
No. 区市町村名 申請団体名 事業名

1 高田馬場町会 震災時の安否確認事業

2 落合第一地区町会連合会 『落合はひとつ』第１４回落一町連大運動会

3 白銀町町会 自分の町の防災について学ぶ「防災訓練とマップ作成」事業

4 高田馬場三丁目北町会 「３町会合同　安否確認及び情報連絡訓練」の実施

5 東青柳町会 防災訓練を通じた地域防災力の向上事業

6 白山前町町会 白山界隈今昔写真展及び健康スポーツカーレット大会事業

7 音羽地区町会連合会 防災訓練・炊き出し訓練

8 蓬莱町会 多世代間交流や伝統継承等のための地域活性化事業

9 向丘一丁目中町会 防災訓練（子供も参加出来る）

10 日本堤１丁目中央町会 地域密着型の防災力向上事業

11 台東区町会連合会 町会加入促進マニュアルの作成による町会加入促進

12 台東四丁目町会 地域イベントによる町会加入促進及び世代間交流

13 清川町会 初期消火体制向上事業

14 吉野町会 吉野町会　防災力強化事業

15 橋場１丁目町会 女性が活躍する初期消火防災訓練

16 清三町会 地域の防災力強化事業

17 猿若町会 正しい知識を身につける防災力向上事業

18 東清南町会 東清南町会初期消火体制の向上事業

19 京島南町会 燃え広がらないまちを目指す防災まちづくり活動

20 京島文花連合町会 防災機能および防災意識向上のための防災まちづくり活動

21 両国二丁目町会 両国二丁目町会餅つき大会

22 菊川一丁目町会 平成27年　菊川一丁目餅つき大会を通じた世代間交流事業

23 東向島二丁目町会 地域交流イベント

24 墨田区江東橋一丁目町会
お年寄りや子供等の仲間作りと安心安全で豊かな心を育む師走の大きな集
い

25 曳舟中町会 曳舟中町会防災力を高める事業

26 菊川三丁目町会 もちつき大会を通じた地域力の向上事業

地域の底力再生事業助成（平成２７年度　第３回募集分）助成事業一覧

新宿区

文京区

台東区

墨田区
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27
枝川・塩浜・潮見地区町会自治会連合
会

地域連合運動会を通じた交流促進事業

28 亀戸２丁目団地管理組合自治会 高齢者サロンの実施を通じた居場所づくり事業

29 潮路南第二ハイツ自治会 家族で参加　我が団地の防災フェア

30 品川区旗の台三丁目町会 防災の集い

31 中延一丁目町会 各種防犯活動による安全・安心な町会のまちづくり

32 南二丁目町会 初期消火訓練を通じた地域防災力向上事業

33 緑が丘自治会 住宅密集地域における、簡易消火器具による広域初期消火体制の訓練

34 中根東町会 防災訓練を通じて地域住民との交流を深める事業

35 下二南町会 簡易消火器具を活用した訓練を通じた、町会への加入促進事業

36 オーベルグランディオ萩中自治会 運動会を通じてオーベルグランディオ萩中自治会員の親睦と相互支援の育成

37 羽田地区町会連合会 羽田地区高齢者見守り活動事業

38 鵜の木二丁目町会 ２町会合同防災訓練

39 山王三・四丁目自治会 高齢者自らが活動の輪に加わりながら充実させる見守り事業

40 西六郷二丁目町会 西六郷三町会合同「防災フェア」

41 大森沢田西町会 おおもり・おやこまつり

42 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

43 萩中町会 萩中町会文化祭　（“15オータム　フェスティバル・イン萩中”）

44 矢口北町会 「D級ミニポンプ/アルミ製リヤカーを使用した防災訓練実施」事業

45 アルス多摩川自治会 多摩川河川敷での流鏑馬による自治会町会・地域住民交流促進事業

46 祖師谷第五自治会 防災訓練を通じた地域の防災力向上事業

47 梅丘１丁目町会 防災訓練を通じ地域の絆を強める事業

48 松原三・四丁目自治会 松原三・四丁目地区初期消火活動の普及・備え

49 本町一丁目町会 夜間災害に備えた地域防災力の向上

50 富ヶ谷二丁目町会 住民同士が助け合う共助の心、初期消火体制の構築事業

51 渋谷区幡ヶ谷町会 防災訓練を通じた幡ヶ谷町会会員の地域防災力の向上事業

江東区

品川区

目黒区

大田区

世田谷区

渋谷区
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52 中野区町会連合会 中野区町会連合会見守り支えあい人材発掘のための意識啓発キャンペーン

53 野方地区町会連合会 年忘れチャリティ寄席

54 鍋横地区町会連合会 地域交流サロン「なべカフェ」

55 天神自治会 防災スタンプラリーを通して、地域防災力の向上及び自治会へ加入促進

56 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」

57 杉並区町会連合会 ダンスを通して育む青少年と地域のつながり

58 泉南町会 昔のあそび・今のあそび

59 下井草東部自治会 自治会加入促進ともちつきフェスタ２０１５

60 沓掛いづみ会 青少年の健全育成を通じた、町会内のコミュニティの活性化

61 四宮親交会 四宮文化祭

62 高円寺南二丁目東自治会 簡易初期消火具による狭隘地区防災事業

63 巣鴨五丁目大親町会 子供餅つき大会

64 池袋本町一丁目町会 簡易水道消火器具導入による地域防災力向上事業

65 南長崎五丁目町会 防災訓練を通じた地域防災力の向上

66 池袋通西睦町会 防犯パトロールを通じた地域の防犯・防災力の向上事業

67 長崎一丁目町会 長崎一丁目町会　防災訓練

68 長崎三丁目町会 共助・近助のための防災訓練

69 南長崎１丁目みどり会 防災力強化事業

70 西巣鴨共和会 高齢者同士の連帯感と初期消火対応力の向上を目指す事業

71 西巣鴨睦町会 住民だれもが使用できる初期消火器具による防災訓練事業

72 池袋日出町会 初期消火に重点を置いた地域防災力向上事業

73 要町一丁目町会 中学生も大人も高齢者も参加する地域防災力強化事業

74 北区 東十条四丁目町会 もちつき大会を通じた地域力向上事業

75 荒川区大門町会 地域防災力の強化事業

76 西日暮里五丁目町会 初期消火器具を活用した体験訓練事業

中野区

杉並区

豊島区

荒川区
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77 板橋区桜川町会 イベントを通じた町会加入促進事業

78 小豆沢北町会 町会イベントを通じた地域活性化事業

79 小豆沢緑町会 町会イベントを通じた地域交流促進事業

80 茂呂町会 茂呂町会安心まちづくり強化事業（防災訓練：応急救護・炊き出し訓練）

81 若木華実町会 もちつき大会実施による町内住民の顔と名前のわかる交流促進

82 栄町自治会 防災訓練を通じた地域防災力の向上事業

83 小豆沢二丁目町会 もちつき大会を通じた世代間交流事業

84 新河岸１丁目自治会 国際交流新河岸桜まつり

85 練馬区 都営東大泉団地自治会 災害時に集会所を避難場所として開設し、地域の防災力を向上する事業

86
足立区鹿浜地区町会・自治会連絡協
議会

地域情報誌による町会・自治会加入率向上事業

87 足立区綾瀬自治会 いつまでも若々しく、自分の力で毎日を！！

88 葛飾区自治町会連合会 講演会を通じた区との「協働」による住み良いまちの構築

89 西青戸町会 子供餅つき大会を通じた青少年の育成と交流事業

90 四つ木３丁目若宮町会 実体験で学ぶ防災訓練

91 葛飾区高砂地区町会連合会 地域の連携を目的とする初期消火防災訓練を通じた地域防災力の向上事業

92 四つ木町会 災害時における初期消火活動の強化を含めた防災訓練

93 高砂南町会 犯罪被害の受けにくい、明るく住みよいまちづくり

94 鎌倉自治会 地域巡回パトロールを通じた、安全・安心な心通うまちづくり

95 加住地区町会・自治会連合会
市民センター祭りで住民の交流促進と地域防災訓練による安心安全の確保
で地域の一体化を図る事業

96 駒木野町会 発災時の対応が出来ることを目的とした防災訓練

97 浅川地区町会連合会 防犯活動を充実させ、高尾を安心安全な住みよい町に！

98 八王子市町会自治会連合会 町会運営支援・加入促進及び高齢者のためのパソコン研修会

99 片倉台自治会 「片倉台自治会スポーツ祭」

100 由井地区町会自治会連合会 由井地区連合会防災フェスタ

101 美山町会 第１２回　美山町健康フェスティバル

102 打越町会 防災訓練を通じた地域防災力の向上事業

103 緑町東町会 世代間交流イベント

104 高尾台自治会 住民同士顔の見える防災まちづくり推進事業

板橋区

足立区

葛飾区

八王子市



No. 区市町村名 申請団体名 事業名

地域の底力再生事業助成（平成２７年度　第３回募集分）助成事業一覧

105 日の出自治会 災害時に備えた「安全と安心の住みよい町づくり」事業

106 立川市自治会連合会栄町支部 防災訓練を通しての地域防災力の向上

107 武蔵野市 武蔵野緑町パークタウン自治会 災害発生時に人的な被害を最小限に食い止めるための自主防災事業

108 三鷹市 下連雀二丁目会 「むらさき公園の集い」－次世代への継承－

109 青梅市 青梅市自治会連合会第４支会 夜間避難訓練（防災訓練）による地域防災力強化事業

110 西府町五丁目自治会 年末防犯パトロール活動による地域結束力の強化

111 府中市幸町二丁目中央自治会 町内で発生する火災を町内で消火する対策

112 むつみ会 町内防災力向上事業

113 美好町二丁目自治会 地域交流イベントを通して青少年の健全育成を図る事業

114 府中市片町連合自治会 防災訓練を通じた地域の市民行動力の向上を図る事業

115 府中市本宿町四丁目自治会 防災訓練による地域防災力の向上事業

116 府中市住吉町町会 防災訓練

117 分梅第一自治会 地域防災力の向上方策

118 昭島市 西武拝島ハイツ自治会 防災体制の強化と地域住民の防災意識高揚事業

119 調布市自治会連合協議会 自治会に加入しよう　自治会をつくろう　　推進事業

120 神代団地自治会 防災マニュアルを活用した地域防災力の向上事業

121 鞍掛台自治会 町田市消防団と連携した防災訓練と地域行事「どんど焼き」の同時開催

122 忠生地区町内会・自治会連合会 平成27年度忠生地区ファミリー体育祭

123 小川自治会 緊急事態発生時の連絡手段を確実にする事業

124 榛名坂自治会
初期消火器具使用の防災訓練を通して、より多くの取扱い経験者を育成する
事業

125 上馬場町内会 初期消火器具の使用訓練を兼ねた防災訓練による地域防災力の向上事業

126 下山崎町内会 住民一人ひとりの防災意識向上を図る訓練強化事業

127 常盤町内会 防災訓練・防災講演学習会による地域防災力の向上事業

128 高ヶ坂あかね自治会 世代間交流事業

129 根岸町内会 「リサイクル広場・根岸」を活用した地域交流

130 三輪緑山自治会 防災マップで学ぶワークショップ・防災訓練で地域防災力向上事業

131 鶴川二丁目町会 地域のガイドブックなどの作成による町会加入促進

立川市

府中市

調布市

町田市
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132 弁天通り自治会 防災訓練により資機材の使い方を習得し災害時の防災力の強化を図る

133 前原町連合町会 第５１回前原町連合大運動会

134 梶野町会 梶野町内住人の交流を目的とした秋の大運動会

135 小金井市なかよん町会 避難所への誘導及び災害対応機器の取り扱い訓練

136 緑町第四町会 緑町第四町会　防災・避難訓練

137 小平市 回田町会 第１回「回田秋まつり」の実施

138 日野市 第二日野万自治会 簡易初期消火器具を使用した地域の防災力の向上事業

139 東村山市 下堀自治会 青葉小学校避難所運営準備事業

140 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

141 西町友和会 地域防災力の向上

142 狛江市 元和泉二・三丁目町会 簡易消火機器を活用した地域防災訓練

143 東大和市 栄二丁目自治会 秋祭りを通じた交流促進事業

144 野火止親和会 平成２７年度野火止親和会防災・避難訓練事業

145 前沢四丁目自治会 まえさわガーデニングプロジェクト

146 都営聖ヶ丘1丁目アパート自治会 安心、安全な団地を目指した環境づくり

147 落合団地３－２自治会 簡易消火器具を利用した応急給水による自主防災力の向上事業

148 牛沼町内会 雨間町内会・牛沼町内会共同防災訓練

149 山田中分自治会 どんど焼き行事の伝統継承を通した青少年育成活動

150 あきる野市富士見台自治会 若い世代と高齢者世代の交流を通した子供育成事業

151 網代自治会 災害時相互応援協定を締結した施設との総合防災演習

152 ブリティッシュタウン自治会 ブリティッシュタウン自治会防災訓練

153 向栄会 初期消火のノウハウ取得をメインにした防災研修会の開催

154 フォレストレイクひばりが丘自治会 様々な年代層が集う住民交流会

小金井市

国分寺市

東久留米市

多摩市

あきる野市

西東京市


