
（単位：円）

地区 団体名等 補助金額 補助対象事業名等 区分

1 若宮みどりの会 60,000
若宮行政区内における独居老人宅の訪
問等

社会福祉

2 久保丁会 110,000
通学路や霞ヶ城公園へのメーン道路の
清掃作業

生活環境保全

3 久保丁会 29,000 防犯等の巡視活動事業 安全・安心

4 松岡地域振興（松岡町会） 107,000 安全・安心と防災のまちづくり事業 安全・安心

5 松岡地域振興（松岡町会） 32,000 一人暮らし老人宅訪問 社会福祉

6 松岡地域振興（松岡町会） 15,000 町内継承遺産の勉強会等事業 歴史・文化

7 松岡地域振興（松岡町会） 164,000
町内六角川、松岡児童遊園環境保全等
事業

生活環境保全

8 二本松商工会議所青年部 400,000 第２回二本松フェスタ　霞ヶ城夏の陣 復興推進

9 金色町内会 433,000
世代間交流と地区の安全・安心のまちづ
くり事業

交流推進

10 郭内おらほの会議 75,000 「郭内おらほ便り」の継続発行 交流推進

11 親交町内会 550,000 絵地図看板の設置事業 歴史・文化

12 二本松地区女性防火クラブ二本松支部 98,000 炊き出し訓練事業 安全・安心

13 塩沢長寿会連絡協議会 139,000 健康増進、交流促進親睦事業の実施 健康増進

14 防犯協会塩沢支部 126,000 地域防犯活動充実事業 安全・安心

15 塩沢婦人会 152,000 地域高齢者への福祉活動奉仕作業 社会福祉

16 塩沢４区 648,000
手摺設置と地域内コミュニティーの拡充
事業

拠点づくり

17 塩沢長寿会連絡協議会 80,000 湯川長寿大黒天上屋の塗装事業 歴史・文化

18 塩沢地区浪江町住民交流会実行委員会 75,000
塩沢地区民浪江町仮設住宅住民との交
流事業

交流推進

19 防犯協会高越支部 225,000 防犯パトロール事業 安全・安心

20 原瀬諏訪神社太々神楽保存会 330,000 神楽伝承、ボランティア事業 歴史・文化

21 安達太良小学校ＰＴＡ 150,000
簡易交流プール整備及び周辺の環境整
備

拠点づくり

22 市海道町内会 98,990 神社の縁起表示等事業 歴史・文化

23 高越第八区（中里） 210,000 高越八区火災予防事業 安全・安心

24 岳温泉住民自治会（永田5区） 327,500 ウォーキング大会、健康教室開催 健康増進

25 岳下区長会 34,230 火災予防啓発事業 安全・安心

26 岳下区長会 180,000 浪江・岳下絆祭り開催 交流推進

27 二本松市防犯協会成田支部
105,000

防犯啓発事業
安全・安心

28 岳下地区老人クラブ連絡協議会
155,000

地域内公共施設清掃奉仕等事業
社会福祉

29 交通安全協会榎戸分会
90,000

地域交通安全啓発事業
安全・安心

30 交通安全協会大壇分会
44,500

地域交通安全啓発事業
安全・安心

31 成田第一運転者会 120,000 地域交通安全運動活性化事業 安全・安心

32 杉田地区青少年育成推進協議会 1,000,000
スポーツや講座等開催による青少年育成
事業

交流推進

33 杉田地区社会福祉協議会 310,000 ひとり暮らし高齢者等の見守り等事業 社会福祉

34 女性防火クラブ石井支部 320,000 防災訓練 安全・安心

35 石井ふる里おこし連絡協議会 300,000
民俗文化・伝統芸能の保存普及活動事
業

歴史・文化

36 石井交通安全母の会 200,000 交通安全教室 安全・安心

37 防犯協会石井支部 230,000 危険個所防止の啓発と防犯パトロール 安全・安心

38 大平地区青少年育成推進協議会 305,000 安達太良山への親子登山事業 交流推進

39 大平地区太々神楽保存会 280,000 伝統芸能（神楽等）保存継承事業 歴史・文化

40 大平地区社会福祉協議会 110,000
配食ボランティア会員による配食サービ
ス事業

社会福祉

41 二本松市防犯協会大平支部 190,000 防犯パトロール事業 安全・安心

42 大平交通安全母の会 45,000 交通安全啓蒙活動事業 安全・安心

43 大平交通安全運転者会 90,000 交通安全事故防止事業 安全・安心
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市民との協働による地域づくり支援事業【平成２5年度承認事業一覧】

1 あだち子供見守り隊連絡協議会 513,000 登下校時の児童の見守り活動 安全・安心

2 智恵子の里安達夏祭り実行委員会 237,000 智恵子の里安達夏祭り盆踊り 歴史・文化

3 油井婦人会 50,000 アレンジフラワー教室・交流会 交流推進

4 秋葉睦会 500,000 祭り太鼓等の伝承事業 歴史・文化

渋　川 5
市民との共同による地域づくり支援
事業補助制度渋川地区推進委員

1,000,000 渋川地域活性化促進事業 安全・安心

上川崎 6 上川崎区長会 1,000,000 上川崎安全安心事業 安全・安心

下川崎 7 安心な下川崎を作る会 1,000,000
下川崎の歴史・文化の保存・継承事業・
生活環境保全事業

歴史・文化

1 上太田行政区 183,000
生活環境美化による住みよいまちづくり
事業

生活環境保全

2 鳥居町行政区 400,000 紋付まつり保存継承事業 歴史・文化

3 上長折行政区 120,000
高齢者及び児童生徒等の安全安心見守
り事業

安全・安心

4 西勝田西部行政区 30,000 健康増進とコミュニティづくり事業 健康増進

5 西勝田東部行政区 85,000 地域集会所広場周辺環境整備事業 安全・安心

6 成田行政区 200,000 地域運動広場環境整備事業 健康増進

7 西新殿行政区 270,000 鹿島神社太々神楽保存継承事業 歴史・文化

8 杉沢行政区 290,000 杉沢二元木台松塚跡環境整備事業 生活環境保全

9 東新殿行政区 200,000 花木植栽事業 生活環境保全

10 初森行政区 178,000 初森区世代交流推進事業 交流推進

11 田沢行政区 300,000
民俗芸能保存継承及び地区間世代間交
流夏祭り事業

歴史・文化

12 百目木行政区 320,000
百目木城跡景観整備及び史跡案内看板
設置事業

歴史・文化

13 茂原行政区 270,000
芸能文化保存継承及び地域景観整備事
業

歴史・文化

1 針道振興会 200,000 白瀧不動尊（不動滝）整備事業 歴史・文化

2 中島の地蔵桜を守る会 500,000
中島の地蔵桜「安全・安心環境整備」事
業

交流推進

3 木幡観光振興会 410,000 幡祭りの里振興事業 歴史・文化

4 木幡団体長連絡協議会 290,000 安全・安心の街づくり事業 安全・安心

太　田 5 東和祭田の桜を守る会 700,000
東和祭田の桜・小田八龍桜周辺環境整
備事業

歴史・文化

6 羽山の里クマガイソウ祭り実行委員会 400,000 羽山の里クマガイソウ祭り会場整備事業 交流推進

7 八幡神社の三匹獅子舞保存会 300,000 伝統芸能（獅子舞）継承事業 歴史・文化

8 東和小学校ＰＴＡ 200,000 東和地域通学路等危険箇所点検事業 安全・安心

9 とうわ福祉会 498,000
平成26年度東和地域カレンダー作成事
業

社会福祉

10 東和地域婦人会 122,000 とうわこども園「花の植栽」事業 生活環境保全
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