
（単位：千円）

No. 所 在 地 自 治 会 名 事　　業　　内　　容 助成額

1 上床町内会 会議用机　　会議用イス 200

2 明和北町内会 掲示板　　パソコン　　プリンター 200

3 辻ヶ丘親栄会 エアコン整備 86

4 中間町内会 エアコン整備 300

5 吉水公民館 畳表替え 200

6 宮西公民館
ガス炊飯器　　ガスコンロ　　ガステーブル
ガス湯沸かし器 100

7 松元下自治公民館 座椅子 80

8 谷上公民館 畳表替え 100

9 川上町内会 会議用机 297

10 里岳自治会 会議用机　　会議用イス 100

11 西坂元町町内会 エアコン整備 300

12 福山中自治公民館 会議用机　　座椅子 100

13 瀬々串下自治会 冷蔵庫　　テレビ　　カラオケセット 200

14 札下町内会 収納庫　　会議用イス 100

15 宇宿上二町内会 コピー機更新 300

16 福山下自治公民館 ガス湯沸かし器　　石油ストーブ　　座椅子 78

17 武岡ハイランド町内会 エアコン整備　　会議用机　　柱看板修復 285

18 鶴峰中地区町内会 携帯用拡声器 200

19 細山田中央町内会 防犯灯設置　　テント 200

20 牟田公民館 公民館トイレ改修 100

21 八郷 公民館トイレ改修 92

22 槝
カシ

之
ノ

浦
ウラ

東区
ヒガシク

エアコン整備 100

23 上野区 防犯灯設置 191

24 脇本浜 公民館トイレ改修 100

25 唐笠木自治会 案内板更新　　防犯灯更新　　防犯灯LED
化

100

26 下古市自治会 テレビ　　カラオケセット 99

27 安原自治会 屋外掲示板設置 200

28 涼松自治会 公民館のバリアフリー化 56

29 政所自治会(ﾏﾄﾞｺﾛ) 屋外掲示板設置 100

30 蕨島自治会（ﾜﾗﾋﾞｼﾏ) 会議用机　　会議用机　　パイプイス 100

31 下餅井自治会 屋外掲示板設置 77

32 上餅井自治会 テント 85

33 高野原自治公民館 グラウンドゴルフ用品一式 200

34 柳田自治公民館 放送設備 200

35 五郎ヶ岡自治公民館 公民館トイレ改修 300

36 木之下自治公民館 公民館敷地整備 200

37 小牧区自治公民館 防犯灯のLED化 200

新安心・安全福祉のまちづくり支援事業

鹿　屋　市

鹿 児 島 市

指　宿　市

出　水　市

阿 久 根 市



（単位：千円）

No. 所 在 地 自 治 会 名 事　　業　　内　　容 助成額

新安心・安全福祉のまちづくり支援事業

38 片野田地区公民館
公民館　　畳表替え　　カーペット張替
流し台取替 195

39 西 之 表 市 納曽町内会 会議用机 100

40 垂　水　市 上後馬場振興会 会議用机　　カーペット　　掃除機 100

41 浜田公民館 エアコン整備 100

42 堀之内自治会 ゴミ収集BOX整備 100

43 堀田第一自治会 防犯灯のLED化 60

44 土川自治会 集会所ホワイトボード整備 46

45 宍
シシ

野
ノ

上
カミ

自治会
ジチカイ

会議等用イス 90

46 小
コ

鷹
タカ

自治会
ジチカイ

座椅子 37

47 日置麓自治会 会議用机　　冷凍冷蔵庫　　ゴミ収集箱 195

48 熊野自治会 野外テント　　ハンズフリー拡声器 199

49 平
ヘ

迫
サコ

比良
ビラ

自治会 防犯灯設置 68

50 上村西自治会 組み立て式テント 100

51 竹屋自治会 ロードミラー整備 126

52 内田佐方自治会 防犯灯柱取替　　防犯灯移設 82

53 志 布 志 市 小渕自治会 防犯灯設置 48

54 南 九 州 市 中村自治会 簡易テント　　パイプイス 18

55 原
ハラ

方
カタ

自治会
ジチカイ

ゴミステーション　　公民館屋外掲示板設置 300

56 中央A地区公民館 会議用机　　会議用イス 300

57 愛宕公民会 防犯灯設置　　高所作業用刈払機一式 200

58 下平川公民会 低床会議机　　座敷イス 176

59 上仲町公民会 家庭用消火器 100

60 あながわ公民会 テント 100

61 般若寺地区公民館 テント 200

62 北方地区 棚設置　　掃除機　　低床机　　ガステーブ
ル

300

63 大　崎　町 上後迫自治公民館 防犯灯設置 99

64 瀬 戸 内 町 木慈集落会 コルクマット８畳分 13

65 安木屋場集落 テレビ 99

66 龍郷町玉里集落 低床会議用机　　テレビ 254

67 久
ク

場
バ

集落
シュウラク

集落案内表示板設置 100

68 下戸口集落 エアコン　　DVDカラオケ 99

69 上戸口集落 テント 100

70 嘉渡
カド

集落
シュウラク

集落倉庫修繕 200

71 和　泊　町 玉城字 トイレ改修 165

10,395合　　　計

龍　郷　町

湧　水　町

さ つ ま 町

姶　良　市

南さつま市

日　置　市

薩摩川内市
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