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番号 区市町村名 申請団体名 事業名

1 麻布十番網代会 麻布十番納涼盆踊り大会

2 三田慶応町会 三田慶応町会　こども縁日

3 六本木町会 災害時要配慮者への対策に向けた避難所開設訓練　～麻布小地区の地域性を踏まえて～

4 柏木地区町会連合会 地域活性化夏祭り

5 北新宿四丁目町会 地域交流としての盆踊り大会

6 落合第一地区町会連合会 「落合はひとつ」第18回落一町連大運動会

7 下落合町会知久会 清水川橋公園での盆踊りを通じた地域交流事業

8 新宿区下落合東町会 「盆踊り大会」

9 西富久町会 西富久　ふれあい夏祭り

10 関口１丁目南部会 盆踊り大会

11 関水町会 盆踊り

12 千駄木三丁目北町会 千駄木三丁目北町会　千駄木サポーターズの活動実施について

13 駒込地区町会連合会 駒込地区町連　居場所「こまじいのうち」での地域交流事業

14 本郷弓一町会 冬まつりを通じた地域交流事業

15 千駄木二丁目西町会 どじょうつかみ　消防ポンプ体験

16 金杉仲通町会 かなすぎ納涼祭(盆踊り)

17 西浅草三丁目北部町会 町会の自主防災訓練

18 竹町地区町会連合会 みんなでＲＵＮ！竹町の風になれ　－持久走大会ー

19 千束一丁目南町会 ふるさと千束盆踊り大会

20 千束二丁目光月町会 地域子供祭りを通じたコミュニケーション強化事業

21 清川町会 盆踊りを通した地域活性化事業

22 東三筋町会 三筋町界隈100年の歴史を探検！昔のびっくり！を知ろう

23 菊屋橋町会 地域子供祭りを通じたコミュニケーション強化活動

24 日本堤本町会 縁日事業とスポーツゲーム体験

25 石浜２丁目町会 令和元年度　石浜2丁目町会　納涼大会

26 三筋二丁目町会 地域子供祭りを通じたコミュニケーション強化事業

27 西浅草一丁目町会 地域祭りを通じた盆踊りの開催

28 浅草三丁目東町会 地域祭りを通じた盆踊りの開催

29 浅草西町会 地域子供祭りを通じたコミュニケーション強化事業

30 上根岸町会 こども祭りを通じた地域交流事業

31 蔵前三・四丁目町会 夜間の初期消火訓練

32 鳥越一丁目町会 じみちにコツコツ、みんな楽しく、いきいき元気塾

33 千草町会 地域子供祭りを通じたコミュニケーション強化事業

34 大鳥町会 地域祭りを通じたコミュニケーション強化事業

35 小島一丁目町会 小島公園を活用した盆踊りを通した地域活性化事業

36 御徒町二丁目町会 御徒町二丁目町会盆踊り大会（徒二の盆踊り）

37 今戸一丁目町会 今戸一丁目町会初期消火強化事業

38 蔵前三桂町会 災害に備え町会と住民が協力する初期消火訓練

39 東上野２丁目町会 東上野一丁目町会・東上野２丁目町会の協力しあえる関係作り防災訓練

40 墨田区 石原三丁目町会 防災訓練及びイベントを通じての地域交流及び子供たちの育成活動

港区

新宿区

文京区

台東区
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41 緑連合町会 緑連合盆踊り

42 北部地区町会・自治会連合会 八広ふれあい通りオープニングフェスタ（仮称）

43 本所二丁目町会 住民の顔が見える「ふれあい祭り」で地域交流事業

44 東向島二丁目町会 地域の交流イベント

45 立川一丁目町会 体操サロンと見守り活動

46 業平五丁目南町会 業平五丁目南町会　業五南ふるさとまつり

47 都営塩浜２丁目第４団地自治会 子供祭りを通じた地域の祭り運営体験事業

48 富岡地区連合町会 盆踊り大会による地域コミュニティ活性化事業

49 東陽・木場地区連合町会 東陽・木場地区連合町会　防災訓練

50 有明マンション連合自治会 有明まつり2019

51 八名川地区連合町会 地域住民との親睦協力関係作りを目的とする盆踊り大会

52 小山台一丁目東町会 地域ぐるみで健全育成

53 荏原六丁目町会 納涼祭　エバロクレンジャーショー

54 荏原四丁目町会 荏原四丁目町会　ふるさとまつり

55 戸越三丁目町会 英会話教室「おもてなし戸越の会」

56 西大井六丁目町会 いとう夏祭り

57 目黒区 目黒区駒場町会 盆踊り大会を通じた地域コミュニティと町会員加入の促進

58 蒲田五丁目南町会 防犯パトロール

59 蒲田東地区自治会連合会 まもりんピック蒲田東～防災運動会～

60 蒲田二丁目自治会 夏休み子どもお楽しみ会

61 山王三・四丁目自治会 こどもまつり

62 新井宿自治会連合会 新井宿地区連合運動会

63 新井宿六丁目町会 盆踊り・夏休みウォーターランド大作戦

64 西六郷二丁目町会 西六郷二丁目町会　盆踊り大会

65 千鳥南町会 『納涼盆踊り大会』

66 大田区池上地区自治会連合会 第１７回　池上まつり

67 田園調布南町会 令和元年度　子供盆踊り大会

68 田園調布本町町会 田園調布本町町会こどもまつり

69 大田区入新井地区自治会連合会 入新井盆踊り大会

70 鵜の木西町会 盆踊り大会

71 田園調布一丁目東自治会 東一子供祭り

72 中央四丁目町会 西瓜割り大会

73 大森鶴渡町会 地域住民の交流促進を図る盆踊り

74 東糀谷一・二丁目町会 納涼子供フェスティバル

75 東糀谷六丁目都営住宅自治会 盆踊り大会

76 田園調布親和会 ４町会合同防災セミナー

77 若林町会 若林夏祭り盆踊り大会

78 世田谷区下代田東町会 下代田東　子供祭り・納涼祭り

79 親和会 皆んなで楽しむ「からぴょん」の会

80 渋谷区 渋谷区上原出張所管内町会連合会 壁画作成プロジェクト「＃とみがやモデル」飾り作成イベント

(墨田区)

江東区

品川区

大田区

世田谷区
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81 （渋谷区） 本町東町会 つばめの里本町東避難所運営に関する地域参加プロジェクト

82 新中野町会 子供すもう大会を通じて青少年健全育成事業

83 中野区弥生町一丁目東町会 弥生町一丁目納涼盆踊り

84 新井西町会 防災訓練を通じた地域防災力の向上

85 沼袋親和会 みんなのぬまぼり

86 宮二町会 谷戸運動公園盆踊り大会

87 阿佐谷南三丁目壱睦町会 杉七盆おどり

88 下井草地区町会連合会 まちを花で彩り、魅力ある地域コミュニティの推進

89 杉並区町会連合会 若者の自己表現力向上と健全な心を育む「すぎなみ舞祭」

90 方南二丁目町会 「町民の集い」

91 和田自治協力会 地域交流夏祭り「和田の盆踊り」

92 和田一丁目町会 ＮＰＯと連携した　和田一丁目　夏祭り盆踊り大会

93 方南西町会 方南西町会の、停電時の防災力の向上

94 阿佐谷南一丁目東町会 夏休み家族納涼大会

95 駒込第一町会 災害時の町会防災本部設営訓練を通じた地域防災力向上事業

96 東池袋南大塚仲町会 盆踊りを通じた地域交流事業

97 南長崎六丁目町会 防災組織の再編と防災訓練の実施

98 西池袋南町会 地域住民と楽しむ祭りの夜の縁日2019

99 上池袋町会 上池袋「さくら公園納涼盆踊り大会」を通じた地域活性化

100 東池袋中部町会 東池袋中部町会　町会防災訓練による地域の防災力向上事業

101 南長崎４丁目町会 防災訓練・すいか割大会を通した町会員の防災意識の向上・世代間交流の促進

102 駒込七丁目町会 防災講習会及びAED取扱訓練・応急救護訓練を通じた地域防災力向上事業

103 十条仲原一丁目町会 輪踊り大会を通じた地域力向上事業

104 豊島７丁目南町会 夏休み子供会

105 豊島二丁目町会 納涼盆踊り大会

106 豊島三丁目町会 第１９回　豊島三丁目町会納涼会

107 菅苗会 初期消火訓練を強化する総合防災訓練

108 町屋一丁目東町会 餅つき大会を通じた地域住民との親睦

109 大西町会 下町絆親子まつり

110 西尾久二丁目北町会 夜間防災訓練による町内の防災意識の向上

111 板橋区桜川町会 餅つき大会及び子供仮装大会で青少年健全育成及び町会員の交流を図る事業

112 志村城山町会 「盆踊り」を通じた地域交流促進事業

113 小豆沢北町会 「夏祭り」を通した地域交流促進事業

114 小豆沢緑町会 「さんま大会」を通じた地域交流促進事業

115 大原東町会 「親子ふれあいまつり」を通じた地域交流事業

116 中台若木町会 中台若木町会納涼盆踊り大会

117 蓮沼仲町会 ふるさと祭り・盆踊り大会を通じた地域活性化事業

118 蓮沼東町会 縁日大会における地域交流事業

119 前野町四丁目町会 親子納涼大会を通じた地域の世代間交流事業

120 茂呂町会 茂呂キッズフェス２０１９夏

豊島区

中野区

杉並区

北区

荒川区

板橋区
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121 清水北町会 清水北町会　盆踊り大会

122 栄町自治会 栄町自治会と福寿会の連携による「地域社会交流の向上事業」の実施

123 清水町会 提灯行列を通じ・地域社会を明るくし・世代間の交流・地域との交流を図る事業

124 蓮根南町会 納涼盆踊り

125 清水朝日町会 清水朝日町会　第48回提灯行列

126 小豆沢一丁目町会 「小豆沢一丁目町会　子どもまつり」を通じた地域交流促進事業

127 志村五桜町会 「盆踊り大会」を通じた地域交流促進事業

128 愛染自治会 愛染子ども祭とラジオ体操

129 東大泉二丁目町会 ラジオ体操と夕涼み会を通した地域の見守り力向上事業

130 南大泉５丁目町会 こども祭りとフラワーポットを配布した高齢者の見守り事業

131 練馬区町会連合会 町会・自治会加入促進および担い手育成事業による町会・自治会活動の活性化

132 東大泉井頭町会 井頭ふるさと子供まつり

133 仲町五丁目町会 納涼盆踊り大会

134 高松町会 高松町会盆踊り

135
光が丘パークタウン大通り中央３号棟団地
自治会

光が丘国際交流と多国籍文化体験事業

136 第１１町会・自治会連合会 第5回　第11地区ふれあいコンサート

137 青井４丁目第３自治会 地域住民を日本伝統文化と他国文化に触れさせ地域の絆を深め地域活性化を図る事業

138 竹の塚第二団地自治会 「竹の塚第二団地祭」による地域活性化事業

139 ミディオン自治会 ミディオン「サマーフェスティバル」を通じた地域交流事業

140 奥戸一丁目町会 地域交流盆踊り事業

141 水元中之橋町会 水元中之橋町会　納涼盆踊り大会

142 西水元団地自治会 団地のつどい

143 青戸共和会 青戸共和会納涼祭

144 水元自治町会連合会 水元公園　さんま祭り

145 水元下手町会 水元下手町会納涼盆踊り大会

146 水元宮前町会 水元宮前町会　納涼盆踊り大会

147 プラウドシティ金町自治会 プラウドシティ金町サマーフェスティバル２０１９

148 お花茶屋自治町会連合会 お花茶屋ふるさとまつり

149 金町第一団地自治会 地域活性化のため、催事(夏祭り)の実施

150 水元中央町会 水元中央町会　納涼盆踊り大会

151 金町睦自治会 納涼盆踊り大会

152 亀が岡町会 原田小学校避難所開設訓練

153 コーシャハイム清新自治会 コーシャハイム清新自治会　お祭りあそぼう

154 ハイラーク船堀自治会 夏まつりを通じた地域交流事業

155 ジュネシオン平井自治会 夏祭りとカヌー競技説明会(Ⅱ)

156 小松川パークマンション自治会 「まつりだワッショイ小松川２０１９」を通じた地域交流事業

157 平井三丁目自栄会 町会主催納涼大会及び餅つき大会を通じた地域連帯感の向上

158 三角自治会 防災消火給水訓練を通じ地域の安全安心と交流親睦を図る事業

159 リバーウエストＣ館自治会 「小松川夏まつり2019」及び「ラジオ体操」を通じ地域活動の担い手づくり

160 葛西住宅自治会 葛西住宅自治会　夏祭り

（板橋区）

練馬区

足立区

葛飾区

江戸川区
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161 元八王子地区町会自治会連合会 元八王子北條氏照まつり

162 高尾紅葉台自治会 夏祭りを通じた「地域力」の向上

163 八王子市谷野町会 夏の納涼祭を通じた町民の交流と連帯感を育成する事業

164 八王子市町会自治会連合会 町会・自治会等加入促進キャンペーン事業

165 片倉台自治会 片倉台夏まつり

166 長房西２自治会 津軽三味線鑑賞会を通じて地域住民の絆と地域の活性化を構築する

167 八王子市犬目町会 2019年　犬目ふれあい健康スポーツ大会

168 川口南町会 災害発生を想定した防災訓練～災害発生当初の安否確認、避難所設営、炊き出し訓練～

169 長沼町会 長沼町会　夏まつり

170 上壱分方町神戸町会 夏祭りを通して、子供の育成と地域住民との交流を促進

171 長房西団地連合自治会 納涼祭を通じて地域の交流と親睦をはかる事業

172 グリーンタウン高尾自治会 グリーンタウン高尾夏祭りを通じた地域力の向上事業

173 横川町二丁目町会 夏祭りを通じた、子供の育成と地域住民との交流を促進

174 高尾台自治会 ふるさと高尾台ふれあい盆踊り推進事業

175 上川町東部町会 防災訓練

176 元八王子町一丁目町会 元八王子町一丁目町会納涼盆踊り大会

177 大和田町会 大和田町会「ふれあい夏祭」

178 諏訪下町会 「餅つき大会」を通じて町内会の交流と町会未加入世帯の加入促進

179 絹ヶ丘一丁目自治会 第39回絹一夏まつり

180 松枝住宅自治会 夏祭り

181 元八王子町三丁目町会 第５１回納涼盆踊り大会を通じた地域住民の連帯促進事業

182 天神町町会 天神町　町内まつり

183 諏訪団地自治会
納涼祭を通じ会員・地域住民の交流・親睦促進を図り、世代間相互の理解を深め連帯感を醸成
する事業

184 八王子市平町町会 防災訓練を通じた地域防火救命力の向上

185 元八王子町二丁目町会 夏祭りを通じた、子供の育成と地域住民との交流を促進

186 東羽衣会 夏のイベント(盆踊り、夏祭り)を通して地域世代間の交流を深め地域住民の絆を強化する

187 立川市自治会連合会曙町支部 曙町パレード

188 中里自治会 第34回中里ふるさと祭り

189 立川市自治会連合会錦町支部 「錦まつり」

190 十番組自治会 「十番組自治会盆踊り大会」

191 立川市自治会連合会柴崎町支部 柴崎まつり

192 錦二の中町会 錦二の中夏祭り

193 柴西会 柴西会　演芸大会

194 武蔵野市 緑町三丁目町会 秋祭りを通じた地域交流事業

195 東青梅五丁目自治会 東五みんなで防災フェスタ2019

196 青梅市自治会連合会第八支会 地域・学校・団体ささえあい事業

197 新町二丁目自治会 自治会会員加入促進事業(流しそうめんおよびスイカ割り)

198 河辺町一丁目自治会 夏祭り(盆踊り)を通しての地域交流事業

199 青梅市河辺町五丁目自治会 夏祭りを通じて地域の交流を図る事業

200 梅郷５丁目自治会 防災訓練を通じた防災意識の高揚および地域防災力の向上

八王子市

立川市

青梅市
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201 府中市幸町二丁目中央自治会 防災訓練を通じた地域防災力の向上

202 栄町３丁目富士見会 防災訓練を通じた地域防災力の向上

203 南町東部自治会 安否確認カードを通じた加入促進と照明訓練

204 府中市泉会自治会 震災発生時の防災意識啓発事業(安否確認訓練・防災セミナー)

205 武蔵台一丁目西町会 町内会の夏祭会場における防災訓練(炊き出し等)の実施

206 是政六丁目自治会 町会加入促進と防災力の向上策

207 押立町自治会 安否確認カードの普及と防災行動力の向上

208 青葉会 無線機を使用した安否確認訓練で地域の防災力強化

209 府中市緑町三丁目自治会 防災訓練を通じた地域の防災力向上

210 都営住南自治会 安否確認と防災力向上策

211 郷地東町連合自治会 地域の学校避難所開設訓練と自治会活性化事業

212 昭島市自治会連合会第１１ブロック 地域の学校避難所開設訓練を主軸とした自治会活性化事業

213 昭文自治会
夏祭りで外国人との友好を深め、地域コミュニティを強くして安全・安心の街づくりに寄与す
る

214 福島連合自治会 盆踊り大会

215 東中神睦会 夏祭り運営体験による子供育成事業

216 中神駅前親交自治会 夏祭りの合同実施による地域活性化事業

217 昭島市郷地第二自治会 お祭りを通じた地域交流活動

218 朝日町住宅自治会 夏祭りを通じた地域コミュニケーション力の向上

219 中神東上自治会 夏祭りを通じた地域住民の交流と自治会の活性化

220 福島第三自治会
地域夏祭りを通じて、子ども神輿や囃子保存会の実演を始めとする地元伝統文化を学び、地域
住民同士の交流を深める事業

221 調布市自治会連合協議会 自治連協みんなで生き活き安心ちょうふ事業

222 下石原連合自治会 下石原連合自治会納涼祭

223 多摩川住宅自治連合会 第５３回多摩川ふるさと団地まつり

224 桜丘睦会 サロン・ド・ムツミ　いきいきサロン

225 緑ヶ丘西部自治会 緑ヶ丘西部自治会秋祭り

226 鞍掛台自治会 地域行事と防災訓練を通じた交流促進並びに防災力の向上

227 公団住宅鶴川団地自治会 第４９回鶴川団地夏まつり

228 成瀬台自治会連合会 緊急人命救助訓練を通じて地域の共助力向上

229 町有町内会 第２１回町有・ゼロワンふれあいまつり

230 南町田自治会 南町田祭り活動を通じた地域交流活動

231 本町田町内会 本町田大運動会を通じた地域交流促進事業

232 忠生地区町内会・自治会連合会 体育祭を通じた地域交流事業

233 図師町内会 防災訓練実施による図師町の防災力の強化

234 もみじ台町内会 「もみじ台ファミリー祭」による地域の一体感醸成事業

235 町田市中町中央町内会 「中町中央町内会納涼盆踊り大会」を通じて地域の課題解決のための取り組み

236 桜美林台自治会 防災訓練を通じた地域防災力の向上

237 新常盤自治会 地域ふれあいのための納涼祭

238 忠生忠霊地区自治会 盆踊りを通じた地域交流事業

239 相原町陽田町会 防災訓練：発電機始動および充電訓練＆炊き出し訓練＆投光器の使用訓練

240 小金井市 梶野町会 梶野町大運動会

府中市

昭島市

調布市

町田市
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241 のみち自治会 スタンドパイプ2台を用いた消火訓練を通じた地域防災力の向上

242 上水本町上鈴木自治会 自治会納涼大会

243 旭が丘上の原自治会 「子供たちのための地域夏祭り」

244 シティハイツ日野旭が丘自治会 納涼まつりによる地域住民の交流促進事業

245 滝合自治会 滝合防災まつりでの炊き出し訓練を通じた地域の防災力向上事業

246 多摩湖町自治会 納涼のつどいを通じた地域住民及び世代間交流の促進

247 久米川町４丁目自治会 地域福祉の増進、親睦と交流、コミュニティの醸成を目的とした「納涼会」の開催

248 久米川町２丁目自治会 夕涼み会

249 福生市鍋ヶ谷戸第二町会 地域ふれあいのための夏祭り、盆踊り

250 福生市南田園二丁目町会 地域ふれあいのための納涼大会

251 福生市永田町会 盆踊りを通じた地域住民の交流促進事業

252 福生市南田園一丁目町会 福生市南田園一丁目町会夏祭り

253 竹丘自治会連合 音楽を通じた、住民交流会及び防災意識向上事業

254 清瀬柿の下住宅自治会 清瀬柿の下住宅自治会　盆踊り納涼会

255 東久留米市 南神明山自治会 スイカ割＆七夕飾り大会開催

256 学園自治会 学園納涼夏まつりとボッチャ体験教室

257 三ツ藤自治会 三ツ藤自治会夏祭りを通じた地域交流事業

258 武蔵村山市馬場自治会 武蔵村山市馬場自治会夏祭り

259 原山自治会 夏祭りを通じた地域交流事業

260 後ヶ谷戸自治会 地域住民の世代間交流及び健康増進をはかる事業

261 峰自治会 峰自治会演芸大会

262 村山団地緑が丘第８自治会 第３回自治会まつり

263 多摩市 桜ヶ丘四丁目自治会 桜ヶ丘四丁目自主防災訓練を通じた地域防災力の向上

264 稲城市 向陽台地区連合会 夏まつりを通じた地域交流・向上・発展事業（向陽台地区夏まつり）

265 下引田町内会 町内会住民による青少年健全育成を目指した納涼盆踊り大会の実施事業

266 油平本町町内会 会員や地域住民との交流を深め、地域の活性化を図るための納涼大会

267 西東京市 西東京市第３区町会 地域住民の交流促進を図る納涼盆踊り大会

268 日の出町 日の出町第２４自治会 ふるさと日の出団地納涼祭(スローガンつながろう日の出団地)

福生市

清瀬市

武蔵村山市

あきる野市

小平市

日野市

東村山市
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