
地域づくり活動補助金年度別一覧

年度 団体名 事業名 補助率 事業内容

青少年支援チーム 情報発信事業及び研修事業 130,000 円 130,000 円 100%
中学校～大学等を卒業し、学習や就労のことで悩んでいる子どもたちの社会自立支援
活動を市民に啓発するための講演会を開催しました。（参加者41名）

音楽を楽しむ会スキップ
ホップ ステップ スキップ！
～創立15周年記念発表会～

251,065 円 199,600 円 100%
当会の活動15周年の節目として、市民に、障がい児者への関心やボランティア意識を
持ってもらうため、障がい児者による太鼓等の演奏会を開催しました。
（来場者100名）

ひと、生きもの、暮らし研究所

「都市と農村の交流事業」
立ち上げと促進、そして継続
性を担保するための調査研
究事業

400,288 円 355,000 円 100%
「都市と農村（地方）との交流事業」をテーマにした講演会と住民参加型のワークショップ
を開催しました。また、交流事業が促進できるよう冊子「あそぶとくらし」（100冊）を編集し
ました。

下八重原区
地域交流施設「鍋蓋待合所」
改修工事

668,114 円 459,000 円 75%
崩壊寸前で利用できなかったバス等待合所を改修し、これまでのような区民の交流の場
として、区民手づくりの地域交流施設「鍋蓋待合所」を設置しました。

御牧ふれあいの郷づくり協議
会

地域ビジョン策定事業
（平成27年度からの継続事
業）

307,619 円 300,000 円 100%
平成27年度からの継続事業として、ワークショップや話し合い等を重ねることにより、地
域づくりの将来像や方向性を示し、住民で共有していくための「地域ビジョン」の冊子
（2,500部）を作成しました。

田沢区
道のニックネームサイン作成
と設置

400,151 円 294,000 円 75%
区民が愛着の持てる魅力ある区づくりや移住者を誘うことを目的に、道のニックネーム
サインを作成・設置するとともに地域を再発見するためのホタル鑑賞会及び風景マップ
展示会を開催しました。

姫子沢区

荒廃農地再生姫子沢ふれあ
いくるみ園整備事業
（平成27年度からの継続事
業）

1,042,284 円 301,000 円 75%
集落景観の保全を目的に、平成27年度に続いて、荒廃地に区民手づくりの「くるみ園」を
整備しました。（27,555㎡/第二期分）また、作業に併せて、区の魅力を再認識するため
の区の歴史を学ぶ会を開催しました。

3,199,521 円 2,038,600 円

中屋敷区 中屋敷区誌作成 1,078,443 円 539,000 円 50%
地域の絆をより強固なものとし、また若者たちに中屋敷区をもっとよく知ってもらい愛郷
心を育てることを目的に、中屋敷区の歴史や文化等をまとめた区誌を作成しました。

青少年支援チーム 情報発信事業及び研修事業 135,836 円 130,000 円 100%
悩みを抱える青少年を対象に社会自立等を支援しています。
本事業では、「子どもや若者が生きていく上で必要なこと」と題して講演会を行いました。

海野宿保存会
海野宿にぎわい夏祭り
「海野宿重伝建選定30周年記
念講演会」の開催

646,200 円 620,000 円 100%
海野宿が、重要伝統的建造物群保存地区に選定されてから30周年を記念し、空き家や
古民家の保存や活用をテーマとした講演会を開催しました。

八重原プロジェクト
子供や子連れ家族が、芸術
むら公園で遊び、くつろげる
きっかけを作る。

93,543 円 93,543 円 100%
芸術むら公園の活性化を目的に、公園で遊べる遊具等の貸出や親子で参加できるヨガ
教室を実施しました。

まちもりto-mi 東御deあいたいマルシェ 110,886 円 50,000 円
新設団体補助

上限５万円

東御市を拠点に活動する団体やお店と協力して定期的に「マルシェ」を開催しています。
補助金を活用し、今後の団体の活動に必要な備品の整備等を行いました。

しげの里づくりの会
東御市滋野出身力士「雷電為
右衛門」PR事業

395,265 円 161,000 円
75%

但し予算残高を
限度

滋野地区が雷電為右衛門の生誕の地であることをPRするために滋野駅に看板を設置し
ました。

2,460,173 円 1,593,543 円

御牧ふれあいの郷づくり協議
会

東御市御牧原地区ため池ガ
イドマップの作成事業

433,198 円 430,000 円 100%
御牧ヶ原にある「ため池」の呼称や所在地、歴史等をまとめた「御牧ヶ原ため池ガイド
マップ」を作成しました。

八重原プロジェクト

芸術むら公園の活性化
海抜700メートルの高地ランニ
ング・ウォーキング公園として
のPR

181,946 円 181,946 円 100%
明神池周辺をランニング場としてＰＲするため「ベアフット・ランニング」の講演会を講師を
招き開催し芸術むら公園の魅力につなげました。

海野宿保存会
海野宿にぎわい夏祭り
「東京フィルハーモニー弦楽
四重奏コンサート」の開催

548,077 円 324,000 円 100%
海野宿にぎわい夏祭りと併せ東京フィルハーモニー交響楽団メンバーを招きコンサート
を開催しました

東御の子どもの元気な育ちを
支えるネットワーク

絵本・紙芝居で元気な子供を
育む事業

378,670 円 249,000 円 100% 絵本の読み聞かせの魅力や大切さを学ぶイベントを開催しました。

摂食障害自助グループ
「パステル・ポコ」

情報発信事業及び研究事
業、啓発事業

143,446 円 130,000 円 100% 摂食障害について、共に考え正しい理解を深めるための講演会を開催しました。

原口区 原口区弁天様公園整備事業 170,000 円 85,000 円 75% 弁天様公園（弁天池）にある丸太橋や安全柵の修繕や遊歩道の整備を行いました。

しげの里づくりの会 Make the music!!! 99,426 円 60,000 円 75%
地元出身の学生たちが、企画から運営を行い、自然と音楽で地域交流するイベントを開
催しました。

田沢木遣り保存会
田沢木遣り保存会「子ども木
遣り連」の創設と活動

59,638 円 50,000 円
新設団体補助

上限５万円

地域への浸透と次代への継承を目的とし「子ども木遣り連」を創設するため必要な装束
等を購入しました。

長野県東御清翔高等学校
（東御市オリジナル婚姻届作
成プロジェクト実行委員会）

東御市オリジナル婚姻届作成
プロジェクト事業

70,000 円 70,000 円 100% 東御市オリジナルデザインの婚姻届を作成しデザインを市へ提案しました。

2,084,401 円 1,579,946 円

海野史研究会 「歴史研究海野」作成事業 972,000 円 972,000 円 100% 「歴史研究海野」を作成しました。

総事業費 補助金額

平成28年度合計

平成29年度合計

平成30年度合計

平成28年度

平成29年度

平成30年度
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摂食障害自助グループ
「パステル・ポコ」

精神障がい講演会「こころの
病い」

200,000 円 200,000 円 100% 精神障がい講演会「こころの病い」を知るを開催しました。

田沢木遣り保存会
「大田区休養村とうぶ」にて木
遣り公演

111,600 円 83,000 円 75%
「大田区休養村とうぶ」において、木遣り公演を行い、来訪する観光客へ木遣りによる田
沢御柱祭への観光を促しました。

1,283,600 円 1,255,000 円

常田区 常田誌発行事業 2,244,000 円 1,000,000 円 50%
古代から現代までの常田区の歴史をまとめ、区民が常田区の歴史と文化の沿革を知る
ことにより、今後の常田区の発展に役立て、後世に末永く伝承でき、「常田に住んでよ
かった」と実感できるよう「常田誌」を発行し、広く区民に配布しました。

NET'S
（ネッツ）

祢津里山地域活性化事業
「祢津フェスティバル」

729,930 円 729,000 円 100%
市内外から観光客を誘致できるように、また移住者希望者方へ祢津里山の魅力を発信
しました。

2,973,930 円 1,729,000 円

NET'S
（ネッツ）

祢津里山地域活性化事業「祢
津フェスティバル」

290,000 円 290,000 100% 登山道を整備し、ウォーキング大会を開催しました。

楽育ひろばtomi
とうみの子どもの元気な育ち
応援プロジェクト

652,000 円 500,000 100% 里山探検事業10周年にあたり、記念誌を作成しました。

中八重原区
レクリエーションボッチャによ
る地域間交流の促進及び健
康増進事業

38,000 円 38,000 100% ボッチャセットを購入し、地域間交流や健康増進につとめました。

新張区
百体観音石造町石「壱番観
音」絵馬並びに奉納場所開設

216,000 円 216,000 100%
トップアスリートに壱番観音へのお参りしていただくための絵馬と奉納場所を開設、及び
新張区小中学生がトップアスリート応援ポスターを作成、掲示しました。

NPO法人
海野宿トラスト

「海野宿の鐘」購入 400,000 円 300,000 75%
2019年天空の芸術祭で作成された海野宿の鐘を購入し、2021年東日本台風からの「復
興の鐘」とし、後世に引き継ぐシンボルとしました。

1,596,000 円 1,344,000 円

平成31年度合計

年度合計

R3年度より　事業補助の上限を50万円に変更

年度合計

平成31年度

令和2年度

令和3年度


