ってなんだろう？？』

74 練馬区南大泉連合町会 地域の子供や高齢者のための安全なまちづくりを進めるための事業

75 細田三丁目町会 一人ひとりを大事にする、住みよいまちづくり

76 渋江東町会
映画等を通じた日本文化体験と、小中学校との連携による防災訓練を通じた青少
年育成事業

77 城山手自治会 自治会主催の消火訓練を通じた地域防災力の向上事業

78 打越町会 防災訓練を通じた地域防災力の向上事業

79 第二団地自治会 地域防災への意識向上と防犯・防災体制強化事業

80 栄町５丁目アパート自治会 可搬式ポンプによる消火訓練を通じた地域防災組織の活性化

81 立川市自治会連合会若葉町支部 避難所運営マニュアル作成及び避難所訓練による防災力向上事業

82 今井城の腰自治会 自治会活動の更なる活性化による地域の絆強化

83 青梅市自治会連合会 自治会カードで地域まるごと活性化事業　～地域一体で加入促進～

84 下長渕第四自治会 凧作りや凧揚げを通じた地域での青少年健全育成

85 日新町西自治会 高齢者見守り活動による地域ネットワークの構築

86 西原町自治会 自治会内の防災力向上事業

87 栄町一丁目会 防災訓練を通じた地域防災力の向上

88 府中市本宿町四丁目自治会 パトロールによる防犯力強化事業

89 府中市八幡町連合自治会 防災・防犯、高齢者見守りパトロール実施による地域力向上事業

90 昭島市 昭和町１丁目自治会 もちつき大会による世代間交流

91 鹿島自治会 防災共助の仕組み確立事業

92 中村町内会 火災に備えた簡易消火器具を使用した消火活動の訓練実施

93 相原元橋町会 防災訓練を通じた地域防災力の向上事業

94 有楽玉川学園自治会 防災訓練を通じた　地域防災力向上事業
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95 小金井市 西の台自治会 災害対策本部立ち上げ訓練による災害時防災力の向上事業

96 小平市 のみち自治会 初期消火能力向上の為の消火訓練の実施

97 七ツ塚自治会 高齢者・要支援者に対する支援体制の整備

98 万願荘自治会 地域の連携による防災力の向上

99 東村山市 八坂自治会 自治会課題解決のための情報発信強化事業

100 多摩市 鶴牧５丁目西町会 町内の大多数を占める高齢者の協力体制の構築と防災力向上事業

101 羽村市 緑ヶ丘第二町内会 「地域住民をつなぐ防災の集い」

102 あきる野市増戸地区自治会長会 増戸地区防犯活動連携訓練（情報伝達訓練）事業

103 あきる野市町内会・自治会連合会 高齢者見守り活動による地域コミュニティの推進と円づくり構築事業

104 五日市地区東町自治会 展示会を通して地域の課題解決のための取組

105 西東京市 柳澤台親和会 防災訓練で地域防災力の強化

日野市

あきる野市


