
地域の底力発展事業助成（令和４年度 第４回募集分） 助成対象事業一覧

番号 区市町村 申請団体名 事業名

1 中央区 パークタワー晴海自治会 住民同士の交流促進の為のふれあい祭り

2 港区麻布町会・自治会連合会 コロナ状況下での感染症対策を踏まえた防災ワークショップ

3 赤坂青山町会連合会 デジタルを活用した情報共有・情報発信講座

4 高輪南町会 地域開発等に伴う地域防犯力強化と啓発

5 赤城下町町会 「町内　餅つき大会」

6 大久保２丁目町会 大久保２丁目町会　歳末防火防犯パトロール

7 文京区本郷五丁目台町町会 夜警を活用した応急救護および通信訓練

8 曙町会 曙町会「もちつき」大会

9 文京区田町町会 大震災時など公的消防が機能不全になっても、地域内で初期消火を住民で担うための訓練

10 下車坂町町会 防犯講習会と歳末警戒

11 元浅草三丁目町会 夜間町内警備による防犯力の向上

12 浅草千和町会 防災力向上を目指した充電訓練の実施

13 谷中三崎町会 地域の見回り及び防火防災啓発活動

14 芝崎町西町会 コミュニケーション強化を目指した「町会を写真で知ろう」イベントと講演会

15 池之端4丁目町会 地域防災力向上を目指した防災訓練

16 東上野六丁目南町会 東上野六丁目南町会　デジタル講習会

17 石浜２丁目町会 夜間町内警備による防犯力の向上

18 鳥越二丁目町会 もちつき

19 雷門地区町会連合会 地域の防災力向上事業

20 下谷東町会 防災力向上を目指した防災訓練の実施

21 江東区 南砂五丁目金森町会 南砂五丁目金森町会　餅つき大会

22 潮路南第二ハイツ自治会 被災時安否確認訓練

23 荏原一丁目町会 緊急企画！荏原一丁目みんな集まれクリスマス会

24 八潮40号棟自治会 フェーズフリーの防災　対策日常と災害時の差を無くし、普段使用している物を災害時にも役立てる

25 43号棟自治会 地域における共助の重要性　災害時に備える炊き出し訓練

26 中町東町会 中町東町会　餅つき

27 目黒本町北町会 青少年をはじめとした地域の交流による防災・防犯・安心安全の向上のまちづくり

28 目黒区目黒本町五丁目南町会 令和4年　年末夜警活動
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地域の底力発展事業助成（令和４年度 第４回募集分） 助成対象事業一覧

番号 区市町村 申請団体名 事業名

29 鵜の木地区町会連合会 鵜の木クイズラリー

30 蒲田西地区自治会連合会 コンサートを通じた地域交流・地域力向上事業

31 山王三・四丁目自治会 地域の歴史をデジタルで振り返る

32 大田区自治会連合会 地区自治会連合会HPの作成・更新及びHP更新講習会の実施

33 田園調布東久自治会 楽しい親子防災

34 大田区嶺町地区自治会連合会 「ぐるっと５町会！みねまちクイズラリー」を通して地域交流する市民事業活動

35 大田区六郷地区自治会連合会 六郷ふれあいフェスタ　～つながりのある地域社会へ～

36 下丸子三丁目町会 餅つき大会を通じて住民間の交流をはかる

37 北千束中自治会 地域交流音楽会を通じた地域力の向上

38 新井宿七丁目町会 新井宿七丁目町会　餅つき大会

39 東雪谷東中自治会 自治会のデジタル活用支援

40 八幡山町会 八幡山地域交流もちつき大会

41 祖師谷第三自治会 安否確認訓練とMy防災マップ作成を通じた地域防災力の向上

42 桜上水２丁目町会 我が町から、初期消火を成功させて大火を防ぐ運動

43 都営桜上水三丁目アパート自治会 防災訓練で、被災時に対応のできる自治会を目指す。

44 赤堤１丁目町会 防災公園の井戸水を濾過した水を利用しての発災時の炊き出し訓練

45 新井町会連合会 中野通り桜まつりを通じた地域交流及び多文化共生理解の促進の取り組み

46 宮桃町会 高齢者の居場所（サロン）作り

47 井草１・２丁目自治会 井草どんどやきを通じた地域住民の交流促進

48 高円寺北庚申文化会 防災研修会

49 豊島区 東池袋中部町会 防犯パトロールによる地域防犯力の向上

50 十条地区町会連合会 十条地区町会連合会運動会

51 東大原自治会 東大原自治会防災訓練

52 谷津自治会 災害を想定した　防災機器点検、安否確認訓練
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地域の底力発展事業助成（令和４年度 第４回募集分） 助成対象事業一覧

番号 区市町村 申請団体名 事業名

53 大原東町会 餅つき大会を通じた地域交流事業

54 板橋区町会連合会 板橋区町会連合会　ホームページ作成及びホームページの操作方法等講習会

55 蓮沼西町会 七草粥と餅つきを通じた地域活性化事業

56 桜川二丁目町会 避難訓練及び炊き出し訓練を通じた地域防災力の向上

57 都営西台1丁目アパート自治会 1丁目アパート年末防災体験

58 高島町会 高島町会５０周年記念！クロスワードを解きながら、町の魅力再発見及び町会加入促進事業

59 上谷津町会 プロレス大会を通した地域住民のつながり強化と町会への加入促進事業

60 板橋区町会連合会仲宿支部 「タブレット端末を用いた防災情報の収集と活用を促進する講習会の開催」

61 都営西台５号棟自治会 防災訓練

62 桜台親和町会 きずな祭りを通した防犯・防災に対する意識啓発

63 豊玉西町会 地域の防災力を高める防災講習会・防災訓練

64 東大泉井頭町会 みんなとつながるオンライン講座～運動編～

65 足立区 ボナハイツ中川自治会 ボナハイツ中川防災訓練

66 葛飾区自治町会連合会 デジタルを活用した地域で広げるSDGｓの取組

67 お花茶屋自治町会連合会 デジタル活用講習会、音楽祭を通じた地域の交流事業

68 江戸川区 クレストフォルム平井グランステージ自治会 クレストフォルム平井　防災フェスティバル

69 高尾紅葉台自治会 餅つきとどんど焼きを通じた「地域力」の向上

70 馬場谷戸町会 防災用品の展示と講習会と地域の皆様の作品展

71 長沼町会 長沼町会　歳末防犯・防災パトロールを活用した地域防災力の向上

72 諏訪下町会 「餅つき大会」を通じて町会及び地域交流と町会内未加入世帯の加入促進

73 さつき野自治会 さつき野防災訓練

74 松枝住宅自治会 松枝住宅大掃除

75 ホーメストタウン八王子自治会 ホーメストタウン八王子防災フェスティバル

76 霞が丘自治会 自治会防災訓練を通じた地域防災力の向上

77 南大沢町会 町会ＤＸ化広報事業

78 立川市自治会連合会 加入促進など自治会活動におけるデジタル活用講習会

79 第二団地自治会 地域防災力の向上事業

80 三鷹市 三鷹台団地自治会 在宅避難生活に向けた「食の備え」、できていますか？
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地域の底力発展事業助成（令和４年度 第４回募集分） 助成対象事業一覧

番号 区市町村 申請団体名 事業名

81 河辺町三丁目自治会 多摩川清掃を通しての地域交流と防災意識向上事業

82 富岡自治会 桜祭りを通じた地域交流

83 日向和田三丁目自治会 地域防災意識向上交流会

84 西府町団地自治会 餅つき大会

85 幸町・晴見町地区連合自治会 地域住民避難所開設訓練の継承と検証。多様性社会のなかでの避難所側の対応訓練。

86 都営府中南町４丁目アパート自治会 防犯パトロール　住民が安心・安全に生活できるように

87 町田市町内会・自治会連合会 デジタル防災訓練

88 中村町内会 避難訓練を通じた地域防災力の向上

89 忠生地区町内会・自治会連合会 忠生地区町内会自治会連合会グランドゴルフ大会

90 小川自治会 自治会町内会SNS導入・展開事業

91 小山田桜台自治会 スマホ教室

92 清住平自治会 親子で焼き芋プロジェクト

93 日野市 高山自治会 デジタル講習及び自治会の防犯体制（防犯カメラの設置等)のオンライン説明会

94 国分寺市 よっこら処自治会 防災訓練

95 若葉台ワーズワースの丘自治会 2022年度　若葉台ワーズワースの丘「餅つき大会」を通じた地域交流事業

96 上平尾ひなた自治会 上平尾ひなた自治会　防犯・防災イベント

97 羽村市 羽村市町内会連合会 町内会・自治会　加入促進事業

98 あきる野市油平自治会 地域文化の継承と多文化共生社会の構築と心身の活性化を図る

99 雨間町内会 令和４年度　雨間町内会　防災訓練

100 牛沼町内会 令和4年度　牛沼町内会　防災訓練

101 五日市地区自治会連合会 無線機を使用した防災訓練を通じての地域防災力の向上

102 折立町内会 折立町内会スマートフォン教室

103 あきる野市菅生町内会 令和４年度　菅生地区　防災訓練（菅生、尾崎、四件在家町内会合同防災訓練）

104 日の出町 日の出町第６自治会 防犯パトロールによる地域の意識高揚と安全確保事業
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