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地域名 地区 番号 団体名等 補助金額 補助対象事業内容等

1 若宮町内会 132,000 地域安全活動事業（地域安全マップの作成）

2 若宮町内会 39,000
地域環境事業（住み良い地域づくりの除草作
業）

3 若宮みどり会 78,000 社会福祉事業（一人暮らし高齢者訪問）

4 若宮子供会育成会 30,000 資源回収集積所看板設置事業

5
若宮・松岡まちづくり連
絡協議会

62,000
わかみや・まつおかまちづくり体験事業（「袴
着物着付講習会・つるし飾り作り講習会」の開
催）

6 松岡地域振興 183,000

安全・安心と防災のまちづくり（放射線量定期
測定・周知、街頭指導等、ジャンパー・帽子の
購入、防災訓練の実施、防災マップ更新、市議
会傍聴・勉強会）、地域の歴史・文化遺産の保
存継承（勉強会の開催）、生活環境保全事業
（六角川・松岡児童公園の草刈清掃）

7
二本松地区交通安全協会
松岡分会

129,000
安全・安心と防災のまちづくり（カーブミラー
の設置）

8 久保丁会 395,000
交流推進事業（「久保丁文化祭・みんなの作品
展」の開催）

9 金色町内会 42,000
会員相互の交流・親睦を深める事業（「運動
会・芋煮会」の開催）

10 金色商店会 50,000 花いっぱい運動

11 竹田町内会 229,000 町内会備品の保管用物置の設置

12 竹田共栄会婦人部 220,000
交流推進事業（「つるし飾りの雛めぐり・竹田
町内のお宝とつるし飾り」の開催、花いっぱい
運動）

13 竹田共栄会竹の子クラブ 70,000
交流推進事業（「つるし飾り作り教室」の開
催）

14
二本松地区交通安全協会
竹田分会

62,000
交通事故防止活動（ジャンバーの購入、交通安
全教室の開催）

15 根崎町内会 230,000

防犯活動充実事業（啓蒙看板設置）、広報教育
設備の設置事業（映像機器購入）、伝統文化保
存継承事業（祭り提灯の絵付け・製作体験会の
開催）

16 郭内町内会 180,000
「郭内町内会だより」の発刊、「郭内町内会文
化祭」の開催

17 郭内地区自主防災会 140,000 地域安全活動事業（防災マップの作成）

18 郭内おらほの会議 79,000 交流推進事業（「郭内おらほ便り」の発行）

19
児童図書研究グループ
「トトロ」

100,000
おはなし会活動に用いる備品購入事業（紙芝居
舞台スタンド・ポータブルパネルステージ等購
入）

計 2,450,000

1
表団地ボランティアグ
ループ

210,000
生活環境保全事業、表団地全域の環境整備事業
（地域の公園整備、県道脇花壇の植栽等）

2
塩沢ニュースポーツ愛好
会

194,000
健康増進、交流促進親睦事業（カローリングに
よる地域の交流、健康増進等）

市民との協働による地域づくり支援事業【平成28年度事業一覧】

二本松

塩沢

二本松

1/6



単位：円

地域名 地区 番号 団体名等 補助金額 補助対象事業内容等

市民との協働による地域づくり支援事業【平成28年度事業一覧】

3 塩沢婦人災害対策委員会 246,000
安心・安全と防災のまちづくり事業（炊出し釜
の整備及び炊出し訓練等）

4 塩沢地域スポーツ振興会 170,000
健康増進、交流促進親睦事業（ジェットヒー
ター整備による冬期間のスポーツ振興等）

5 表若連 250,000 表提灯祭り保存継承事業（太鼓台の柱の新調）

6 塩沢地区交通安全推進会 280,000
交通安全推進事業（地域内の安全確保のため、
カーブミラーの設置、歩行者の安全確保看板設
置等）

計 1,350,000

1 岳下菊花会 275,000
観光おもてなし事業
（ＩＣ周辺への菊の飾付）

2 交通安全協会駅南分会 103,000
交通安全啓発・事故防止活動
（ジャケット等の整備）

3 交通安全協会岳山麓分会 68,000
交通安全啓発・事故防止活動
（ジャケット等の整備）

4 成田第四区 287,000
地区内住民の交流促進事業
（集会施設環境整備）

5 防犯協会岳山麓支部 475,000
安心・安全の地域防犯活動
（防犯カメラ設置）

6 成田第一区 273,000
安心・安全の地域防犯活動
（防犯カメラ設置）

7 市海道町内会 105,000
地区内住民の交流促進事業
（集会施設環境整備）

8 岳温泉住民自治会 383,000
地域住民の交流促進、地域内の美化推進
（ウォーキング教室開催・温泉街の樹木管理な
ど）

9
二本松寺フェス実行委員
会

383,000
地域住民の交流促進イベントの開催（音楽フェ
スティバルの開催）

10 岳下区長会 171,000
地域住民と避難者の交流事業
（浪江・岳下絆まつりの開催）

11
岳下地区青少年育成推進
協議会

27,000
青少年の健全育成活動
（スケート教室の開催）

計 2,550,000

1
二本松方部更生保護女性
会杉田地区

30,000
明るい地域づくり事業（あいさつ運動、杉田駅
清掃、子育て支援など）

2
西池ワイワイ倶楽部（夏
まつり実行委員会）

90,000 第２８回西池夏祭り（夏祭りの開催）

3
杉田四区明るい街づくり
の会

90,000
高齢者との協働ふれあい事業（花いっぱい運動
の実施）

4
舘野壇の原公園環境整備
協議会

300,000
子供からお年寄りまで安全に楽しめる公園づく
り（公園の環境整備）

5
杉田８区区長経験者と区
民の集い

80,000
地域の環境整備と青少年健全育成活動（西池公
園の整備）

6 馬場平歴史愛好会 120,000
歴史・文化の発掘と保護伝承（遺跡の発掘調
査、山道の補修保全、記録集の発刊等）

7 杉田剣心会 100,000
剣道の修練を通じての青少年の健全育成（剣道
の修練、大会参加など）

8
杉田スポーツ少年団支援
会

400,000
スポーツ少年団支援事業（スポ少活動支援、地
域クリーンアップの実施など）

9 杉田１区子供会 100,000 杉田１区子供会夏祭り（夏祭りの開催）

10
杉田地区青少年育成推進
協議会事務局

130,000
青少年健全育成事業（作文・標語コンク―ル、
夏まつり、危険個所看板設置など）

計 1,440,000

1
あぶくま台団地自治会
（石井１７区）

130,000 あぶくま台団地環境整備事業（排水路整備）
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2
赤井沢農村公園運営委員
会

40,000 赤井沢農村公園施設修繕事業

3
石井ふる里おこし連絡協
議会

300,000 ふる里盆踊り及びふるさと芸能祭開催事業

4 石井交通安全運転者会 200,000 交通安全対策資材(ジャンパー）購入事業

5 石井スポーツ少年団 180,000 スポーツ少年団横断幕等更新事業

6 芹沢１０００年桜保存会 270,000 芹沢１０００年桜周辺整備事業

計 1,120,000

1
大平スポーツ少年団ミニ
バスケ部

160,000
大平スポーツ少年団４０周年記念大会
並びに第３回大平カップ事業

2
大平地区青少年育成推進
協議会

250,000 安達太良山登山とうどん打ち体験教室

3
大平地区青少年育成推進
協議会

80,000 あいさつ看板整備事業

4 大平地区社会福祉協議会 110,000 配食ボランティア作業台等整備事業

5
二本松方部更生保護女性
会大平地区

20,000 犯罪や非行のない明るい地域づくり事業

6 手芸サロンゆんたく 60,000
高齢者への配食サービス実施時手芸品のプレゼ
ント事業

7 大平交通安全母の会 135,000 ウインドブレーカーと帽子の整備事業

8 二本松防犯協会大平支部 125,000 地域安全活動事業

9 安達ヶ原顕彰会 50,000 花見提灯電飾ＬＥＤ化事業

10
安達ヶ原ふるさと村の景
観を良くする会

100,000 秋の曼珠沙華の開花期に曼珠沙華祭りの開催

計 1,090,000

1 安達体育振興会 250,000
地域内のスポーツ振興による健康づくり事業
（ソフトボール用品等の整備）

2 あだたら商工会青年部 150,000 夏祭り等への参加事業（綿あめ機の整備）

3 智恵子のまち夢くらぶ 120,000
高村智恵子生誕130年高村光太郎没後60年記念事
業（智恵子抄朗読会等の開催）

4 裏荘創成塾 300,000 史跡の整備・街中ロード花いっぱい整備事業

5 まちづくり二本松あだち 500,000
住環境整備里山再生事業、安達駅周辺賑わい創
出事業

6 油井小学校ＰＴＡ 200,000 平成28年度油井小夏祭り

7
二本松地区交通安全協会
油井北部分会

140,000
小学校通学路の危険箇所へのカーブミラー設置
事業

8
二本松市防犯協会油井支
部

390,000 安全・安心のまちづくり事業（無線機の整備）

9 油井婦人会 90,000
交流推進事業（アレンジフラワー教室開催と地
区避難者との交流）

10 智恵子の森長寿会 60,000 交流推進事業（長机・椅子の整備）
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11 油井スポーツ振興会 300,000
地区内のスポーツ振興による健康づくり事業
（ソフトボール用品の整備、テントの整備）

12 渋川老人クラブ連合会 388,000 ふれあい学級参加促進事業（座椅子の整備）

13
二本松地区交通安全協会
渋川分会

110,000
交通安全活動推進事業（交通安全活動ユニ
フォームの整備）

14 渋川婦人会 103,000
交流推進事業（大型絵本等の整備と幼稚園児と
の交流）

15
二本松市防犯協会渋川支
部

674,000
地域安全対策推進事業（街路灯の整備、無線機
の整備）

16
渋川地区青少年健全育成
推進協議会

186,000
青少年健全育成推進啓発活動事業（防犯標語の
募集・表彰、防犯カレンダー作成）

17 渋川地区体育協会 190,000
運動施設の整備事業（ソフトボール用品等の整
備）

18 渋川スポーツ少年団 105,000
スポーツ少年団活動支援事業（練習用具の整
備）

19
智恵子のふる里太鼓保存
会

594,000 和太鼓修繕整備事業

20
渋川小学校ＰＴＡ厚生委
員会

150,000 もちつき大会・ＰＴＡバザー

21
二本松市防犯協会上川崎
支部

200,000 地域安全活動事業（街路灯の整備）

22 消防団第３分団ＯＢ会 1,300,000
地域安心安全活動事業（消火栓格納箱・案内看
板の整備、テントの整備）

23
川崎小学校ＰＴＡ安全推
進委員会

380,000
地域安全・安心活動事業（案内看板の整備、テ
ントの整備）

24
二本松地区交通安全協会
上川崎分会

620,000 交通安全施設設置事業（カーブミラーの整備）

25 安心な下川崎をつくる会 1,255,000
下川崎の歴史・文化保存継承事業（史跡めぐり
ウォーキングの開催、地域案内看板の整備）

26 東北行政区 522,000 公園緑地保全整備事業

27 下川崎第１・第２長寿会 247,000 高齢者拠点整備事業（座椅子の整備）

28 川面行政区 341,000 生活環境整備事業（集落排水環境整備）

29 下川崎婦人会 135,000
ボランティア活動推進事業（エプロン等の整
備）

10,000,000

1
岩代小浜の歴史と文化を
護る会

981,000 郷土の偉人顕彰と歴史遺産修復事業

2 小浜友遊倶楽部 81,000
多世代参加による街中交流事業（カルチャー教
室の開催）

3 夢未来いなか塾 60,000
ダーチャ村オープン・カフェ事業（オープンカ
フェの開催）

4
日向の人待ち地蔵ザクラ
保存会

453,000
日向の人待ち地蔵ザクラ保存活動（樹木医の診
断、ライトアップ環境整備）

5
二本松市地域おこし協力
隊岩代地区

648,000
住民と協力隊による岩代こんでらんにぃ大作
戦！（婚活事業・夏休みいわしろ塾の開催、紋
付祭り見学体験の開催）

6 鳥居町行政区 303,000 地域づくり活動拠点整備事業（集会所整備）

7 字藤町町内会 282,000 藤町町内会集落活性化事業（集会所整備）
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8 新町行政区 251,000 新町町内会交流促進事業（集会所整備）

9 成田公民館 511,000 成田行政区集落活性化事業（集会所整備）

10 西勝田西部行政区 725,000 西勝田西部集落活性化事業（集会所整備）

11 西勝田東部行政区 302,000 西勝田東部集落活性化事業（集会所整備）

12 上長折行政区 642,000
集会施設周辺環境改善事業及び追猪の桜遊歩道
整備事業（遊歩道整備）

13 長折中部行政区 367,000 長折中部行政区集落活性化事業（集会所整備）

14 下長折行政区 320,000
地域景観整備及び看板設置事業（花木の植栽、
スローガン看板設置）

15 西新殿行政区 375,000 新殿公園整備事業

16 杉沢行政区 253,000
岩ヶ森公園環境整備（樹木伐採整理、トイレ扉
修繕、藤棚作成）

17 東新殿行政区 270,000 岩桜枝支柱補修事業

18 初森行政区 709,000
初森行政区集落活性化事業（集会施設トイレ修
繕）

19 上太田行政区 750,000 地域防災意識啓発事業（防災用品の配布）

20 田沢行政区 650,000
案内看板の設置及び文化財の保護活動事業（小
字名案内看板設置、田沢三匹獅子舞低温保存庫
購入）

21 百目木行政区 687,000
百目木城跡景観整備保存事業（手すり資材の購
入）

22 茂原行政区 380,000

地位芸能文化、伝統民俗芸能の保存継承事業及
び地域景観整備事業（茂原三匹獅子舞・茂原三
匹獅子舞の用具整備、水仙ロード・機織り御前
の松整備）

10,000,000

1 水舟区 430,000
水舟区集落活性化事業
「集落憩いの場の公園の東屋修繕と周辺一帯へ
花木植栽」

2 とうわ福祉会 600,000 平成29年度東和地域カレンダー作成事業

3 ふるさとネットワークTOWA 590,000
豊かな心を育む事業Ⅱ
「人形劇「美女と野獣」公演」

4 東和公民館まつり実行委員会 84,000 東和公民館まつり開催事業

5 東和祭田の桜を守る会 400,000 東和祭田の桜・小田八龍桜・周辺環境整備事業

6 田谷行政区 646,000
田谷公園整備事業
「遊歩道の整備・周辺に桜・花木の植樹」

7 治家堂社 120,000 幡行列服装等更新事業

8 二本松地区保護司会東和支部
 155,000 「社会を明るくする運動」啓発用品整備事業
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9 田谷ふれあい会 60,000
ふれあい・いきいき元気づくり事業
「木幡懐かしの演芸会のＤＶＤ変換及び鑑賞会
の開催」

10 木幡観光振興会 400,000 幡祭りの里振興事業

11 中島の地蔵桜を守る会 870,000 中島の地蔵桜・安全・安心環境整備事業

12 鷹ニ区農友会 228,000
鷹ニ区の景観づくり事業
「荒廃地やその周辺への花・花木の植栽。蛍飼
育」

13 針道振興会 560,000
地域歴史・文化保存事業
「市指定文化財『富沢のケヤキ』の整備事業」

14 菅ニ区 418,000
東和ロードレースメモリアル広場（高槻公園）
整備事業

15 二本松地区交通安全協会針道分会 500,000
交通安全施設設置事業
「カーブミラーの設置」

16 西谷区 1,000,000
都市との交流拠点整備事業
『国士舘大学西谷学校の交流拠点施設の整備」

17 戸沢１２区 100,000
戸沢十二区「集落道綺麗に仕隊（しゅうらくみ
ちきれいにしたい）」

18
二本松市生活研究グルー
プ連絡協議会東和支部
愛みクラブ

143,000 暮らしの中の「消えゆく食」の伝達事業

19 長沢の桜を守る会 224,000 長沢の桜　樹木活性化事業

20 東和地域婦人会 133,000
とうわこども園環境整備事業
「園庭花壇への花苗植栽」

21 木幡地域団体長連絡協議会 400,000
安心安全の街づくり事業
「凍結防止剤収納ボックス設置」

22 田谷夜警団 200,000
地域安全活動事業
「防火防犯パトロール隊の防寒対策着整備」

23 木幡地区元気づくり実行委員会 400,000 木幡地区交流夏祭り

24 やばせ！里山の夏祭り実行委員会 270,000 やばせ！里山の夏祭り開催事業

25
東和あぶくまふるさと
ウォーク実行委員会

300,000 あぶくまふるさとウォーク開催事業

26
二本松地区交通安全協会
太田分会

150,000
交通安全啓蒙活動事業
「交通安全対策啓発用品整備事業」

27 太田地区元気づくり実行委員会 236,000 太田地区交流夏祭り

28 東和スポーツ振興会 383,000 スポーツ人口の拡大普及及び健康管理講習

10,000,000計

東和
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