
（１）一般コミュニティ助成事業 平成30年５月８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 浅川団地自治会 2,500 子供神輿、弓張提灯等のお祭り用備品の整備 2,500

長野市 北郷区 2,500 神楽、獅子頭、獅子幌等のお祭り用備品の整備 2,500

長野市 本道自治会 2,500 幟ポール、幟旗、獅子幌等のお祭り用備品の整備 2,500

松本市 惣社区会 2,500 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

松本市 北中町会 2,300 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,300

松本市 浅間温泉第三町会 2,500 和太鼓の整備 2,500

上田市 十林寺自治会 1,100 除雪機械の整備 1,100

上田市 小牧自治会 2,500 袢天他祭用備品の整備 2,500

上田市 鍛冶町自治会 1,900 神輿の整備 1,900

岡谷市 小尾口区 2,500 AEDほかコミュニティ活動部品の整備 2,500

飯田市 山本区 2,400 獅子頭他　祭用具の整備 2,400

飯田市 大休自治会 1,400 机・椅子他　コミュニティ活動備品の整備 1,400

諏訪市 神戸区 1,100 神戸区防犯灯LED取替工事 1,100

諏訪市 南澤町 2,500 コミュニティ活動備品の整備 2,500

須坂市 南横町区 2,500 印刷機器他コミュニティ活動備品の整備 2,500

須坂市 太子町区 2,500 AED他コミュニティ活動備品の整備 2,500

小諸市 滝原区 2,100 公民館備品等整備 2,100

小諸市 大杭区 1,200 除雪機整備 1,200

伊那市 野底区 2,500 エアコン、複合機の整備 2,500

伊那市 羽広区 2,500 テーブル、椅子、椅子、台車、コピー機の整備 2,500

駒ヶ根市 福岡第二自治組合 2,000 集会所内外の設備更新 2,000

駒ヶ根市 永見山自治組合 1,900 祭典備品の整備 1,900

中野市 奥手山区 2,500 液晶テレビ他コミュニティ活動備品の整備 2,500

中野市 田麦区 2,500 滑り台他コミュニティ活動備品の整備 2,500

飯山市 鉄砲町区 2,500 お祭り用衣装他お祭り用備品等の整備 2,500

飯山市 五荷区 2,500 お祭り用備品、コミュニティ施設備品等の整備 2,500

茅野市 城山区 1,100 ステージ緞帳他コミュニティ活動備品の整備 1,100

茅野市 塚原区 1,000 パソコン他コミュニティ活動備品の整備 1,000

塩尻市 日出塩区 1,600 除雪機の整備 1,600

塩尻市 北小野勝弦区 2,200 AED、テレビ他コミュニティ備品の整備 2,200

佐久市 取出町区 1,200 区の催しに使用する机・椅子の整備 1,200

千曲市 治田町区 1,300 発電機他コミュニティ活動備品の整備 1,300

千曲市 志川区 1,300 公園遊具の整備 1,300

東御市 祢津南区 1,700 コミュニティ活動備品（公民館備品）の整備事業 1,700

平成30年度地域活動助成事業決定一覧　



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）

東御市 片羽区 2,500 コミュニティ活動備品（お祭り用備品）の整備事業 2,500

安曇野市 成相区自治会 2,500 神輿の修繕 2,500

安曇野市 富田区 2,500 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500

御代田町 児玉区 1,200 除雪機他コミュニティ活動備品の整備 1,200

立科町 赤沢実行班 1,600 除雪機等の整備 1,600

下諏訪町 第９区 2,200
折りたたみ椅子、折りたたみテーブルほか公会所内備品の整
備

2,200

富士見町 栗生集落組合 2,300 テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,300

飯島町 北街道自治会 2,500 除雪機他コミュニティ備品の整備 2,500

南木曽町
妻籠夏祭り実行委員
会

2,500 御神輿の修繕 2,500

木曽町 木曽福島地域協議会 2,500 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500

小布施町 山王島自治会 1,200 祭事用品の修理、新調 1,200

木島平村 内山区 1,800 祭具一式（獅子頭、獅子舞の衣装、旗竿2本） 1,800

野沢温泉村 坪山組 1,300 幟立てポール等の整備 1,300

飯綱町 東柏原組 2,500 お祭り用幟旗の整備 2,500

合　　計 48 件 97,900



（２）地域防災組織育成助成事業 区分ア 平成30年５月８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）

松本市
北々条町会自主防災
会

700 防災備品整備事業 700

上田市
丸堀町自治会自主防
災組織

1,800 発電機他防災用備品の整備 1,800

岡谷市 岡谷市 2,000 防災備品の整備 2,000

飯田市 龍江地区自主防災会 2,000 無線機の整備 2,000

諏訪市 飯島区自主防災会 2,000 防災備品整備事業 2,000

須坂市 須坂市 1,800 自主防災組織育成防災備品の整備 1,800

小諸市 耳取区自主防災組織 2,000 防災備品整備 2,000

伊那市 小原区自主防災組織 2,000 トランシーバー等の防災備蓄品の整備 2,000

駒ヶ根市
町二区
自主防災会

2,000 防災備品の整備 2,000

飯山市 小菅区自主防災会 2,000 消防ホース、管鎗、ホース収納箱の整備 2,000

茅野市 安国寺区防災会 2,000 バルーン照明器他防災備品の整備 2,000

塩尻市
東山区区民自主防災
隊

2,000 防災倉庫他防災備品の整備 2,000

千曲市 桑原自衛消防団 2,000 AEDの整備 2,000

安曇野市
七日市場区自主防災
会

2,000 防災倉庫他防災備品の整備 2,000

下諏訪町 第５区自主防災会 2,000 AED、防災物置ほか防災備品の整備 2,000

原村 原山自主防災会 2,000 バルーン型投光器他防災備品の整備 2,000

辰野町
下辰野区自主防災部
会

1,200 防災備品および設備等の整備事業 1,200

飯島町 本郷区自主防災会 2,000 緊急用防水装置ほか防災備品の整備 2,000

高森町 上平自主防災会 2,000 防災倉庫他　防災備品の整備 2,000

豊丘村 福島区自主防災組織 700 テント他　防災備品の整備 700

筑北村 八木常会自主防災会 2,000 トランシーバー、非常用発電機等防災備品の整備 2,000

池田町 二丁目自主防災会 2,000 防災備品等 2,000

山ノ内町 佐野区自主防災組織 400 水中ポンプ　他　防災資器材の整備 400

　 合計 23 件 40,600

（３）地域防災組織育成助成事業 区分イ 平成30年５月８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 長野市 1,000 甲種制服 1,000

上田市 上田市 1,000 楽器、ヘルメット、トランシーバー 1,000

飯田市 飯田市 1,000 救命訓練用人形、救命胴衣 1,000

諏訪市 諏訪市 1,000 救命胴衣 1,000

須坂市 須坂市 1,000 小型動力ポンプ一式 1,000

小諸市 小諸市 1,000 スピーカーキャリアアンプ 1,000

駒ヶ根市 駒ヶ根市 1,000 AEDトレーナー、救命訓練用人形 1,000

中野市 中野市 1,000 防火長靴 1,000

大町市 大町市 1,000 トランシーバー 1,000



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）

飯山市 飯山市 1,000 防寒衣 1,000

塩尻市 塩尻市 1,000 消火栓用ホース 1,000

千曲市 千曲市 1,000 防火衣 1,000

東御市 東御市 1,000 消防ホース及び巻き取り器 1,000

佐久穂町 佐久穂町 1,000 カバー付き消防団員用安全ゴム長靴 1,000

南牧村 南牧村 800 投光器、テント 800

御代田町 御代田町 1,000 小型動力ポンプ、消防用ホース、給水管、管槍、中継バルブ 1,000

青木村 青木村 1,000 ジェットシューター、長靴、四つ折担架 1,000

南箕輪村 南箕輪村 1,000 チェーンソー一式 1,000

中川村 中川村 1,000 背負い式消火水嚢 1,000

宮田村 宮田村 700 防火水槽等一式、火点 700

松川町 松川町 1,000 防火衣一式 1,000

阿南町 阿南町 1,000 防火衣一式 1,000

平谷村 平谷村 1,000 活動服、アポロキャップ、ベルト、長靴、手袋 1,000

根羽村 根羽村 1,000 背負い式水嚢、低水位ストレーナー、管槍 1,000

売木村 売木村 1,000 ヘルメット、LEDライト、発電機、特殊保護手袋等 1,000

天龍村 天龍村 1,000 活動服 1,000

泰阜村 泰阜村 1,000 消火栓用ホース 1,000

木祖村 木祖村 1,000 防火水槽、水槽用給水管 1,000

大桑村 大桑村 1,000 防火水槽、ダイレクトバルブ 1,000

生坂村 生坂村 1,000 ビデオカメラ、パソコン、プロジェクタ、スクリーン 1,000

山形村 山形村 1,000 消防用ホース 1,000

朝日村 朝日村 1,000 消防用編上げ靴 1,000

松川村 松川村 1,000 背負い式消火器、土嚢作成器、救助工具箱 1,000

白馬村 白馬村 800 活動服、テント 800

小谷村 小谷村 1,000 背負い式消火器、レスキューセット、エイドベルト 1,000

坂城町 坂城町 1,000 投光器、安全長靴 1,000

小布施町 小布施町 1,000 小型動力ポンプ、吸水管、管槍、ノズル 1,000

高山村 高山村 1,000 防火衣一式 1,000

野沢温泉村 野沢温泉村 1,000 防寒衣 1,000

信濃町 信濃町 1,000 消火栓用ホース 1,000

飯綱町 飯綱町 1,000 防火衣一式 1,000

栄村 栄村 1,000 防寒衣 1,000

合　　計 42 件 41,300

5/8 決定合計 113 件 179,800


