
令和元年度 

「岐南町自治会絆づくり交付金」事業一覧 

自治会名 事業名 
交付金 

（円） 

上印食南 上印食連合会敬老祝賀会 43,338 

上印食中 上印食中自治会夏祭り 380,089 

上印食中 上印食連合会敬老祝賀会 122,365 

上印食中 上印食中自治会避難訓練 34,346 

上印食北 
ボウリング大会および地

域親睦会 
61,901 

上印食北 
上印食北公園の清掃・管理

事業 
98,925 

上印食北 上印食連合会敬老祝賀会 64,512 

上印食北 防災訓練 181,195 

上印食北 年末お楽しみ会 68,725 

中食東 夏祭り盆踊り大会 61,096 

中食東 敬老祝賀会 134,493 

中食東 防災訓練 126,650 

中食西 早朝みんなでラジオ体操 35,459 

中食西 
サマーフェス 2019in 八剣

北公園 
135,000 

中食西 夏祭り盆踊り大会 61,096 

中食西 敬老祝賀会 111,793 

中食西 北校区総合防災訓練 75,239 

北組 北組ビンゴゲーム大会 165,486 

北組 夏祭り盆踊り大会 61,098 

北組 敬老懇親会 154,133 

北組 自主防災訓練 81,683 

東組 夏祭り盆踊り大会 61,096 

東組 ふれあいボーリング大会 71,502 

東組 健康づくりラジオ体操 23,447 

東組 東組ふれあい敬老会 168,466 

東組 北校区総合防災訓練 136,289 

中山 夏祭り盆踊り大会 61,096 

中山 
夏休み・みんなで健康づく

りラジオ体操 
30,000 

中山 子どもと地域の夏祭り 142,737 

中山 中山敬老会 215,500 

中山 北校区総合防災訓練 74,667 

大山 自治会掲示板新装工事 50,000 

大山 
大山サマーフェスティバ

ル 
104,343 

大山 夏祭り盆踊り大会 61,096 

大山 敬老懇親会 224,000 

大山 北校区総合防災訓練 100,561 

宮町北 町内ふれあい餅つき大会 32,000 

宮町北 
第 29 回宮町北納涼盆踊り

大会 
300,000 

宮町北 
宮町南北合同敬老お祝い

会 
75,000 

宮町北 西校区総合防災訓練 21,000 

宮町南 
絆づくりみんなでラジオ

体操 
54,930 

宮町南 
絆づくりみんなでビンゴ

大会 
37,991 

宮町南 
宮町南北合同敬老お祝い

会 
50,000 

宮町南 西校区総合防災訓練 36,920 

宮町南 
防災備蓄の補充と防災訓

練での活用 
28,721 

宮町南 
消防ホース格納庫塗装修

繕 
4,528 

宮町南 自治会掲示板の修繕 50,000 

宮町南 絆づくり年末お楽しみ会 35,442 

川手畑 
絆を深める合同ラジオ体

操 
10,000 

川手畑 自家製ベンチ保守事業 25,000 

川手畑 掲示板の修繕 30,000 

川手畑 
お菓子の城で菓子作り体

験 
80,000 

川手畑 川手畑フェスタ 2019 300,000 

川手畑 敬老懇親会 120,000 

川手畑 西校区総合防災訓練 51,600 

川手畑 お花畑作戦 65,000 

江尻 防災資材の整備補充・訓練 80,807 

江尻 夏休みのラジオ体操 28,699 

江尻 
江尻ふれあいボーリング

大会 
68,151 

江尻 敬老懇親会 120,705 

江尻 西校区総合防災訓練 34,080 

一番地 
絆づくりラジオ体操・健康

体操 
48,460 

一番地 
一番地敬老ふれあい懇親

会 
174,285 

一番地 西校区総合防災訓練 53,960 

一番地 
自治会防災品の整備（一番

地防災マップ案内図） 
146,302 

二番地 防災研修会（防災体験学 131,410 



習・施設見学） 

二番地 
二番地サマーフェスティ

バル 
217,000 

二番地 二番地敬老会 162,441 

二番地 
環境美化事業（花壇づく

り） 
102,800 

三番地 三世代ふれあい敬老会 154,948 

四番地 掲示板立替事業 50,000 

四番地 家族ボーリング大会 123,505 

四番地 敬老会 124,458 

四番地 防災訓練 57,925 

四番地 お楽しみ会 126,000 

石原瀬 健康づくり出前講座 28,840 

石原瀬 花見会 140,399 

石原瀬 ボーリング大会 57,108 

石原瀬 敬老懇親会 119,588 

石原瀬 防災訓練 68,580 

石原瀬 自治会掲示板更新工事 37,485 

五番地 草刈清掃事業 38,916 

五番地 自治会ボーリング大会 86,637 

五番地 
夏休み地域の健康ラジオ

体操 
17,698 

五番地 
五番地敬老ふれあい交流

会 
111,024 

五番地 防災訓練 31,630 

五番地 
羽島用水周辺草刈清掃事

業 
37,658 

五番地 掲示板修理整備事業 26,991 

薬師寺 自治会ボーリング大会 75,842 

薬師寺 公園整備と花壇 85,700 

薬師寺 みんなでラジオ体操 51,871 

薬師寺 敬老の会 102,726 

薬師寺 防災訓練 105,901 

薬師寺 ドッジビー大会 32,799 

薬師寺第

二 
防災訓練 26,475 

野中北 三世代交流お楽しみ会 46,012 

野中北 夏休み早朝ラジオ体操 55,482 

野中北 環境美化活動 60,444 

野中北 
野中連合自治会敬老祝賀

会 
126,656 

野中北 野中秋祭り 2019 188,496 

野中北 野中防災訓練 2019 101,362 

野中北 掲示板修繕 50,000 

野中北 
防災に関する備品 管理

業務 
36,440 

野中南 三世代交流お楽しみ会 46,012 

野中南 夏休み早朝ラジオ体操 55,481 

野中南 環境美化活動 60,445 

野中南 
野中連合自治会敬老祝賀

会 
126,656 

野中南 野中秋祭り 2019 188,496 

野中南 野中防災訓練 2019 101,361 

野中南 掲示板修繕 50,000 

野中南 
防災に関する備品 管理

業務 
8,000 

野中団地 ゴキブリ団子づくり 30,127 

野中団地 焼肉を食べて語ろう会 28,451 

野中団地 敬老懇親会 88,444 

野中団地 防災避難訓練 53,814 

野中団地 地域環境美化整備 46,351 

伏屋第一 伏屋の夏祭り 107,687 

伏屋第一 ラジオ体操・清掃活動 8,455 

伏屋第一 夏のお楽しみ会 52,759 

伏屋第一 伏屋地区敬老会 93,270 

伏屋第一 伏屋秋祭り 77,029 

伏屋第一 伏屋地区防災訓練 52,100 

伏屋第一 冬のお楽しみ会 38,786 

伏屋第一 
高齢者と子供たちで花餅

づくり 
46,580 

伏屋第一 伏屋地区除草作業 18,320 

伏屋第二 伏屋の夏祭り 92,834 

伏屋第二 ラジオ体操と地域の清掃 18,200 

伏屋第二 お楽しみ交流会 47,505 

伏屋第二 伏屋地区敬老会 80,400 

伏屋第二 伏屋秋祭り 66,404 

伏屋第二 伏屋地区防災訓練 44,900 

伏屋第二 
高齢者と子供たちで花餅

づくり 
40,154 

伏屋第二 お楽しみ交流会 29,071 

伏屋第二 伏屋地区除草作業 18,320 

伏屋第三 伏屋の夏祭り 83,550 

伏屋第三 ラジオ体操・清掃活動 8,454 

伏屋第三 夏のお楽しみ会 52,759 

伏屋第三 伏屋地区敬老会 72,360 

伏屋第三 伏屋の秋祭り 59,764 

伏屋第三 伏屋地区防災訓練 40,400 



伏屋第三 冬のお楽しみ会 38,786 

伏屋第三 
高齢者と子供たちで花餅

づくり 
36,140 

伏屋第三 伏屋地区除草作業 18,320 

伏屋第四 伏屋の夏祭り 87,264 

伏屋第四 ラジオ体操と地域の清掃 18,200 

伏屋第四 お楽しみ交流会 47,506 

伏屋第四 伏屋地区敬老会 75,702 

伏屋第四 伏屋の秋祭り 62,420 

伏屋第四 伏屋地区防災訓練 42,200 

伏屋第四 
高齢者と子供たちで花餅

づくり 
37,745 

伏屋第四 お楽しみ交流会 29,072 

伏屋第四 伏屋地区除草作業 18,330 

木瀬 掲示板の修繕 49,957 

木瀬 
健全な身体を作ろう！ラ

ジオ体操 
35,018 

木瀬 地域夏祭りの継承 58,786 

木瀬 
町内清掃と公民館の大掃

除（10 月） 
45,652 

木瀬 
町民清掃と公民館の大掃

除 
45,502 

木瀬 三宅地区敬老会 63,448 

木瀬 防災訓練 41,732 

南屋敷 
ラジオ体操・ちびっ子広場

の清掃 
47,460 

南屋敷 三宅地区敬老会 33,129 

南屋敷 掲示板修繕 50,000 

南屋敷 防災訓練 153,979 

南屋敷 ボーリング大会 78,204 

本郷 

ちびっこ広場、公民館敷

地、地下通学路の除草、清

掃 

39,281 

本郷 
あいさつ運動会ポスター

作り 
57,805 

本郷 三宅地区敬老会 86,776 

本郷 
ラジオ体操（ちびっこ広場

の除草清掃） 
60,467 

本郷 掲示板の修繕 50,000 

本郷 
三宅公民館敷地、除草清掃

作業 
44,000 

本郷 本郷自治会防災訓練 131,397 

須賀 夏のお楽しみ会 27,275 

須賀 三世代交流ラジオ体操 24,900 

須賀 三宅地区敬老会 72,778 

須賀 自主防災訓練 112,953 

須賀 お楽しみ交流会 153,179 

須賀 年末大掃除 100,373 

平島東 
平島老人クラブ清掃奉仕

及び健康学習 
30,800 

平島東 平島子ども相撲大会 23,704 

平島東 
子供からお年寄りのお楽

しみ交流会 
32,896 

平島東 
羽島用水遊歩道草刈・低木

草刈 
21,170 

平島東 平島ふれあいラジオ体操 23,884 

平島東 平島地区住民全員清掃 17,235 

平島東 敬老親睦会 120,238 

平島東 自主防災訓練 113,006 

平島東 平島連合自治会 13,245 

平島東 
子供とお年寄りの交流清

掃活動 
78,002 

平島西 
平島老人クラブ清掃奉仕

及び健康学習 
71,200 

平島西 平島子ども相撲大会 30,170 

平島西 
子供からお年寄りのお楽

しみ交流会 
42,000 

平島西 
羽島用水遊歩道草刈・低木

草刈 
26,945 

平島西 平島ふれあいラジオ体操 30,200 

平島西 平島地区住民全員清掃 21,800 

平島西 敬老親睦会 152,900 

平島西 自主防災訓練 74,000 

平島西 
ちびっこ広場清掃奉仕活

動 
37,700 

平島西 
子供とお年寄りの交流清

掃活動 
116,900 

若宮地 さわやかラジオ体操 36,000 

若宮地 
賑わい街道低木刈り込み

清掃 
11,927 

若宮地 お楽しみ交流会 58,000 

若宮地 若宮地 夏祭り 111,500 

若宮地 敬老ふれあいの集い 161,664 

若宮地 防災訓練 96,909 

35 自治会 203 事業 15,009,680 

 


