
ふれあい備品助成事業　助成実績一覧表（R4案内用）

連合名 自治会名 助成年度 連合名 自治会名 助成年度 連合名 自治会名 助成年度 連合名 自治会名 助成年度 連合名 自治会名 助成年度
第１連合 神前東 2010 六荘連合 平方北（S*L) 湯田連合 平塚 2012 虎姫連合 桜町 木之本連合 千田 2011
第１連合 御坊東 2009 六荘連合 四ツ塚 2012 湯田連合 西野 2007 虎姫連合 柿ノ木 2010 木之本連合 南黒田
第１連合 神前栄 2011 六荘連合 大辰巳 湯田連合 湯次 2008 虎姫連合 新旭町 伊香具連合 山梨子
第１連合 三の宮北 六荘連合 室 2010 湯田連合 新三田 2008 虎姫連合 五村 伊香具連合 西山
第１連合 三の宮中 六荘連合 永久寺 2010 湯田連合 西新三田 小谷連合 小谷郡上 2011 余呉連合 下余呉 2009
第１連合 三の宮南 六荘連合 大戌亥 2011 湯田連合 野上 2012 小谷連合 小谷美濃山 余呉連合 八戸 2007
第１連合 米川 2012 六荘連合 下坂中 湯田連合 北新三田 小谷連合 小谷上山田 2011 余呉連合 下丹生 2009
第１連合 一の宮 六荘連合 下坂浜 2011 湯田連合 三田花の郷 小谷連合 河毛 2011 余呉連合 上丹生 2007
第２連合 高田北 南郷里連合 宮司東 2011 田根連合 力丸 2007 小谷連合 留目 2010 余呉連合 摺墨
第２連合 高田 南郷里連合 宮司西 2011 田根連合 木尾 2010 速水連合 小今 余呉連合 国安 2008
第２連合 高田中 南郷里連合 コーポ小堀（小堀新） 田根連合 小室 2011 速水連合 賀 余呉連合 小谷 2008
第３連合 片 南郷里連合 今川 田根連合 黒部 2010 速水連合 馬渡 2010 余呉連合 椿坂 2009
第３連合 南片 南郷里連合 七条新 2010 田根連合 谷口 2012 速水連合 南速水 2011 余呉連合 中河内
第３連合 十軒 南郷里連合 南小足 2006 田根連合 瓜生 2012 速水連合 小倉 2010 西浅井連合 祝山 2007
第３連合 金屋 南郷里連合 小足北 田根連合 田川 2006 速水連合 速水 2010 西浅井連合 野坂 2009
第３連合 錦南 南郷里連合 新栄 2012 田根連合 須賀谷 速水連合 八日市 2011 西浅井連合 塩津中 2009
第３連合 神戸 南郷里連合 日の出 下草野連合 北ノ郷 2006 速水連合 猫口 2012 西浅井連合 余 2009
第４連合 三ツ矢中東 南郷里連合 加納新 2012 下草野連合 東野 速水連合 湖北今 2012 西浅井連合 集福寺 2007
第４連合 大通寺 南郷里連合 南田附東 2006 下草野連合 醍醐 朝日連合 五坪 西浅井連合 横波 2009
第４連合 中三ツ矢 南郷里連合 南田附西 2008 下草野連合 徳山 朝日連合 大光寺 西浅井連合 岩熊 2007
第４連合 東三ツ矢北 2011 神照連合 川崎 2011 下草野連合 当目 2007 朝日連合 田中 西浅井連合 大浦 2009
第４連合 東三ツ矢中 神照連合 口分田 2007 下草野連合 西主計 朝日連合 海老江 西浅井連合 八田部 2008
第４連合 東三ツ矢南 神照連合 今 下草野連合 東主計 朝日連合 石川 西浅井連合 山門 2009
第４連合 京 2010 神照連合 泉 2008 下草野連合 浅井高原 朝日連合 尾上 2010 西浅井連合 中 2009
第５連合 三ツ矢北 神照連合 下之郷中 下草野連合 高尾 富永連合 持寺 西浅井連合 庄 2009
第５連合 仏光寺 神照連合 下之郷西 七尾連合 今荘 2009 富永連合 洞戸 2011 西浅井連合 黒山 2009
第５連合 北三越 神照連合 森 七尾連合 佐野 富永連合 高月尾山 2010
第５連合 南三越 神照連合 相撲　 2011 七尾連合 南池 2011 富永連合 保延寺 2011
第５連合 中日吉 神照連合 相撲西 2011 七尾連合 北池 2008 富永連合 雨森 2011
第５連合 三ツ矢新 神照連合 列見 2009 七尾連合 法楽寺 2006 富永連合 新井口
第６連合 郡上 2008 神照連合 神照東 七尾連合 野村 2011 高月連合 柏原 2011
第６連合 北呉服 神照連合 シティライフ 上草野連合 草野 高月連合 新柏原
第６連合 大手 神照連合 神照西 上草野連合 西村 高月連合 渡岸寺
第７連合 南呉服上 神照連合 北新北 2010 上草野連合 太田 高月連合 馬上 2012
第７連合 南呉服元 神照連合 北新暁 上草野連合 鍛冶屋 高月連合 宇根 2010
第７連合 殿 神照連合 八幡中山 2012 上草野連合 岡谷 高月連合 東阿閉 2010
第７連合 公園新 2012 神照連合 十里南新 2011 びわ連合 細江 2009 古保利連合 市営住宅東柳野

第７連合 長浜駅西 北郷里連合 保多 びわ連合 曽根 2012 古保利連合 松尾 2010
第７連合 大島 北郷里連合 垣籠 2012 びわ連合 錦織 2012 古保利連合 高月西野 2011
第７連合 北郷里連合 東上坂 2010 びわ連合 落合 2011 古保利連合 熊野
第７連合 鐘紡町緑風苑 北郷里連合 千草中 びわ連合 難波 2012 古保利連合 片山
第８連合 横 西黒田連合 本庄 びわ連合 野寺 2011 古保利連合 西阿閉 2012
第８連合 西本 西黒田連合 本庄新 2011 びわ連合 大浜町 2007 七郷連合 高月布施 2012
第８連合 東本 西黒田連合 常喜東 びわ連合 中浜 2011 七郷連合 唐川 2011
第８連合 八幡 西黒田連合 常喜西 2009 びわ連合 南浜 2011 七郷連合 唐川新町
第８連合 永保 西黒田連合 鳥羽上南 2009 びわ連合 小観音寺 七郷連合 横山
第８連合 箕浦 西黒田連合 名越 2011 びわ連合 稲葉 2008 七郷連合 東物部 2012
第８連合 北船東 2012 西黒田連合 布勢 2011 びわ連合 富田 2009 七郷連合 西物部 2011
第８連合 北船北 西黒田連合 小一条 びわ連合 下八木 2010 七郷連合 磯野 2011
第８連合 北船南 神田連合 加田東 2011 びわ連合 早崎 2009 杉野連合 金居原 2010
第９連合 南船 2012 神田連合 加田西 2012 びわ連合 安養寺 2012 杉野連合 音羽 2012
第９連合 栄船 2012 神田連合 加田今 2011 びわ連合 鶴ヶ島 2006 高時連合 古橋 2010
第９連合 船山 2012 神田連合 ビレッジハウス加田 びわ連合 みずべの里 2006 高時連合 石道 2011
第９連合 南新 湯田連合 内保 2010 びわ連合 はまべの里 高時連合 木之本小山
第９連合 中田 湯田連合 大路楽門 虎姫連合 唐国 2011 木之本連合 木之本 2010
第９連合 田旭 2011 湯田連合 三田 2010 虎姫連合 月ヶ瀬 木之本連合 西神領
六荘連合 八幡泉 湯田連合 大依 2012 虎姫連合 虎姫本町 2012 木之本連合 廣瀬
六荘連合 南高田 湯田連合 八島 2012 虎姫連合 大寺 2011 木之本連合 黒田
六荘連合 柳 2012 虎姫連合 西大井 木之本連合 黒田新町 2012
六荘連合 アウルコート長浜 木之本連合 駅前黒田
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