
H30.4.1現在

地区名 区名 自主防災会名 最終交付年度 補助金対象組織 備考
龍ケ崎地区 根町南区 根町南自主防災会 H7 ○
龍ケ崎地区 根町北区 根町北自主防災会 H7 ○
龍ケ崎地区 根町下区 根町下自主防災会 H7 ○

龍ケ崎地区 愛戸区 愛戸地区自主防災会 H7 ○

龍ケ崎地区 出し山１区 出し山一区自主防災会 H10 ○
龍ケ崎地区 出し山２区 出し山二区自主防災会 H10 ○
龍ケ崎地区 野原町内会 野原町内会自主防災会 H8 ○
龍ケ崎地区 緑町町内会 緑町自主防災会 H12 ×
龍ケ崎地区 城下町内会 城下町内会自主防災会 H10 ○
龍ケ崎地区 田町町内会 田町町内会自主防災会 H9 ○
龍ケ崎地区 横町町内会 横町町内会自主防災会 H8 ○
龍ケ崎地区 上町上区 上町上自主防災会 H11 ×
龍ケ崎地区 上町中区 上町中自主防災会 H11 ×
龍ケ崎地区 上町下区 上町下自主防災会 H11 ×
龍ケ崎地区 上町東区 上町東自主防災会 H11 ×
龍ケ崎地区 栄町町内会 栄町自主防災会 H11 ×
龍ケ崎地区 下町上北自治会 下町上北自主防災会 H12 ×
龍ケ崎地区 下町上南自治会 下町上南自主防災会 H12 ×
龍ケ崎地区 下町東区 下町東区自主防災会 H12 ×
龍ケ崎地区 砂町上区 砂町上区自主防災会 H11 ×
龍ケ崎地区 砂町下区 砂町下区自主防災会 H11 ×
龍ケ崎地区 馴馬町中曽根区 馴馬町中曽根自主防災会 H7 ○
龍ケ崎地区 富士見１区 富士見1区自主防災会 H27 ×
龍ケ崎地区 富士見２区 富士見2区自主防災会 H25 ×
龍ケ崎西地区 米町南区 米町南区自主防災会 H29 × 20年経過補助金交付
龍ケ崎西地区 米町西区 米町西区自主防災会 H28 × 20年経過補助金交付
龍ケ崎西地区 米町東区 米町東区自主防災会 H29 × 20年経過補助金交付
龍ケ崎西地区 水門１区 米町水門1区自主防災会 H28 × 20年経過補助金交付
龍ケ崎西地区 水門２区 米町水門2区自主防災会 H29 × 20年経過補助金交付
龍ケ崎西地区 馴馬町上米区 上米区自主防災会 H29 × 20年経過補助金交付
龍ケ崎西地区 新町本町区 新町本町自主防災会 H15 ×
龍ケ崎西地区 新町南区町内会 新町南区自主防災会 H29 × 20年経過補助金交付
龍ケ崎西地区 直鮒区 直鮒自主防災会 H11 ×
龍ケ崎西地区 高砂区 高砂自主防災会 H11 ×
大宮地区 小関区 小関行政区自主防災会 H6 ○
大宮地区 関区 関行政区自主防災会 H7 ○
大宮地区 上大徳新町区 上大徳新町行政区自主防災会 H7 ○
大宮地区 上大徳区 上大徳区自主防災会 H6 ○
大宮地区 戸張区 戸張自主防災会 H14 ×
大宮地区 深堀区 深堀行政区自主防災会 H6 ○
大宮地区 宮前区 宮前行政区自主防災会 H6 ○
大宮地区 久夫区 久夫行政区自主防災会 H6 ○
大宮地区 宮渕区自治会 宮渕自主防災会 H6 ○
大宮地区 梶内区 梶内区防災会 H6 ○
大宮地区 小山丁区 小山丁行政区自主防災会 H28 × 20年経過補助金交付
大宮地区 千秋区 千秋町自主防災会 H7 ○
大宮地区 上佐沼区 上佐沼行政区自主防災会 H7 ○
大宮地区 下佐沼区 下佐沼行政区自主防災会 H7 ○
大宮地区 北河原区 北河原行政区自主防災会 H7 ○
北文間地区 長沖町区 長沖町自主防災会 H5 ○
北文間地区 長沖新田町区 長沖新田町自主防災会 H27 ×
北文間地区 高須区 高須町自主防災会 H6 ○
北文間地区 須藤堀町本田区 須藤堀町本田防災会 H5 ○
北文間地区 須藤堀町新田区 須藤堀町新田自主防災会 H5 ○

最後に補助金の交付を受けてから満２０年を経過する自主防災組織一覧
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北文間地区 北方町区 北方町自主防災会 H6 ○
北文間地区 豊田町区 豊田町自主防災会 H6 ○
北文間地区 羽黒町区 羽黒町自主防災会 H26 ×
北文間地区 南が丘自治会 南が丘自主防災会 H28 × 20年経過補助金交付
馴柴地区 若柴１自治会 若柴1区自主防災会 H25 ×
馴柴地区 若柴町２区 若柴2区自主防災会 H19 ×
馴柴地区 若柴３自治会 若柴町3区自主防災会 H19 ×
馴柴地区 佐貫1自治会 佐貫1自主防災会 H14 ×
馴柴地区 佐貫2丁目自治会 佐貫2区自主防災会 H29 × 20年経過補助金交付
馴柴地区 佐貫3丁目自治会 佐貫3丁目自主防災会 H14 ×
馴柴地区 佐貫4-1自治会 佐貫4-1区自主防災会 H14 ×
馴柴地区 佐貫4-2自治会 佐貫4-2自主防災会 H14 ×
馴柴地区 わかさ自治会 わかさ自治会自主防災会 H27 ×
馴柴地区 アクティ佐貫自治会 アクティ佐貫自治会自主防災会 ○ 資機材整備費未交付
馴柴地区 佐貫町昭和自治会 佐貫町昭和区自主防災会 H16 ×
馴柴地区 川崎自治会 川崎町自治会自主防災会 H16 ×
馴柴地区 南中島町北１区 南中島北一区自主防災会 H6 ○
馴柴地区 南中島町南１区 南中島南一区自主防災会 H6 ○
馴柴地区 南中島２区 南中島二区自主防災会 ○ 資機材整備費未交付
馴柴地区 入地町自治会 入地一区自主防災会 H28 × 20年経過補助金交付
馴柴地区 小通幸谷１区 小通幸谷1区自主防災会 H27 ×
馴柴地区 小通幸谷２区自治会 小通幸谷2区自主防災会 H18 ×
馴柴地区 佐貫台自治会 佐貫台自主防災会 H9 ○
馴柴地区 マンハイム佐貫自治会 マンハイム佐貫自主防災会 H11 ×
馴柴地区 佐貫南区 佐貫南区自主防災会 H14 ×
馴柴地区 佐貫西口町会 佐貫西口町会自主防災会 H14 ×
馴柴地区 パルスグランレジオ管理組合 パルスグランレジオ自主防災会 H20 ×
馴柴地区 後佐貫自治会 後佐貫自主防災会 H14 ×
馴柴地区 中佐貫自治会 中佐貫区自主防災会 H15 ×
馴柴地区 浅間ケ浦自治会 浅間ヶ浦自主防災会 H15 ×
馴柴地区 庄兵衛新田自治会 庄兵衛新田町自主防災会 H14 ×
馴柴地区 コルサム佐貫自治会 コルサム佐貫自治会 H28 ×
川原代地区 川原代町西道内区 西道内自主防災会 H5 ○
川原代地区 中坪区 中坪自主防災会 H5 ○
川原代地区 紅葉内区 紅葉内自主防災会 ○ 資機材整備費未交付
川原代地区 紅葉内住宅区 紅葉内住宅区自主防災会 H11 ×
川原代地区 花丸区 防災花丸会 H5 ○
川原代地区 コージィタウン竜ケ崎自治会 コージィタウン竜ケ崎自治会自主防災会 ○ 資機材整備費未交付
川原代地区 川原代町小屋地区 小屋自主防災組合 H5 ○
川原代地区 中郷区 中郷自主防災会 H6 ○
川原代地区 砂波区 砂波自主防災会 H5 ○
川原代地区 道仙田区 道仙田自主防災会 H5 ○
川原代地区 芳黄区町内会 芳黄自主防災会 H5 ○
川原代地区 知手区 知手自主防災会 H5 ○
川原代地区 姫宮区 姫宮自主防災会 H5 ○
松葉地区 松葉１丁目自治会 松葉1丁目自主防災会 H29 × 20年経過補助金交付
松葉地区 松葉２丁目自治会 松葉2丁目自主防災会 H17 ×
松葉地区 松葉３丁目自治会 松葉3丁目自主防災会 H28 × 20年経過補助金交付
松葉地区 松葉４丁目自治会 松葉4丁目自主防災会 H29 × 20年経過補助金交付
松葉地区 松葉５丁目自治会 松葉5丁目自主防災会 H8 ○
松葉地区 松葉６丁目自治会 松葉6丁目自主防災会 H10 ○
松葉地区 タウンハウス小柴４丁目２番自治会 ﾀｳﾝﾊｳｽ自主防災会 H8 ○
松葉地区 県営北竜台アパート自治会 県営北竜台アパート自治会 H26 ×
松葉地区 北竜台グリーンハイツ自治会 北竜台グリーンハイツ自主防災会 H8 ○
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松葉地区 パークハイム自治会 ﾊﾟｰｸﾊｲﾑ自主防災会 H8 ○
長山地区 長山１丁目自治会 長山1丁目自主防災会 H9 ○
長山地区 長山２丁目自治会 長山2丁目自主防災会 H28 × 20年経過補助金交付
長山地区 長山３丁目自治会 長山3丁目自主防災会 H29 × 20年経過補助金交付
長山地区 長山４丁目自治会 長山4丁目自主防災会 H9 ○
長山地区 長山５丁目自治会 長山5丁目自主防災会 H29 × 20年経過補助金交付
長山地区 長山６丁目自治会 長山6丁目自主防災会 H9 ○
長山地区 長山７丁目自治会 長山7丁目自主防災会 H29 × 20年経過補助金交付
長山地区 長山８丁目自治会 長山8丁目自主防災会 H9 ○
長山地区 県営長山アパート自治会 県営長山アパート自主防災会 H14 ×
馴馬台地区 馴馬町上宿区 馴馬町上宿区自主防災会 H26 ×
馴馬台地区 馴馬町下宿区 馴馬町下宿区自主防災会 H26 ×
馴馬台地区 馴馬町横田区 馴馬町横田区自主防災会 H26 ×
馴馬台地区 馴馬町水表区 馴馬町水表区自主防災会 H26 ×
馴馬台地区 馴馬町南区 馴馬町南区自主防災会 H26 ×
馴馬台地区 稲荷新田町区 未結成 ― ― 自主防災組織未結成
馴馬台地区 平台１丁目自治会 平台1丁目自主防災会 H8 ○
馴馬台地区 平台２丁目自治会 平台2丁目自主防災会 H28 × 20年経過補助金交付
馴馬台地区 平台３丁目自治会 平台3丁目自主防災会 H8 ○
馴馬台地区 平台４丁目自治会 平台4丁目自主防災会 H8 ○
馴馬台地区 平台5丁目自治会 平台5丁目自主防災会 H29 × 20年経過補助金交付
馴馬台地区 小柴二丁目自治会 小柴2丁目区自主防災会 H23 ×
馴馬台地区 小柴３丁目自治会 小柴3丁目自主防災会 H8 ○
馴馬台地区 ステラ壱番街自治会 ステラ壱番街自主防災会 H8 ○
久保台地区 別所町区 別所町区自主防災会 H16 ×
久保台地区 長山前自治会 若柴町長山前自主防災会 H26 ×
久保台地区 中根台１丁目自治会 中根台1丁目自主防災会 H8 ○
久保台地区 中根台２丁目自治会 中根台2丁目自主防災会 H8 ○
久保台地区 中根台３丁目自治会 中根台3丁目自主防災会 H8 ○
久保台地区 中根台４丁目自治会 中根台4丁目自主防災会 H8 ○
久保台地区 中根台５丁目自治会 中根台5丁目自主防災会 H8 ○
久保台地区 久保台自治会 久保台自治会自主防災会 H12 ×
久保台地区 星の郷自治会 星の郷自主防災会 H24 ×
久保台地区 久保台四季の丘自治会 久保台四季の丘自主防災会 H26 ×
八原地区 上貝原塚区 上貝原塚区自主防災会 H10 ○
八原地区 中貝原塚区 中貝原塚区自主防災会 H27 ×
八原地区 下貝原塚区 下貝原塚区自主防災会 H10 ○
八原地区 上泉区 上泉地区自主防災会 H10 ○
八原地区 下泉区 下泉地区自主防災会 H9 ○
八原地区 女化区 女化区自主防災会 H10 ○
八原地区 上羽原区 上羽原区自主防災会 H26 ×
八原地区 下羽原区 下羽原地区自主防災会 H9 ○
八原地区 城ノ内１丁目自治会 城ノ内1丁目自主防災会 H11 ×
八原地区 城ノ内２丁目自治会 城ノ内2丁目町内会自主防災会 H12 ×
八原地区 藤ケ丘２区 藤ヶ丘2区自主防災会 H23 ×
八原地区 藤ケ丘３丁目区 藤ヶ丘3丁目区自主防災会 H23 ×
八原地区 龍ケ崎ニュータウン藤ケ丘４丁目自治会 藤ヶ丘４丁目自主防災会 H25 ×
八原地区 藤ケ丘５丁目町内会 藤ヶ丘5丁目町内会自主防災会 H15 ×
八原地区 藤ケ丘６区 藤ヶ丘6丁目自主防災会 H14 ×
八原地区 藤ケ丘７区 藤ヶ丘7丁目自主防災会 H14 ×
八原地区 松ケ丘１区会 松ケ丘1区自主防災会 H9 ○
八原地区 松ケ丘２区会 松ケ丘2区自主防災会 H10 ○
八原地区 松ケ丘３区会 松ケ丘3区自主防災会 H10 ○
八原地区 松ケ丘４区会 松ケ丘4区自主防災会 H18 ×
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城ノ内地区 上八代区 未結成 ― ― 自主防災組織未結成
城ノ内地区 中八代区 中八代地区自主防災会 H20 ×
城ノ内地区 下八代区 下八代自主防災会 H15 ×
城ノ内地区 城ノ内３丁目町内会 城ノ内3丁目自主防災会 H29 × 20年経過補助金交付
城ノ内地区 城ノ内４丁目町内会 城ノ内4区自主防災会 H29 × 20年経過補助金交付
城ノ内地区 城ノ内５丁目町内会 城ノ内5区自主防災会 H9 ○
城ノ内地区 新世紀邑コミュニティ協会 新世紀邑自主防災会 H11 ×
城ノ内地区 中里たつのこ邑 たつのこ邑自主防災会 H16 ×
城ノ内地区 白羽１区自治会 白羽1区自主防災会 H14 ×
城ノ内地区 白羽２区自治会 白羽2区自治会自主防災会 H10 ○
長戸地区 半田町区 半田町区自主防災会 H26 ×
長戸地区 薄倉町区 薄倉町区自主防災会 H17 ×
長戸地区 大塚町区 大塚町区自主防災会 H26 ×
長戸地区 板橋町区 板橋町自主防災会 H14 ×
長戸地区 塗高区 塗高区自主防災会 H26 ×
長戸地区 下塗戸区 下塗戸区自主防災会 H26 ×
長戸地区 長峰町区 長峰町自主防災会 H14 ×

補助金交付対象組織数 77 22
注１　“２０年を経過”算定の考え方は、最後に資機材整備費補助金交付を受けた日から満２０年を経過した組織
　　　　となります。
注２　市では交付年は把握していますが、〇〇月までは把握していません。よって、“満２０年”の判断は、現年度
　　　　から“２０”を引いた年が最終交付年以下であれば対象とします。

〇 現年度がＨ29、資機材整備費補助金の交付を受けた日がＨ9の場合。　29-20=9≦9 OK
…平成29年度中に必ず満20年を迎えるため、補助対象組織となります。

× 現年度がＨ29、資機材整備費補助金の交付を受けた日がＨ10の場合。 29-20=9≦10 NG
…平成29年度中では満20年を迎えることはないため、補助対象外となります。
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