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No. 件数 種別 助成区分 事業細目名 事業名 内定額

(千円)

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

広域スポーツセンター
指導者派遣等事業

広域スポーツセンター指導者
派遣事業 2,165     

2 くじ
地方公共団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・スポー
ツ大会等の開催

子どもの体力向上事業 855       

1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝生化新設事業
木立を感じるまちづくり事業
（西園小学校） 4,074     

2 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝生化新設事業 大通高校緑化整備事業 2,671     

3 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝生化新設事業
木立を感じるまちづくり事業
（羊丘小学校） 3,477     

4 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝生化新設事業
木立を感じるまちづくり事業
（美しが丘緑小学校） 5,527     

5 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝生化新設事業
木立を感じるまちづくり事業
（有明小学校） 4,233     

6 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝生化新設事業
木立を感じるまちづくり事業
（幌東小学校） 5,854     

7 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝生化新設事業
木立を感じるまちづくり事業
（東白石中学校） 5,098     

3 北海道 美唄市 1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 人工芝生化新設事業
サン・スポーツランド美唄全
天候型テニスコート改修工事 44,661    

4 北海道 ニセコ町 1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

ニセコ東部地区スポーツクラ
ブ 969       

5 北海道 和寒町 1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ創設支援事業

和寒町総合型地域スポーツク
ラブ創設準備事業 488       

6 北海道 中川町 1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ創設支援事業

中川町総合型地域スポーツク
ラブ設立準備事業 532       

7 北海道 滝上町 1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝生化新設事業
滝上町多目的グラウンド芝生
化事業 6,006     

8 北海道 大空町 1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

豊住スポーツクラブ 396       

9 北海道 新冠町 1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

ＮＩ・ＳＰＯ（にいかっぷス
ポーツクラブ） 788       

10 北海道 浦河町 1 くじ
地方公共団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・スポー
ツ大会等の開催

高齢者体力アップ推進事業
「うらかわ健康道場」 770       

11 青森県 1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

広域スポーツセンター
指導者派遣等事業

広域スポーツセンター運営事
業 1,795     

12 青森県 むつ市 1 くじ 地域スポーツ施設整備助成
スポーツ施設等整備事
業（大規模改修・改

むつ運動公園陸上競技場第３
種公認継続検定整備事業 98,869    

13 岩手県 1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

広域スポーツセンター
指導者派遣等事業

広域スポーツセンター運営事
業 1,720     

14 岩手県 田野畑村 1 くじ 地域スポーツ施設整備助成
スポーツ施設等整備事
業（大規模改修・改

田野畑村営野球場 66,387    

15 宮城県 1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 人工芝生化新設事業
県サッカー場Ｃグラウンド人
工芝生化事業 47,395    

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

とよまスポーツクラブ“蔵っ
こ” 2,482     

2 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

文化・スポーツクラブはさま 2,800     

3 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

スポーツクラブみなみかた 2,560     

17 宮城県 大崎市 1 くじ
地方公共団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・スポー
ツ大会等の開催

スポーツフィールドおおさき
市民交流会 714       

18 秋田県 1 くじ
地方公共団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・スポー
ツ大会等の開催

ＡＫＩＴＡスーパーわか杉っ
子発掘プロジェクト 2,869     

1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝生化新設事業
二ツ山総合公園多目的広場緑
化工事 25,341    

2 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝維持活動事業
二ツ山総合公園多目的広場天
然芝維持活動事業 1,164     

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

こまちハート・オブ・ゴール
ド 1,240     

2 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

チャレンジスポーツクラブい
なかわ 1,240     

3 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

みなせスポーツ・文化クラブ
「楽日人」 986       

1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 人工芝生化新設事業
山本屋内ゲートボール場人工
芝生化事業 13,486    

2 くじ 地域スポーツ施設整備助成
スポーツ施設等整備事
業

山本屋内ゲートボール場防球
ネット設置事業 6,979     

22 山形県 1 くじ
地方公共団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・スポー
ツ大会等の開催

第２３回国際蔵王ジャンプ大
会 2,669     

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

ふじしまスポーツクラブ 968       

2 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

くしびきスポーツクラブ 920       

3 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

たかだてスポーツクラブ 800       

4 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

あつみスポーツクラブネクサ
ス 1,040     

24 山形県 東根市 1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

マイ・スポーツひがしね 2,000     

25 山形県 1 くじ
地方公共団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・スポー
ツ大会等の開催

平成２２年度白鷹若鮎マラソ
ン大会 670       

1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 人工芝生化新設事業
（仮称）庄内町第二屋内多目
的運動場人工芝生化新設事業 31,000    

2 くじ 地域スポーツ施設整備助成
スポーツ施設等整備事
業

（仮称）第２屋内多目的運動
場建設事業 20,000    

団体名／種目等・地域

秋田県 三種町

北海道

宮城県 登米市

秋田県 大館市

湯沢市秋田県

山形市（国際蔵王ジャ
ンプ大会実行委員会）

白鷹町（白鷹若鮎マラ
ソン大会実行委員会）

北海道 札幌市

山形県 鶴岡市

山形県 庄内町

1

2

16

19

20

21

23

26



No. 件数 種別 助成区分 事業細目名 事業名 内定額

(千円)

団体名／種目等・地域

27 福島県 喜多方市 1 くじ
地方公共団体スポーツ活動助
成

指導者の養成・活用
太極拳・太極拳ゆったり体操
指導員育成事業 618       

28 茨城県 笠間市 1 くじ
地方公共団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・スポー
ツ大会等の開催

かさま陶芸の里マラソン大会 1,900     

1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝生化新設事業
平成22年度　ひたち野うしく
小学校校庭芝生整備事業 2,276     

2 くじ 地域スポーツ施設整備助成 人工芝生化新設事業
牛久運動公園テニスコート人
工芝生化工事 13,279    

3 くじ 地域スポーツ施設整備助成 人工芝生化新設事業
奥野運動広場テニスコート人
工芝生化工事 4,225     

4 くじ 地域スポーツ施設整備助成 人工芝生化改設事業
牛久運動公園テニスコート人
工芝改設工事 5,429     

30 栃木県 日光市 1 くじ
地方公共団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・スポー
ツ大会等の開催

日光市アイススケート・アイ
スホッケー教室 960       

31 栃木県 那須塩原市 1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 人工芝生化新設事業
那須塩原市青木サッカー場グ
ラウンド整備工事 48,000    

32 栃木県 益子町 1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 人工芝生化新設事業
益子町総合体育場テニスコー
ト人工芝新設事業 48,000    

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

広域スポーツセンター
指導者派遣等事業

広域スポーツセンター推進事
業 192       

2 くじ
地方公共団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・スポー
ツ大会等の開催

埼玉国際ジュニアサッカー大
会２０１０ 4,216     

3 くじ
地方公共団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・スポー
ツ大会等の開催

県民総合体育大会 2,264     

1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝生化新設事業
埼玉県鳩ヶ谷市立里小学校校
庭芝生化事業 227       

2 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝維持活動事業
埼玉県鳩ケ谷市立里小学校校
庭天然芝維持活動事業 627       

35 埼玉県 富士見市 1 くじ 地域スポーツ施設整備助成
スポーツ施設等整備事
業（大規模改修・改

富士見市立市民総合体育館屋
上防水等改修事業 27,798    

36 千葉県 1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 人工芝生化改設事業
千葉県総合スポーツセンター
テニスコート改修工事 30,000    

37 千葉県 船橋市 1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 人工芝生化改設事業
法典公園テニスコート人工芝
整備事業 15,120    

38 千葉県 旭市 1 くじ
地方公共団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・スポー
ツ大会等の開催

第１回旭市民体育祭 828       

39 千葉県 松戸市 1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 人工芝生化改設事業 松戸中央公園庭球場整備工事 6,352     
40 千葉県 市原市 1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝生化新設事業 加茂地区運動広場建設事業 48,000    

1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 人工芝生化新設事業 勝浦市営第二庭球場移設工事 22,078    
2 くじ 地域スポーツ施設整備助成 スポーツ施設等整備事

業
勝浦市営第二庭球場移設工事 15,050    

42 東京都 1 くじ 地域スポーツ施設整備助成
スポーツ施設等整備事
業（大規模改修・改

駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園総合運動場
陸上競技場改修工事（ﾌｨｰﾙﾄﾞ 100,000   

1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 人工芝生化新設事業
新宿区立西戸山小学校運動場
人工芝新設事業 37,512    

2 くじ 地域スポーツ施設整備助成 人工芝生化新設事業
新宿区立西新宿小学校運動場
人工芝新設事業 30,068    

44 東京都 目黒区 1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 人工芝生化新設事業 校庭の人工芝生化 48,000    
1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 人工芝生化改設事業 神南小学校校庭整備 28,952    
2 くじ 地域スポーツ施設整備助成 人工芝生化改設事業 幡代小学校校庭整備 30,000    
3 くじ 地域スポーツ施設整備助成 人工芝生化改設事業 富谷小学校校庭整備 30,000    
4 くじ 地域スポーツ施設整備助成 人工芝生化改設事業 上原小学校校庭整備 30,000    
5 くじ 地域スポーツ施設整備助成 人工芝生化改設事業 中幡小学校校庭整備 30,000    

46 東京都 杉並区 1 くじ 地域スポーツ施設整備助成
スポーツ施設等整備事
業

上井草スポーツセンター多目
的競技場整備 12,035    

47 東京都 北区 1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 人工芝生化改設事業
浮間子供スポーツ広場サッ
カー場人工芝張替工事 30,000    

48 東京都 調布市 1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝生化新設事業
武蔵野の森公園西町野球場
（仮称）整備工事 48,000    

49 東京都 西東京市 1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

にしはらスポーツクラブ 1,050     

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

広域スポーツセンター
指導者派遣等事業

総合型地域スポーツクラブ普
及・定着化事業 1,200     

2 くじ
地方公共団体スポーツ活動助
成

調査研究
県民の体力・スポーツに関す
る調査 2,666     

1 くじ 地域スポーツ施設整備助成
スポーツ施設等整備事
業（大規模改修・改

横浜市港北スポーツセンター
屋上防水工事 44,516    

2 くじ 地域スポーツ施設整備助成
スポーツ施設等整備事
業（大規模改修・改

保土ケ谷スポーツセンター壁
面塗装等工事 57,964    

52 神奈川県 平塚市 1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

港スポーツクラブ 800       

1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝生化新設事業
逗子市立久木小学校校庭天然
芝生化事業 3,435     

2 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝維持活動事業
逗子市立久木小学校校庭天然
芝生化事業 655       

1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 人工芝生化新設事業
有料公園施設(スポーツ施設)
整備事業 26,460    

2 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

東海大学健康クラブ研究会 1,134     

1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 人工芝生化改設事業 及川球場人工芝張替工事 30,000    

2 くじ 地域スポーツ施設整備助成 人工芝生化改設事業
若宮公園テニスコート人工芝
張替工事 16,878    厚木市神奈川県

伊勢原市神奈川県

神奈川県

神奈川県 横浜市

逗子市神奈川県

新宿区東京都

渋谷区東京都

埼玉県

鳩ヶ谷市埼玉県

勝浦市千葉県

牛久市茨城県29

33

34

41

43

45

50

51

53

54

55



No. 件数 種別 助成区分 事業細目名 事業名 内定額

(千円)

団体名／種目等・地域

3 くじ
地方公共団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・スポー
ツ大会等の開催

あつぎマラソン 2,411     

56 新潟県 1 くじ
地方公共団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・スポー
ツ大会等の開催

第１４回国際ユースサッカー
in新潟 2,653     

57 新潟県 三条市 1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝生化新設事業
三条市総合運動公園サッカー
場整備・芝生播種工事 11,598    

58 新潟県 小千谷市 1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝生化新設事業 信濃川河川公園整備事業 17,463    

1 くじ 地域スポーツ施設整備助成
クラブハウス整備事業
（新築）

（仮称）クロアチアピッチク
ラブハウス整備事業（(NPO)
ネージュスポーツクラブ）

60,000    

2 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝生化新設事業
吉田クロスカントリー競技場
整備事業 17,448    

3 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝維持活動事業
吉田クロスカントリー競技場
整備事業 1,333     

4 くじ 地域スポーツ施設整備助成
スポーツ施設等整備事
業

吉田クロスカントリー競技場
整備事業 13,152    

5 くじ
地方公共団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・スポー
ツ大会等の開催

ノルディックウォーキング普
及プログラム 848       

6 くじ
地方公共団体スポーツ活動助
成

指導者の養成・活用
ノルディックウォーキング指
導者養成 527       

7 くじ 地方公共団体スポーツ活動助
成

スポーツ情報の提供 ホームページの開設 342       

1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝生化新設事業
田井小学校グラウンド天然芝
生化新設事業 1,662     

2 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝維持活動事業
田井小学校グラウンド天然芝
生化維持活動事業 694       

61 新潟県 妙高市 1 くじ
地方公共団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・スポー
ツ大会等の開催

友好都市スポーツ交流事業 720       

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

広域スポーツセンター
指導者派遣等事業

富山県広域スポーツセンター
運営事業 4,287     

2 くじ
地方公共団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・スポー
ツ大会等の開催

「スポレクデーとやま」推進
事業 2,000     

63 富山県 富山市 1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 人工芝生化改設事業
富山市富山南総合公園庭球場
人工芝張替工事 7,111     

64 富山県 舟橋村 1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

舟橋文化スポーツクラブ 2,500     

65 富山県 立山町 1 くじ 地域スポーツ施設整備助成
スポーツ施設等整備事
業（大規模改修・改

町営上東体育館大規模改修事
業 22,200    

1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 人工芝生化新設事業
和倉温泉多目的広場フットサ
ル場人工芝新設事業 16,079    

2 くじ 地域スポーツ施設整備助成
スポーツ施設等整備事
業（大規模改修・改

七尾総合市民体育館アリーナ
床改修工事 29,670    

67 石川県 かほく市 1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

クラブパル 7,190     

68 福井県 1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

広域スポーツセンター
指導者派遣等事業

総合型地域スポーツクラブ育
成支援事業 784       

69 福井県 鯖江市 1 くじ
地方公共団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・スポー
ツ大会等の開催

西日本ジュニア体操選手権大
会 4,333     

70 福井県 越前町 1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

えちぜんスポーツクラブ 2,000     

71 山梨県 甲州市 1 くじ
地方公共団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・スポー
ツ大会等の開催

地域スポーツ活動推進事業 603       

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

広域スポーツセンター
指導者派遣等事業

平成22年度総合型地域スポー
ツクラブ指導者等派遣事業 1,058     

2 くじ
地方公共団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・スポー
ツ大会等の開催

２０１０県民スポーツフェス
ティバル 2,979     

1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 人工芝生化新設事業
松本市サッカー場人工芝新設
事業 48,000    

2 くじ 地域スポーツ施設整備助成
スポーツ施設等整備事
業

松本市サッカー場夜間照明新
設事業 20,000    

74 長野県 諏訪市 1 くじ 地域スポーツ施設整備助成
スポーツ施設等整備事
業（大規模改修・改

諏訪湖スタジアムスコアボー
ド改修事業 45,950    

75 長野県 塩尻市 1 くじ
地方公共団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・スポー
ツ大会等の開催

第２回塩尻ぶどうの郷ロード
レース 1,074     

76 長野県 軽井沢町 1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝生化新設事業 中部小学校校庭芝生化改修工
事

18,549    

77 長野県 天龍村 1 くじ
地方公共団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・スポー
ツ大会等の開催

天龍梅花駅伝大会 3,666     

78 長野県 1 くじ
地方公共団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・スポー
ツ大会等の開催

第１３回白馬スノーハープク
ロスカントリー大会 2,677     

79 長野県 木島平村 1 くじ
地方公共団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・スポー
ツ大会等の開催

木島平村アーチェリー教室・
大会実施事業 2,212     

80 岐阜県 高山市 1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 人工芝生化新設事業
岡本テニスコート人工芝整備
事業 15,409    

81 岐阜県 中津川市 1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 人工芝生化改設事業
中津川公園テニスコート人工
芝張替工事 13,738    

1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝生化新設事業
グラウンド芝生化事業(生津
小学校) 5,906     

2 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝生化新設事業
グラウンド芝生化事業(西小
学校) 3,303     

3 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝維持活動事業
グラウンド天然芝維持活動事
業(生津小学校) 1,187     

4 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝維持活動事業
グラウンド天然芝維持活動事
業(西小学校) 1,036     

83 岐阜県 郡上市 1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 人工芝生化改設事業
郡上八幡テニスコート人工芝
改修事業 6,470     

瑞穂市岐阜県

富山県

長野県

長野県 松本市

七尾市石川県

十日町市新潟県

見附市新潟県

白馬村(白馬ｽﾉｰﾊｰﾌﾟｸﾛ
ｽｶﾝﾄﾘｰ大会実行員会)

59

60

62

66

72

73

82



No. 件数 種別 助成区分 事業細目名 事業名 内定額

(千円)

団体名／種目等・地域

84 岐阜県 岐南町 1 くじ 地域スポーツ施設整備助成
スポーツ施設等整備事
業（大規模改修・改

岐南町総合体育館耐震補強及
び大規模改修工事事業 94,666    

85 岐阜県 養老町 1 くじ
地方公共団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・スポー
ツ大会等の開催

地域スポーツ活動推進事業 1,366     

86 岐阜県 七宗町 1 くじ
地方公共団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・スポー
ツ大会等の開催

第１４回レッキーマラソン 1,546     

87 岐阜県 白川町 1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

チャオ白川スポルトクラブ 1,200     

1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝生化新設事業
清水岡小学校グラウンド芝生
化事業 48,000    

2 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝維持活動事業
清水岡小学校グラウンド芝生
化事業 488       

89 静岡県 浜松市 1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 スポーツ施設等整備事
業

和地山公園防球ネット設置工
事

5,014     

90 静岡県 三島市 1 くじ 地域スポーツ施設整備助成
クラブハウス整備事業
（新築）

南二日町グラウンド総合型ク
ラブハウス建設工事
（エンジョイスポーツ三島）

39,700    

91 静岡県 島田市 1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 人工芝生化改設事業 中央公園庭球場人工芝改設事
業

11,481    

92 静岡県 富士市 1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 人工芝生化新設事業
吉原商業高等学校運動場人口
芝生化事業 48,000    

1 くじ
地方公共団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・スポー
ツ大会等の開催

スポーツ教室等開催事業 1,194     

2 くじ 地方公共団体スポーツ活動助
成

調査研究 校庭芝生維持活用調査研究事
業

2,800     

94 静岡県 藤枝市 1 くじ
地方公共団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・スポー
ツ大会等の開催

スポーツ＆健康フェスタｉｎ
ふじえだ２０１０ 600       

95 静岡県 袋井市 1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 人工芝生化新設事業 浅羽テニスコート改修工事 10,681    

96 愛知県 1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

広域スポーツセンター
指導者派遣等事業

広域スポーツセンター運営委
託事業 8,000     

1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 人工芝生化改設事業
志段見スポーツグラウンドテ
ニスコート人工芝改設工事 30,000    

2 くじ 地域スポーツ施設整備助成
スポーツ施設等整備事
業（大規模改修・改

総合体育館レインボーアイス
アリーナ製氷設備設置事業 100,000   

98 愛知県 豊橋市 1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝生化新設事業
豊橋市立前芝小学校運動場天
然芝生化新設事業 13,515    

99 愛知県 瀬戸市 1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

水野・西陵いきいきクラブ 800       

100 愛知県 碧南市 1 くじ 地域スポーツ施設整備助成
スポーツ施設等整備事
業（大規模改修・改

臨海体育館改修事業 42,468    

101 愛知県 豊田市 1 くじ
地方公共団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・スポー
ツ大会等の開催

豊田市小学生ドッジボール大
会 949       

102 愛知県 安城市 1 くじ 地域スポーツ施設整備助成
スポーツ施設等整備事
業（大規模改修・改

愛知県陸上競技場公認更新工
事 100,000   

103 愛知県 東海市 1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 人工芝生化改設事業
東海市元浜スポーツ広場元浜
テニスコート人工芝改設事業 9,528     

104 愛知県 大府市 1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

大府市総合型地域スポーツク
ラブ　「ＯＢＵ　エニスポ」 2,975     

105 愛知県 知立市 1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ創設支援事業

総合型地域スポーツクラブ創
設事業 1,000     

106 愛知県 日進市 1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ創設支援事業

総合型地域スポーツクラブ創
設事業 1,080     

107 愛知県 みよし市 1 くじ
地方公共団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・スポー
ツ大会等の開催

スポーツ教室開催事業 1,104     

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

活き生きかにえスポーツクラ
ブ 2,442     

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

武豊町スポーツクラブ 1,478     

2 くじ
地方公共団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・スポー
ツ大会等の開催

武豊町スポーツフェスティバ
ル 728       

1 くじ
地方公共団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・スポー
ツ大会等の開催

みえスポーツフェスティバル
２０１０ 1,666     

2 くじ
地方公共団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・スポー
ツ大会等の開催

美（うま）し国三重市町対抗
駅伝 5,000     

1 くじ 地域スポーツ施設整備助成
スポーツ施設等整備事
業

霞ヶ浦サッカー場夜間照明増
設工事 5,600     

2 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

内部地区総合型地域スポーツ
クラブ（仮名称） 1,517     

3 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

スポーツクラブさんさん 1,200     

4 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

ビバ・橋北 1,061     

112 三重県 桑名市 1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

ＴＡＦスポミンクラブ 1,600     

113 三重県 亀山市 1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

Ｌｅ’ｔｓスポーツわくわく
くらぶ 1,668     

114 三重県 菰野町 1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

元気アップこものスポーツク
ラブ 2,400     

115 三重県 朝日町 1 くじ 地域スポーツ施設整備助成
スポーツ施設等整備事
業

朝日町民スポーツ施設天井
ネット及び防球ネット設置工 19,133    

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

スポーツクラブCiao 1,504     

2 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

城山あいあいクラブ 1,123     

3 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

綾野ゆうゆうクラブ 800       

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

湖南市ちょいスポクラブ 800       

甲賀市滋賀県

湖南市滋賀県

名古屋市愛知県

蟹江町愛知県

武豊町愛知県

三重県

四日市市三重県

静岡県 静岡市

磐田市静岡県
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110
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111

116
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No. 件数 種別 助成区分 事業細目名 事業名 内定額

(千円)

団体名／種目等・地域

2 くじ
地方公共団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・スポー
ツ大会等の開催

湖南市スポーツカーニバル補
助金 1,040     

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

Ｅｎｊｏｙマキノ 800       

2 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

いまづジョイナスクラブ 800       

1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 スポーツ施設等整備事
業

米原市新グラウンド造成事業 20,000    

2 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

いぶきスポーツクラブ 537       

3 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

ＭＯＳスポーツクラブ 1,880     

120 滋賀県 多賀町 1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 人工芝生化新設事業
多賀町屋内多目的運動広場人
工芝生化新設事業 17,625    

121 京都府 宮津市 1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 人工芝生化新設事業
宮津運動公園テニスコート人
工芝生化新設事業 47,374    

1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝生化新設事業
京丹後市立網野北小学校校庭
天然芝生化事業 764       

2 くじ
地方公共団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・スポー
ツ大会等の開催

久美浜湾一周駅伝競走大会 779       

123 京都府 与謝野町 1 くじ
地方公共団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・スポー
ツ大会等の開催

第３回与謝野町駅伝競走大会 617       

1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 人工芝生化新設事業 服部緑地補助競技場改修事業 48,000    
2 くじ 地域スポーツ施設整備助成 スポーツ施設等整備事

業
服部緑地補助競技場改修事業 20,000    

125 大阪府 門真市 1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 人工芝生化改設事業
門真市立テニスコート人工芝
張替事業 23,840    

126 大阪府 箕面市 1 くじ
地方公共団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・スポー
ツ大会等の開催

第3回箕面森町妙見山麓マラ
ソン大会 1,000     

127 兵庫県 神戸市 1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 人工芝生化新設事業
港島中学校グラウンド人工芝
生化事業 48,000    

1 くじ
地方公共団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・スポー
ツ大会等の開催

養父市長杯スキー大会(シ
リーズ戦) 1,171     

2 くじ
地方公共団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・スポー
ツ大会等の開催

ジュニア育成事業 1,312     

3 くじ
地方公共団体スポーツ活動助
成

指導者の養成・活用
アルペンジュニアスキーコー
チ＆障害者スキー指導員養成
研修会

510       

1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝生化新設事業 奈良県立高円高等学校 5,517     
2 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝生化新設事業 奈良県立大和中央高等学校 7,545     
3 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝生化新設事業 奈良県立西和養護学校 5,517     
4 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝生化新設事業 奈良県立奈良西養護学校 5,517     
5 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝生化新設事業 奈良県立二階堂養護学校 3,494     

6 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝維持活動事業
奈良県立高円高等学校芝生化
促進事業 1,331     

7 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝維持活動事業
奈良県立大和中央高等学校芝
生化促進事業 1,331     

8 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝維持活動事業
奈良県立西和養護学校芝生化
促進事業 1,331     

9 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝維持活動事業
奈良県立奈良西養護学校芝生
化促進事業 1,331     

10 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝維持活動事業
奈良県立二階堂養護学校芝生
化促進事業 1,038     

1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝生化新設事業
三輪崎小学校　屋外運動場芝
生化事業 4,871     

2 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝維持活動事業
三輪崎小学校　屋外運動場芝
生化事業 692       

1 くじ 地域スポーツ施設整備助成
クラブハウス整備事業
（新築）

クラブハウス整備事業
（(NPO)くちくまのクラブ） 60,000    

2 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝生化改設事業 天然芝生化整備事業 8,951     
3 くじ 地域スポーツ施設整備助成 人工芝生化新設事業 人工芝生化整備事業 48,000    
4 くじ 地域スポーツ施設整備助成 スポーツ施設等整備事

業
夜間照明施設整備事業 20,000    

1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝生化新設事業
中浜緑地グランド芝生化新設
事業 3,011     

2 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝生化新設事業 渡小学校 3,582     
3 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝生化新設事業 外江小学校 3,560     
4 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝生化新設事業 境小学校 3,252     
5 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝生化新設事業 上道小学校 3,286     
6 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝生化新設事業 余子小学校 3,641     
7 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝生化新設事業 中浜小学校 3,317     
8 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝生化新設事業 第一中学校 3,773     
9 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝維持活動事業 渡小学校 223       
10 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝維持活動事業 外江小学校 227       
11 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝維持活動事業 境小学校 157       
12 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝維持活動事業 上道小学校 159       
13 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝維持活動事業 余子小学校 225       
14 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝維持活動事業 中浜小学校 176       
15 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝維持活動事業 第一中学校 239       

133 鳥取県 北栄町 1 くじ 地域スポーツ施設整備助成
スポーツ施設等整備事
業

北栄町お台場公園防球ネット
設置工事 5,431     

新宮市和歌山県

上富田町和歌山県

境港市鳥取県

大阪府

養父市兵庫県

奈良県

高島市滋賀県

米原市滋賀県

京丹後市京都府

118

119

122

124

128

129

130

131

132



No. 件数 種別 助成区分 事業細目名 事業名 内定額

(千円)

団体名／種目等・地域

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

広域スポーツセンター
指導者派遣等事業

専任指導者配置事業等 5,182     

2 くじ
地方公共団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・スポー
ツ大会等の開催

第２２回島根県スポーツ・レ
クリエーション祭 2,244     

1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 人工芝生化改設事業
大社健康スポーツ公園テニス
コート人工芝生化整備事業 15,661    

2 くじ 地域スポーツ施設整備助成
スポーツ施設等整備事
業

大社健康スポーツ公園テニス
コートフェンス設置工事 1,733     

3 くじ 地域スポーツ施設整備助成
スポーツ施設等整備事
業

古志スポーツセンター多目的
広場防球フェンス設置工事 1,876     

4 くじ 地域スポーツ施設整備助成
スポーツ施設等整備事
業

稗原運動広場防球ネット設置
工事 1,960     

1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝生化新設事業
リバーサイドパーク天然芝生
化新設事業 6,821     

2 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝維持活動事業
リバーサイドパーク天然芝生
化維持活動事業 1,047     

137 岡山県 1 くじ
地方公共団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・スポー
ツ大会等の開催

夢アスリート発掘事業 1,791     

138 岡山県 岡山市 1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝生化改設事業
神崎山公園陸上競技場天然芝
改設事業 16,450    

139 広島県 1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

広域スポーツセンター
指導者派遣等事業

ひろしま広域スポーツセン
ター運営及び指導者派遣事業 1,922     

140 広島県 広島市 1 くじ
地方公共団体スポーツ活動助
成

指導者の養成・活用
スポーツ外傷防止のための市
民講座 531       

1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 人工芝生化改設事業
安芸高田市吉田サッカー公園
人工芝生改修工事 30,000    

2 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

いきいきクラブたかみや 4,306     

142 広島県 安芸太田町 1 くじ
地方公共団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・スポー
ツ大会等の開催

安芸太田しわいマラソン 1,302     

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

芸北道場 5,600     

2 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

大朝人くらぶ 800       

144 広島県 神石高原町 1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 人工芝生化新設事業
神石高原町立三和中学校テニ
スコート移設事業 17,449    

145 山口県 1 くじ
地方公共団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・スポー
ツ大会等の開催

県民スポーツの日イベント 980       

146 徳島県 1 くじ
地方公共団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・スポー
ツ大会等の開催

自転車王国とくしまライド 1,400     

147 徳島県 徳島市 1 くじ 地域スポーツ施設整備助成
スポーツ施設等整備事
業（大規模改修・改

市立体育館屋根等改修工事 37,873    

1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝生化新設事業 美馬中学校校庭芝生化事業 48,000    
2 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝生化新設事業 穴吹小学校校庭芝生化事業 25,280    

149 香川県 1 くじ
地方公共団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・スポー
ツ大会等の開催

県民スポーツ・レクリエー
ション祭ふれあいスポレク広
場委託事業

600       

150 香川県 高松市 1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝生化新設事業 屋島西小学校運動場芝生化工
事

11,440    

151 愛媛県 1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

広域スポーツセンター
指導者派遣等事業

総合型地域スポーツクラブ支
援事業 1,261     

1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝生化新設事業
西予市学校運動場芝生化モデ
ル事業 1,403     

2 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝維持活動事業
西予市学校運動場芝生化モデ
ル事業 587       

3 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ創設支援事業

野村町総合型地域スポーツク
ラブ育成事業 965       

1 くじ
地方公共団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・スポー
ツ大会等の開催

大牟田市スポーツ都市宣言２
０周年記念事業 1,000     

2 くじ
地方公共団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・スポー
ツ大会等の開催

地域元気アップスポーツ交流
事業 985       

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

三潴体育振興協会 1,280     

2 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

筑西・ゆめクラブ 1,200     

3 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

桜花台クラブ 1,200     

4 くじ
地方公共団体スポーツ活動助
成

指導者の養成・活用
久留米市スポーツ指導者養成
推進事業 698       

1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝生化新設事業 花見小学校校庭芝生化事業 4,164     
2 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝維持活動事業 花見小学校校庭芝生化事業 1,195     

156 福岡県 篠栗町 1 くじ 地域スポーツ施設整備助成
スポーツ施設等整備事
業（大規模改修・改

篠栗町民体育館改修工事 22,605    

157 佐賀県 1 くじ
地方公共団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・スポー
ツ大会等の開催

第６３回県民体育大会 3,154     

1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝生化新設事業
時津町立時津北小学校運動場
天然芝生化新設事業 181       

2 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝維持活動事業
時津町立時津北小学校運動場
天然芝生化新設事業・維持活
動事業

781       

159 熊本県 多良木町 1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

あいあいスポーツクラブたら
ぎ 4,313     

160 熊本県 苓北町 1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

苓北町総合型地域スポーツク
ラブ　クラブれいほく 2,400     

島根県 江津市

西予市愛媛県

大牟田市福岡県

久留米市福岡県

島根県

出雲市島根県

時津町長崎県

安芸高田市広島県

美馬市徳島県

広島県 北広島町

古賀市福岡県

134

135

136

141

148

143

152

153

154

155

158



No. 件数 種別 助成区分 事業細目名 事業名 内定額

(千円)

団体名／種目等・地域

161 大分県 1 くじ
地方公共団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・スポー
ツ大会等の開催

キッズ体力・運動能力向上教
室 634       

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

賀来衆倶楽部（かくんしんク
ラブ） 1,600     

2 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

おおみちふれあいクラブ 1,551     

3 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

わいわい夢クラブ 800       

4 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

川添なのはなクラブ 800       

5 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

ひしのみクラブ 800       

163 大分県 別府市 1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

にこしんクラブ 800       

164 大分県 中津市 1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

洞門元気クラブ 2,691     

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

本匠ホタッピィクラブ 1,035     

2 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

つるみ友（とぎ）クラブ 639       

3 くじ
地方公共団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・スポー
ツ大会等の開催

コーディネーショントレーニ
ングを学ぶ会 600       

166 大分県 竹田市 1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

竹田スポーツ・レクリエー
ションクラブ 2,259     

167 大分県 豊後高田市 1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

TMKチャレンジクラブ 800       

1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 人工芝生化新設事業
杵築市スポーツ交流センター
人工芝生化整備事業 48,000    

2 くじ 地域スポーツ施設整備助成
スポーツ施設等整備事
業

杵築市スポーツ交流センター
屋外夜間照明整備事業 20,000    

3 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

山香地区総合型クラブ設立準
備委員会 1,600     

1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 人工芝生化新設事業
由布市上原グラウンド人工芝
等整備事業 48,000    

2 くじ 地域スポーツ施設整備助成
スポーツ施設等整備事
業

由布市上原グラウンド人工芝
等整備事業 20,000    

3 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

みことスマイルインクラブ 1,554     

4 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

ゆふいんチャレンジクラブ 1,999     

170 大分県 国東市 1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

夢さきスポーツクラブ 800       

171 大分県 九重町 1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

ここのえ“夢”クラブ 1,833     

172 宮崎県 宮崎市 1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 人工芝生化改設事業
宮崎市国際海浜エントランス
プラザテニスコート人工芝生
化改設事業

16,249    

173 宮崎県 延岡市 1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

南方ワイワイスポーツクラブ 800       

174 宮崎県 串間市 1 くじ 地域スポーツ施設整備助成
スポーツ施設等整備事
業（大規模改修・改

串間市民総合体育館改修工事 54,875    

1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝生化新設事業 学校施設緑化推進事業 48,000    
2 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝維持活動事業 学校施設緑化推進事業 508       

176 鹿児島県 薩摩川内市 1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 人工芝生化改設事業
薩摩川内市樋脇屋外人工芝競
技場人工芝改修工事 30,000    

177 鹿児島県 志布志市 1 くじ 地域スポーツ施設整備助成
スポーツ施設等整備事
業

城山総合公園テニスコート夜
間照明施設工事 11,025    

178 鹿児島県 中種子町 1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝生化改設事業 陸上競技場芝生張替事業 24,544    

179 鹿児島県 与論町 1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

ヨロン島スポーツクラブ 3,600     

180 沖縄県 南城市 1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツク
ラブ自立支援事業

さしきスポーツクラブ 1,200     

杵築市大分県

佐伯市

由布市大分県
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