
年度 件数 総事業費 補助金額 団体名 集会施設 総事業費 補助金額 種類

龍舞町一区 龍舞町1929-1 264,495 66,000 改修

村田 新田村田町448 1,298,587 324,000 改修

由良町北上 由良町1472-4 241,290 60,000 改修

高林西町 高林西町382-96 950,512 237,000 改修

木崎仲町 新田木崎町836-2 1,890,000 630,000 増築

下新田 世良田町1188-1 3,031,103 1,010,000 増築

下村田
太田市新田村田町
326-2

1,040,000 260,000 改修

大舘 太田市大舘町1492-4 322,350 80,000 改修

原宿町 原宿町3627 1,223,147 305,000 改修

尾島三丁目 尾島町95-2 468,000 117,000 改修

中江田北高尾 新田中江田町1250-2 264,316 66,000 改修

西田島一区 下田島町1031-3 21,016,275 3,000,000 新築

錦町 新井市営住宅集会所 8,925,000 4,462,000 増築

大原三区 大原三区公民館 269,136 89,000 改修

龍舞町二区 龍舞町二区集会所 580,000 193,000 改修

双葉町 双葉町会館 869,558 289,000 改修

只上町一区 只上一区清水集会所 504,000 168,000 改修

内ケ島町 内ケ島町集会所 2,940,000 980,000 改修

新田萩町
（上中溜池権萩）

萩集落センター 328,000 109,000 改修

高林北町 高林北集会所 370,000 123,000 改修

小舞木町 小舞木町集会所 778,386 259,000 改修

矢場町 矢場町集会所 221,550 73,000 改修

大原五区 大原五区公民館 473,000 157,000 改修

新井町 新井町住民センター 525,000 175,000 改修

高林寿町 高林寿町児童会館 306,571 102,000 改修

由良町北上 北上会館 441,000 147,000 改修

龍舞町竜内 竜内会館 210,000 70,000 改修

高林西町 高林西集会所 729,750 243,000 改修

双葉町 双葉町会館 271,042 90,000 改修

下小林町一区 下小林町区民会館 1,237,535 383,000 改修

平成２２年度

集会施設新増築等補助金　実績（平成２０年度～令和４年度）

4,497,00013,443,86117

平成２１年度 13

6,155,00032,010,075平成２０年度 12

17,090,201 7,179,000



年度 件数 総事業費 補助金額 団体名 集会施設 総事業費 補助金額 種類

集会施設新増築等補助金　実績（平成２０年度～令和４年度）

木崎下町 木崎下町会館 536,974 178,000 改修

藤久良３・４区 藤久良会館 401,600 133,000 改修

矢場新町 矢場新町会館 1,307,696 435,000 改修

滝之入 滝之入公民館 1,270,500 423,000 改修

亀岡裏地 裏地会館 213,000 71,000 改修

大原上 大原上公民館 735,000 245,000 改修

大舘 大舘区民会館 972,825 324,000 改修

三枚橋 三枚橋集会所 1,913,562 520,000 改修

八幡南 八幡町会館 560,000 186,000 改修

大原三区 大原三区公民館 631,103 210,000 改修

金井嘉祢 金井会館 998,000 332,000 改修

中江田北高尾 高尾会館 1,014,274 507,000 増築

東田島 東田島会館 2,500,000 1,250,000
トイレ水洗

化

脇屋町 脇屋町集会所 1,579,200 789,000
トイレ水洗

化

反町 反町多目的集会所 1,785,000 892,000
トイレ水洗

化

植木野町 植木野会館 27,195,000 20,000,000 新築

大島町二区 大島町二区集会所 712,656 237,000 改修

市野井南 市野井南集会所 850,000 283,000 改修

石原町一区 石原町一区区民会館 1,060,604 353,000 改修

上中溜池権萩
〔新田萩町〕

萩集落センター 308,000 102,000 改修

浜町一区・二区 浜町会館 819,000 161,000 改修

大原五区 大原五区公民館 473,288 157,000 改修

尾島南部
（二ツ小屋）

二ツ小屋町集会所
（稲荷神社社務所）

400,000 133,000 改修

尾島南部
（武蔵島）

南部会館 80,000 266,000 改修

富沢町 富沢町集会所 980,000 490,000 増築改修

城西町 城西町集会所 1,239,000 413,000 改修

牛沢町 牛沢会館 802,700 267,000 改修

藤久良町
三区・四区

藤久良町会館 318,307 106,000 改修

7,968,000

平成２２年度

4,497,00013,443,86117

2,931,0005,864,2003

平成２３年度 13 35,238,555



年度 件数 総事業費 補助金額 団体名 集会施設 総事業費 補助金額 種類

集会施設新増築等補助金　実績（平成２０年度～令和４年度）

亀岡軽浜 亀岡軽浜会館 17,850,000 10,000,000 新築

三丁目 三丁目集会所 603,750 201,000 改修

大門仲町 大門仲町会館 2,588,250 862,000 改修

飯塚町 飯塚町集会所 2,247,000 749,000 改修

新島町 新島町集会所 6,825,000 3,412,000 増築改修

小舞木町 小舞木町集会所 1,365,000 455,000 改修

高林西町 高林西町集会所 739,814 246,000 改修

沖之郷町 沖之郷町集会所 232,118 77,000 改修

藤阿久本村 藤阿久本村会館 685,000 176,000 改修

由良町体宮 由良町体宮集会所 243,001 81,000 改修

東田島 東田島会館 1,074,150 358,000 改修

丸山七日市 丸山七日市集会所 383,775 127,000 改修

尾島南部（武蔵島） 尾島南部集会所 1,700,000 850,000 改修

世良田中（南八） 南八会館 262,500 87,000 改修

粕川町（粕川住宅）
粕川住宅区民セン
ター

712,000 237,000 改修

木崎神明 神明会館 490,749 163,000 改修

市多村新田 市公民館 263,675 87,000 改修

下田中 下田中会館 370,000 123,000 改修

大原二区 大原二区公民館 628,687 209,000 改修

大原五区 大原五区公民館 498,597 166,000 改修

内ケ島町目塚 内ケ島町目塚集会所 22,995,000 18,347,000 新築

高林北町 高林三入集会所 233,835 77,000 改修

台之郷町一区 台之郷町一区集会所 271,530 84,000 改修

安良岡町 安良岡町集会所 15,645,000 10,000,000 新築

上強戸町 上強戸集会所 1,458,282 438,000 改修

龍舞町竜内 竜内会館 4,252,500 1,400,000 改修

藤阿久本村 藤阿久本村会館 857,536 285,000 改修

宝町 宝町会館 45,000,000 10,000,000 新築

中江田北高尾 寒沢会館 331,800 110,000 改修

中原 中原公民館 675,675 225,000 改修

平成２４年度 20 39,763,066 13,666,000

平成２５年度 15 96,813,720 18,953,000



年度 件数 総事業費 補助金額 団体名 集会施設 総事業費 補助金額 種類

集会施設新増築等補助金　実績（平成２０年度～令和４年度）

備前島押切堀口
（堀口）

堀口集会所 2,190,845 730,000 改修

浜町一区 浜町会館 1,268,400 422,000 改修

富若町 富若中央集会所 527,835 167,000 改修

世良田下（下新田） 下新田会館 562,359 187,000 改修

鶴生田町東 鶴生田町東集会所 543,123 181,000 改修

前小屋南ヶ丘（前小
屋）

前小屋会館 2,130,000 1,065,000 太陽光

大原五区 大原五区公民館 2,494,260 1,247,000 太陽光

二丁目 二丁目会館 1,922,400 640,000 改修

西本町 西本町会館 728,568 242,000 改修

大門仲町 大門仲町会館 2,624,400 874,000 改修

入町 入町会館 927,288 300,000 改修

東矢島町 東矢島集会所 3,560,000 1,668,000 増築改修

高林北町 高林北集会所 916,941 305,000 改修

高林西町 高林西町集会所 2,269,782 756,000 改修

東長岡伊豆山 東長岡伊豆山集会所 624,240 150,000 改修

由良町寺家 由良町寺家区民会館 723,600 241,000 改修

西野谷町 西野谷集会所 2,527,114 1,239,000 増築改修

只上町一区 只上町一区集会所 1,020,600 340,000 改修

東今泉町 東今泉町集会所 437,010 145,000 改修

岩松住宅
岩松住宅区民セン
ター

540,000 180,000 改修

世良田上（今井） 今井会館 558,900 186,000 改修

六千石 六千石公民館 1,035,849 345,000 改修

山之神 山之神公民館 457,164 152,000 改修

脇屋町 脇屋町集会所 436,266 143,000 改修

百石 百石地区公民館 230,000 76,000 改修

末広町 末広町会館 324,000 108,000 改修

高林南町 高林中央集会所 480,000 160,000 改修

平成２５年度 15 96,813,720 18,953,000

22 26,968,382 10,562,000平成２６年度



年度 件数 総事業費 補助金額 団体名 集会施設 総事業費 補助金額 種類

集会施設新増築等補助金　実績（平成２０年度～令和４年度）

入町 入町会館 265,979 88,000 改修

飯田町 飯田町住民センター 259,200 86,000 改修

牛沢町 牛沢会館 578,842 191,000 改修

末広町 末広町会館 428,436 141,000 改修

東長岡町馬場
東長岡町馬場区民会
館

311,634 103,000 改修

熊野町 熊野町集会所 280,260 93,000 改修

矢場新町 矢場新町会館 430,000 143,000 改修

下強戸 下強戸住民センター 2,948,400 1,474,000 増築

藤久良町一区 藤久良一区会館 1,032,739 344,000 改修

泉町 泉町会館 28,357,560 20,000,000 新築

下町 下町会館 518,400 172,000 改修

木崎仲町 仲町会館 2,406,000 774,000 改修

反町 反町多目的集会所 1,620,000 540,000 改修

三島 三島公民館 908,064 302,000 改修

大原五区 大原五区公民館 223,560 74,000 改修

大原六区 大原六区公民館 259,200 86,000 改修

市野井北 市野井北集会所 1,044,308 348,000 改修

内ケ島町 内ケ島町集会所 1,620,000 540,000 改修

小舞木町 小舞木町集会所 3,780,000 1,890,000 増築

高林東町 高林東町集会所 455,646 151,000 改修

高林南町 高林中央集会所 506,284 168,000 改修

城西町 城西町集会所 891,000 297,000 改修

由良町諏訪 諏訪会館 260,496 86,000 改修

矢田堀町 矢田堀町集会所 249,264 83,000 改修

吉沢町二区 反丸公民館 439,344 146,000 改修

大根 大根区北本郷集会所 1,764,504 588,000 改修

大 大集会所 22,572,000 10,000,000 新築

植木野町 植木野区会館 2,590,000 1,295,000 太陽光

熊野町 熊野町集会所 302,400 100,000 改修

金井嘉祢 嘉祢集会所 432,000 144,000 改修

平成２７年度 17 41,872,582 9,959,000

平成２８年度 16 38,738,748 11,445,000



年度 件数 総事業費 補助金額 団体名 集会施設 総事業費 補助金額 種類

集会施設新増築等補助金　実績（平成２０年度～令和４年度）

八幡南 八幡町会館 1,605,706 535,000 改修

上強戸町 上強戸集会所 1,019,520 339,000 改修

一丁目 一丁目会館 250,584 83,000 改修

新島町 新島町公民館 626,400 208,000 改修

高林東町 高林東町集会所 518,529 160,000 改修

吉沢町一区 落内公民館 3,682,800 1,227,000 改修

中江田北高尾 宿赤会館 756,702 249,000 改修

三島 三島公民館 1,015,772 338,000 改修

大原四区 大原四区公民館 295,000 98,000 改修

大原五区 大原五区公民館 299,160 99,000 改修

下只上自治会 下只上集会所 15,000,000 10,000,000 新築

浜町一区 浜町会館 386,640 128,000 改修

東別所町 東別所住民センター 12,000,000 5,000,000 増築

内ケ島町 内ケ島集会所 615,600 205,000 改修

高林東町 高林東町集会所 292,464 97,000 改修

矢場新町 矢場新町会館 436,000 145,000 改修

成塚町 成塚会館 1,008,396 336,000 改修

中根町 中根集会所 534,152 178,000 改修

只上町一区 只上町一区集会所 712,800 237,000 改修

丸山七日市 丸山七日市集会所 845,662 281,000 改修

わかば すずかけ会館 583,200 194,000 改修

世良田上 今井会館 588,168 148,000 改修

世良田下 下新田会館 320,000 106,000 改修

花香塚 花香塚会館 257,000 85,000 改修

早川 いずみ会館 2,632,802 877,000 改修

木崎上町 上町会館 29,329,560 20,000,000 新築

下田中 下田中会館 523,486 174,000 改修

滝之入 滝之入公民館 203,299 67,000 改修

平成２８年度 16 38,738,748 11,445,000

平成２９年度 8 22,194,363 7,379,000

平成３０年度 17 51,269,229 13,258,000



年度 件数 総事業費 補助金額 団体名 集会施設 総事業費 補助金額 種類

集会施設新増築等補助金　実績（平成２０年度～令和４年度）

飯田町 飯田町住民センター 227,880 75,000 改修

高林西町 高林西町集会所 594,864 198,000 改修

岩瀬川町 岩瀬川住民センター 3,050,000 1,016,000 改修

石原町一区 石原町一区区民会館 714,960 238,000 改修

城西町 城西の杜集会所 2,899,754 1,449,000 増築

東金井町一区
東金井町一区区民会
館

17,111,111 10,000,000 新築

藤阿久本村 藤阿久本村会館 290,520 96,000 改修

吉沢町一区 萩原公民館 340,524 113,000 改修

世良田中 南八会館 2,592,000 864,000 改修

木崎仲町 木崎仲町会館 2,998,820 1,499,000 太陽光

木崎下仲上田島 下仲会館 225,072 75,000 改修

小舞木町 小舞木町集会所 311,040 103,000 改修

只上町一区 只上町一区集会所 506,000 168,000 改修

百石 百石地区公民館 228,000 76,000 改修

世良田中 南八会館 1,676,466 558,000 改修

世良田下 下新田会館 408,694 136,000 改修

鳥山上町 鳥山上町会館 316,000 105,000 改修

鶴生田町東 鶴生田町東集会所 25,256,000 10,000,000 新築

上中溜池権萩 新田溜池町公民館 969,000 323,000 改修

由良町寺家 由良町寺家集会所 450,000 150,000 改修

前小屋南ヶ丘 南ヶ丘会館 674,080 224,000 改修

台之郷町二区
台之郷二区住民セン
ター

498,590 154,000 改修

上江田 上江田会館 5,070,076 1,690,000 改修

上江田 上江田会館 1,529,924 764,000 増築

内ケ島町 内ヶ島町集会所 253,000 84,000 改修

市多村新田 市多村新田公民館 229,900 76,000 改修

早川 いずみ会館 627,000 209,000 改修

世良田中 新町会館 387,200 129,000 改修

由良町体宮 由良町体宮集会所 330,000 110,000 改修

一丁目 一丁目会館 746,200 248,000 改修

令和元年度 12 32,288,018 10,726,000

令和２年度 20 44,840,830 11,650,000



年度 件数 総事業費 補助金額 団体名 集会施設 総事業費 補助金額 種類

集会施設新増築等補助金　実績（平成２０年度～令和４年度）

只上町二区 楽前集会所 3,115,000 923,000 改修

世良田上 今井会館 1,569,700 523,000 改修

金井嘉祢 嘉祢集会所 1,864,862 621,000 改修

早川 いずみ会館 423,115 141,000 改修

只上町一区 只上町一区集会所 374,000 124,000 改修

百石 百石地区公民館 270,380 90,000 改修

由良町北上 北上会館 352,385 117,000 改修

高林西町 高林西町集会所 460,900 153,000 改修

新島町 新島町公民館 379,720 126,000 改修

岩瀬川町
岩瀬川町住民セン
ター

6,260,000 2,086,000 改修

木崎下仲上田島 上田島会館 660,000 220,000 改修

台之郷町六区 台之郷町六区集会所 7,400,000 2,466,000 改修

富若町 富若中央集会所 1,000,960 333,000 改修

三丁目 三丁目集会所 643,500 214,000 改修

城西町 城西の杜集会所 1,493,305 497,000 改修

栄町 栄町集会所 977,196 325,000 改修

高林東町 高林東町集会所 240,000 80,000 改修

反町 反町多目的集会所 318,664 106,000 改修

台 台地区公民館 512,215 170,000 改修

下田中 下田中会館 264,000 88,000 改修

阿久津岩松 南岩松集会所 271,920 90,000 改修

新星 新星公民館 276,210 92,000 改修

末広町 末広町会館 544,500 181,000 改修

大原一区 大原一区公民館 357,698 119,000 改修

令和２年度 20 44,840,830 11,650,000

令和３年度 22 25,345,530 8,439,000



年度 件数 総事業費 補助金額 団体名 集会施設 総事業費 補助金額 種類

集会施設新増築等補助金　実績（平成２０年度～令和４年度）

百石 百石地区公民館 935,000 311,000 改修

早川 いずみ会館 317,000 105,000 改修

吉沢町二区反丸自
治会

反丸自治会館 15,000,000 5,000,000 新築

南新井町 南新井町集会所 204,000 68,000 改修

下田中 下田中会館 264,000 88,000 改修

尾島南部 亀岡住民センター 531,300 177,000 改修

鳥山下町 鳥山下町会館 775,775 258,000 改修

滝之入 滝之入公民館 1,351,064 450,000 改修

大原五区 大原五区公民館 304,700 101,000 改修

高林南町 高林中央集会所 1,652,640 550,000 改修

城西町 城西町集会所 2,652,243 884,000 改修

細谷町西新町町内
会

細谷町西新町コミュニ
ティセンター

33,557,700 5,000,000 新築

藤久良町一区 藤久良町一区会館 817,465 272,000 改修

末広町 末広町会館 2,375,000 791,000 改修

牛沢町 牛沢会館 770,000 256,000 改修

丸山七日市 丸山七日市集会所 576,400 192,000 改修

令和４年度 16 62,084,287 14,503,000


