
（１）一般コミュニティ助成事業 平成29年５月15日決定

市町村名 事業実施主体名
助成申請
額（千円）

事  　業　　内　　容
助成決定額

（千円）

長野市 伊勢町自治会 2,500 音響設備他祭用備品の整備 2,500

長野市 北村組自治会 2,500 神楽他祭用備品の整備 2,500

長野市 新田町町内会 2,500 屋台（山車）の補修 2,500

長野市 岩草区 2,500 簡易ステージ他コミュニティ活動備品の整備 2,500

松本市 松本市寿百瀬町会 2,100 テーブル、イス、イス収納台車他の整備 2,100

松本市 長丘町会 1,200 テーブル、イス他の整備 1,200

松本市 島内町町会 2,500 テーブル、イス、イス収納台車他の整備 2,500

松本市 埴原西町会 1,000 除雪機の整備 1,000

上田市 常磐町自治会 1,100 袢天の整備 1,100

上田市 真田自治会 2,500 移動ステージ他集会施設備品の整備 2,500

上田市 上小島自治会 1,000 提灯他祭用備品の整備 1,000

岡谷市 今井区 2,500 非常放送設備他コミュニティ活動備品の整備 2,500

岡谷市 小坂区 2,500 パソコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500

飯田市 長野原区 2,500 公園遊具の整備 2,500

諏訪市 北澤区 2,500 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500

須坂市 境沢町区 2,500 会議用テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

須坂市 立町区 2,500 子ども神輿他コミュニティ活動備品の整備 2,500

小諸市 六供区 2,500 子どもみこし制作事業 2,500

小諸市 大手区 1,000 会議用机等公民館備品整備事業 1,000

伊那市 芦沢区 2,000 コピー機他コミュニティ活動備品の整備 2,000

伊那市 小沢区 2,500 パソコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500

駒ヶ根市
小町屋区
上市場自治組合

1,200 視聴覚機材他コミュニティ活動備品の整備 1,200

駒ヶ根市 町一区 2,100 催事用テントの整備 2,100

中野市 日和区 2,500
複写機、ＡＥＤ、折りたたみテーブル他コミュニティ活動備品の
整備

2,500

中野市 東吉田区 2,500
複写機、プロジェクター、ノートPC他コミュニティ活動備品の整
備

2,500

飯山市 中曽根区 2,300 祭具（幟ポール）の整備 2,300

飯山市 顔戸区 2,400 祭具（面、油反、衣装他）、ビデオカメラ等の整備 2,400

茅野市 笹原区 2,500 テント・パソコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500

茅野市
宮川地区コミュニティ
運営協議会

2,500 カラー印刷機の整備 2,500

塩尻市 吉田地区 2,500 遊具他の整備 2,500

塩尻市 南内田区 1,400 三味線の整備 1,400

千曲市 福井神楽保存会 1,500 獅子頭他コミュニティ活動備品の整備 1,500

東御市 白鳥台区 1,100 コミュニティ活動備品（屋外放送設備）の整備事業 1,100

東御市 大石区 2,500 コミュニティ活動備品（イベント用備品等）の整備事業 2,500
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市町村名 事業実施主体名
助成申請
額（千円）

事  　業　　内　　容
助成決定額

（千円）

安曇野市 光区 2,400 ＰＣ関連機器、物置他の整備 2,400

御代田町 馬瀬口区 2,500 机、イス他コミュニティ活動備品の整備 2,500

立科町 古町区 2,100 除雪機の整備 2,100

下諏訪町 第２区 2,400
リソグラフ、ワイヤレスアンプ、ノートパソコン等の事務所内備
品の整備

2,400

富士見町 神代区 2,100
ノートパソコン、除雪機、発電機他コミュニティ活動備品の整
備

2,100

箕輪町 上古田区 1,100 上古田公民館複合機設置 1,100

飯島町 中平耕地 2,500 除雪機他コミュニティ備品の整備 2,500

松川町 上片桐区 1,900 机・椅子他コミュニティ活動備品の整備 1,900

南木曽町
和智埜神社夏祭り実
行委員会

2,500 和智埜神社コミュニティ活動備品整備 2,500

木曽町 八沢区 2,500 八沢区コミュニティ活動備品整備 2,500

飯綱町 福井区 2,500 神楽他祭用品の整備 2,500

合　　計 45 件 95,900
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（２）地域防災組織育成助成事業 区分ア 平成29年５月15日決定

市町村名 事業実施主体名
助成申請
額（千円）

事  　業　　内　　容
助成決定額

（千円）

長野市 北郷区自主防災会 2,000 防災資器材整備 2,000

松本市
井川城中区町会防災
会

2,000 防災テント、防災かまど他の整備 2,000

松本市 西小松町会防災会 1,000 防災放送設備の更新 1,000

上田市
諏訪形防犯・防災協議
会

400 AEDの整備 400

上田市
上本郷自治会自衛消
防隊

2,000 投光器他防災備品の整備 2,000

岡谷市 岡谷市 1,300 避難所表示看板１２基 1,300

岡谷市 上浜区自主防災会 1,600 防災備品の整備 1,600

須坂市 須坂市 1,600 消火栓器具の整備 1,600

小諸市
上ノ平区自主防災組
織

1,200 除雪機整備事業 1,200

小諸市 市町区自主防災組織 1,300 災害用テント等災害用備品整備事業 1,300

伊那市 小出一区自主防災会 2,000 投光器他防災備品の整備 2,000

伊那市 北新自主防災会 1,900 投光器他防災備品の整備 1,900

駒ヶ根市 町四区自主防災会 2,000 防災テント他防災備品の整備 2,000

駒ヶ根市 町三区自主防災会 1,900 発電機他防災備品の整備 1,900

飯山市 大川地区自主防災会 2,000 防災備品（ＡＥＤ、発電機、チェーンソー他）の整備 2,000

茅野市
茅野町区自主防災組
織

2,000 デジタル簡易無線機、投光器他防災資機材の整備 2,000

塩尻市
高出二区区民自治防
災隊

500 テント他の整備 500

千曲市 生萱区自衛消防団 600 法被他防災備品の整備 600

千曲市 杭瀬下区自衛消防団 2,000 発電機他防災備品の整備 2,000

安曇野市 中曽根区自主防災会 2,000 ＡＥＤ、テント、簡易トイレ他の整備 2,000

安曇野市 嵩下区防災会 2,000 テント、発電機、レスキューキット他の整備 2,000

御代田町 塩野自主防災・消防隊 700 法被、ヘルメット他装備品の整備 700

下諏訪町 第６区自主防災会 2,000 デジタルトランシーバーほか防災備品の整備 2,000

原村 柳沢区自主防災組織 2,000 移動かまど他防災備品の整備 2,000

飯島町 南町自主防災会 1,000 アルミ折りたたみテント他防災備品の整備 1,000

南箕輪村 沢尻区自主防災会 2,000
コミュニティーセンターでの避難者支援や救護活動に必要な
用品・機材の整備

2,000

松川町 古町区会自主防災会 1,300 小型消防用ポンプ等の購入 1,300

高森町
上市田地区自主防災
隊

2,000 防災倉庫、防災備品の整備 2,000

生坂村 日岐自主防災会 2,000 エアーテントの整備 2,000

池田町 一丁目自主防災会 1,600 物置他防災備品の整備 1,600

　 合計 30 件 47,900

3/4



（３）地域防災組織育成助成事業 区分イ 平成29年５月15日決定

市町村名 事業実施主体名
助成申請
額（千円）

事  　業　　内　　容
助成決定額

（千円）

上田市 上田市 1,000 拡声器他消防団活動備品の整備 1,000

飯田市 飯田市 1,000 救急活動用備品、安全装備品の購入 1,000

須坂市 須坂市 1,000 小型動力消防ポンプの導入 1,000

小諸市 小諸市 1,000 ワンタッチテントの整備 1,000

伊那市 伊那市 1,000 防火衣の整備 1,000

駒ヶ根市 駒ヶ根市 1,000 消防団活動備品の整備 1,000

中野市 中野市 1,000 安全防火長靴の整備 1,000

大町市 大町市 1,000 カバー付消防団用安全ゴム長靴の整備 1,000

飯山市 飯山市 1,000 消防団用防寒コートの整備 1,000

塩尻市 塩尻市 1,000 ホースの整備 1,000

千曲市 千曲市 1,000 雨衣の整備 1,000

東御市 東御市 1,000 消防団装備品の整備 1,000

南相木村 南相木村 1,000 レインウェアーの作成、配備 1,000

中川村 中川村 1,000 ラッパ用ドラム他消防団活動備品の整備 1,000

宮田村 宮田村 1,000 防火衣の整備 1,000

阿智村 阿智村 1,000 長靴の購入 1,000

平谷村 平谷村 1,000 小型消防用ポンプの購入 1,000

根羽村 根羽村 900 安全装備品、消防用ホースの購入 900

下條村 下條村 900 雨具の購入 900

売木村 売木村 1,000 消防用筒先の購入 1,000

泰阜村 泰阜村 1,000 デジタル無線機器の購入 1,000

喬木村 喬木村 900 活動服の購入 900

豊丘村 豊丘村 900 消防用ホースの購入 900

木祖村 木祖村 1,000 消防団に貸与する雨合羽の更新 1,000

大桑村 大桑村 1,000 防火衣等装備品整備 1,000

山形村 山形村 1,000 ホースの整備 1,000

朝日村 朝日村 1,000 耐切創手袋、防塵ゴーグルの整備 1,000

筑北村 筑北村 1,000 救命胴衣、災害時用簡易車輛移動器具等の整備 1,000

松川村 松川村 1,000 消防操法用ホースの整備 1,000

白馬村 白馬村 1,000 消防団員用ポロシャツの整備 1,000

高山村 高山村 1,000 小型動力ポンプの整備 1,000

小川村 小川村 1,000 消火栓用ホースの整備 1,000

野沢温泉村 野沢温泉村 1,000 活動服の整備 1,000

栄村 栄村 1,000 ヘッドライト配備 1,000

合　　計 34 件 33,600
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