
■　平成２７年度　補助金等交付実績一覧（一般会計）

担当（課） 補助金名称 補助金の分類 交付目的及び概要 交付先
交付
件数

交付額
　（千円）

企画課 地方バス路線維持費補助金 事業費補助
路線廃止に伴う代替バス等不採算路線の運行に対し、地域住民の日常生活を支える生活基盤を確
保するため、平群線（館山・旧三芳・旧富山）、丸線（館山・旧三芳・旧丸山）、豊房線（館
山・旧白浜)の運行経費に対し助成し、地域住民の移動手段を確保する。

館山日東バス株式会社 2 9,608

企画課 館山国際交流協会補助金 団体運営補助
市民が主体となり、教育・文化・スポーツ等幅広い分野での積極的な国際交流活動をすること
で、市民レベルでの国際親善を推進することを目的とする。

館山国際交流協会 1 312

社会安全課 館山市町内会連合協議会補助金 団体運営補助
町内会相互の連絡調整を図り、市政への協力を目的とした館山市町内会連合協議会に対して補助
を行い、町内会連合協議会及び各町内会の円滑な運営及び活動を側面から助成した。

館山市町内会連合協議会 1 5,445

社会安全課
館山地域交通安全活動推進委員協議
会補助金

団体運営補助
千葉県公安委員会から委嘱され，館山警察署管内の３市町の補助金を財源に，地域での違法駐車
追放、飲酒運転追放を中心とした街頭啓発活動を行い，チラシや啓発物資の配布及び広報を実施
した。

館山地域交通安全活動推進委
員協議会 1 129

社会安全課 館山交通安全協会補助金 団体運営補助
年４回の交通安全運動時の広報、啓発活動、交通指導員による街頭指導、交通安全教室の実施、
交通指導員の育成研修会。祭礼、観光まつり、マラソン大会等への協力。車検場の運営。交通遺
児育英奨励金制度の運用。交通夜光腕章、自転車通学用ヘルメットの贈呈を行った。

館山交通安全協会 1 401

社会安全課
コミュニティ事業補助金
（自主防災促進事業）

事業費補助
地域社会における市民のふれあい及び快適で安全な生活環境の確保を図る事を目的とし，その中
で自主防災会の活動に必要な避難所などの防災施設の整備や，情報通信機器や備蓄食糧などの整
備に対し補助を行った。

各地区自主防災組織 17 2,372

社会安全課
コミュニティ事業補助金
（コミュニティ事業）

事業費補助
地域社会における市民のふれあい及び快適で安全な生活環境の確保を図り、もってコミュニティ
を醸成するため、コミュニティ集会施設等整備事業、コミュニティ活動推進事業、宝くじ助成事
業（自治総合センターが行う助成事業）を行った。

各地区コミュニティ委員会
町内会・区等 16 3,943
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担当（課） 補助金名称 補助金の分類 交付目的及び概要 交付先
交付
件数

交付額
　（千円）

社会安全課 防犯協力会補助金 団体運営補助

地域での夏季，歳末の夜間パトロールや祭礼時の防犯活動等を実施するほか、町内会へ防犯灯の
設置補助金を交付。また，花火大会、南総里見まつりなどの市のイベントでの防犯活動を実施す
ると共に，防犯広報啓発を行い防犯意識の高揚を図り，犯罪の無い明るいまちづくりのため，自
主防犯活動の推進を図った。

館山市防犯協力会 1 998

社会安全課
千葉県消防協会安房支部館山分会交
付金

団体運営補助
消防団は，火災や災害時の地域防災の要である。
消防諸施設の改善と消防活動の強化などを目的とし，消防団員の福祉厚生事業・教養訓練，殉職
消防団員とその遺族に対する慶弔金救済などを行うもの。

館山市消防団 1 1,440

市民課 個人番号カード等関連事務費交付金 施策推進型補助 マイナンバー通知カード・個人番号カード関連事務の委任にかかる交付金
地方公共団体情報システム機
構 1 13,754

健康課 館山市献血推進協議会補助金 事業費補助
すべての血液製剤を国民の献血により確保するという国の方針に鑑み、安全な血液製剤の安定供
給の確保等に関する法律に基づき、日本赤十字社を実施母体とする献血事業に対し、事業を推進
している館山市献血推進協議会を支援する。

館山市献血推進協議会 1 22

健康課 館山食品衛生協会補助金 事業費補助 食品に起因する伝染病、食中毒、その他の危害を防止し、進んで食品改善、食品衛生の向上を図る。館山市食品衛生協会 1 35

健康課 妊婦一般健康診査助成金 施策推進型補助
母子保健法に基づき妊婦及び乳児の健康診査を実施し、妊婦及び乳児の健康の保持及び増進並び
に異常の早期発見及び早期治療を図る。

住民基本台帳に記録されてい
る妊婦及び乳児 20 361

健康課 館山市保健推進協議会補助金 施策推進型補助
館山市保健推進協議会が実施している、地域住民の健康で明るい家庭生活の確立に寄与しするた
めの相談、調査及び連絡等の保健業務に対し支援する。

館山市保健推進協議会 1 467
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担当（課） 補助金名称 補助金の分類 交付目的及び概要 交付先
交付
件数

交付額
　（千円）

健康課
安房地域医療センター救急医療事業
運営費補助金

事業費補助 救急医の確保等により地域救急医療体制の確保・充実を図り、地域医療体制の整備を促進する。 安房地域医療センター 1 85,170

健康課
コミュニティ医療推進活動支援補助
金

施策推進型補助
医療関係者の人材確保による医療資源の充実や，健康，医療の情報共有，疾病予防や高齢化社会
に対応するための体制構築など，市民が健康でいきいきと暮らせる総合的なまちづくりを目指す
ための「コミュニティ医療」の推進に関する事業に対して支援する。

社会福祉法人　太陽会 2 6,524

健康課 予防接種費用助成金 施策推進型補助 予防接種対象者が、自費で接種した場合に接種費用の償還払いを行うもの。
事業対象者のうち、自費で接
種した者 24 479

社会福祉課 館山市遺族会補助金 団体運営補助
戦没者遺族の福祉の増進を図るため、戦没者英霊の顕彰や追悼行事等への参加活動を行う団体を
支援する。

館山市遺族会 1 149

社会福祉課 館山市身体障害者福祉会補助金 団体運営補助
身体者障害者の福祉の増進を図るため、研修事業やスポーツ大会の開催等を通じて障害者相互の
交流と更生意欲の高揚を目指す団体を支援する。

館山市身体障害者福祉会 1 126

社会福祉課 館山市社会福祉協議会補助金 団体運営補助 地域福祉を目的とする事業の促進を図るため、中心的な役割を担う社会福祉協議会を支援する。 館山市社会福祉協議会 1 15,420

社会福祉課 館山市手をつなぐ親の会補助金 団体運営補助
知的障害児・者の福祉の増進を図るため、研修事業や交流会の開催等を通じて障害児（者）及び
その家族の交流並びに自立に向けた活動を行う団体を支援する。

館山市手をつなぐ親の会 1 97
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担当（課） 補助金名称 補助金の分類 交付目的及び概要 交付先
交付
件数

交付額
　（千円）

社会福祉課
地域ぐるみ福祉ネットワーク事業補
助金

施策推進型補助
館山市地域ぐるみ福祉推進計画（地域支えあいプラン）の推進を図るため、活動拠点の整備や地
域ボランティアの育成等に要する経費の一部を補助する。

館山市社会福祉協議会 1 4,500

社会福祉課
館山市心身障害児あおぞらの会補助
金

団体運営補助
身体障害児・者、並びに知的障害児・者の福祉の増進のため、研修事業や交流会の開催等を通じ
て障害児（者）及びその家族の交流並びに自立に向けた活動を行う団体を支援する。

館山市心身障害児者あおぞら
の会 1 75

社会福祉課 福祉タクシー利用助成金 施策推進型補助
障害者の社会参加を促進するため、重度の心身障害者(児）がタクシー等を利用して移動する場合
に、その料金の一部を助成する。

本市に住所を有する重度心身
障害者 214 2,227

社会福祉課 グループホーム等運営費補助金 事業費補助
障害者の生活の場を確保するため、共同生活援助（グループホーム）の運営に要する経費の一部
を補助する。

安房広域福祉会ほか1２事業所 13 9,145

社会福祉課 臨時福祉給付金 その他の補助 消費税率の引上げを踏まえ、低所得者への影響を緩和するため臨時給付金の支給を行う。
平成27年度分の市民税非課税
者（市民税課税者の扶養親
族、生活保護受給者除く）

10,056 60,336

社会福祉課 子育て世帯臨時特例給付金 その他の補助 消費税率の引上げを踏まえ、子育て世帯への影響を緩和するため臨時給付金の支給を行う。
平成27年6月分の児童手当受給
者（児童手当所得制限者除
く）

3,111 15,144

こども課 住宅リフォーム補助金 施策推進型補助
子育てしやすいまちづくりのため，子育て環境の充実及び子育て世帯の経済的負担軽減を図るこ
とを目的とし、子育て世帯による既存住宅リフォーム費用に対する補助を行う。

市内の子育て世帯 12 1,851
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担当（課） 補助金名称 補助金の分類 交付目的及び概要 交付先
交付
件数

交付額
　（千円）

こども課 ファミリーサポート事業補助金 施策推進型補助
子育て環境の充実を図り子育てしやすいまちづくりを推進するため、会員相互による子育て支援
を行うファミリーサポート事業の普及と利用促進となるよう利用料の一部補助及びＰＲ事業に対
し補助を行う。

生活協同組合コープみらい 1 1,303

こども課 学童保育事業補助金 団体運営補助
市内の小学校に在籍する放課後留守家庭児童の健全育成と事故防止を図るため、学童クラブを運
営する団体に補助する。

神戸学童クラブ 1 1,500

こども課 保育所運営費補助金 事業費補助
入所児童の処遇の向上及び職員の労働条件の処遇改善並びに施設経営の近代化を図るため、民間
保育所が実施する事業に対し補助する。

聖アンデレ保育園
子育保育園
館山教会附属保育園
館山ユネスコ保育園

4 9,588

こども課 私立幼稚園就園等助成費 事業費補助

私立幼稚園の設置者が当該幼稚園に在園する４歳児及び５歳児の保護者に対し保育料等を減免す
る場合、当該私立幼稚園の設置者に対し、規則別表に掲げる範囲内において補助金を交付するこ
とにより保護者の負担を軽減する。また、私立幼稚園の設置者が行う、園具・教材等の購入事業
に対して助成を行う。

館山白百合幼稚園 1 2,763

高齢者福祉課 軽度生活援助利用助成金 事業費補助
高齢者の自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を防止するため、軽易
な日常生活上の援助の費用の一部を助成する。

日常生活に支障が認められる
低所得の高齢者等 21 109

高齢者福祉課 老人クラブ補助金 事業費補助
老後の生活を健全で豊かなものにし、高齢者福祉の増進に資することを目的として老人クラブに
助成を行った。

館山市老人クラブ連合会
単位老人クラブ 64 3,898

高齢者福祉課
高齢者体力づくり健康づくり事業補
助金

事業費補助
老人クラブが実施するスポーツ活動に助成し、生きがいづくりと健康づくりを推進し、高齢者福
祉の増進を図った。

館山市老人クラブ連合会 1 224
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担当（課） 補助金名称 補助金の分類 交付目的及び概要 交付先
交付
件数

交付額
　（千円）

高齢者福祉課 館山市シルバー人材センター補助金 団体運営補助
働く意欲のある高齢者に就業の機会を提供するシルバー人材センターに対し、高齢者の社会参加
の促進と生きがいづくりを推進するため運営補助を行った。

館山市シルバー人材センター 1 6,650

高齢者福祉課 地域福祉事業活動費補助金 事業費補助
高齢者の保健福祉に関する民間活動の活性化及び高齢者保健福祉の増進を図るため、社会福祉協
議会が策定した「館山市地域ぐるみ福祉推進計画　地域支えあいプラン」の実施のための補助を
行った。

館山市社会福祉協議会 1 1,425

高齢者福祉課
地域介護・福祉空間整備等施設整備
補助金

施設整備（投資的）補助

国の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推交付金実施要綱に
基づく、先進的事例支援特例交付金を活用し、既存の小規模介護施設等のスプリンクラー設備等
整備費について補助を行う。

市内介護事業者 1 3,634

高齢者福祉課 介護職員資格取得費助成金 施策推進型補助
介護職における人材確保とキャリアアップを図るため、研修課程修了後6ヵ月以内に市内の介護事
業所に就職した者等に対し、介護資格の取得等に係る費用の一部を助成する。

研修課程修了後、一定期間以
内に市内介護事業所に就職し
た人

1 31

商工観光課 住宅リフォーム補助金 施策推進型補助 安房郡市以外に在住しており，リフォーム工事の完了までに館山市へ移住する人、または過去1年
間以内に安房郡市以外から館山市へ移住してきた人に住宅リフォームの補助金を行う。

移住者（個人） 7 2,239

商工観光課 定住促進支援事業補助金 施策推進型補助 民間事業者が実施する移住定住に繋がる事業について補助を行う。 民間事業者 2 432

商工観光課
小規模事業者経営改善資金利子補給
金

利子補給費補助
中小企業者のなかでもより資金繰りの困難な小規模事業者を支援するため、小規模事業者経営改
善資金（通称：マル経融資）を受けた事業者への利子補給を行う。

融資先企業者 132 5,000
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担当（課） 補助金名称 補助金の分類 交付目的及び概要 交付先
交付
件数

交付額
　（千円）

商工観光課 中小企業融資保証料補給金 利子補給費補助
事業資金の融資を受けた中小企業に対し、信用保証料の補給を行い、資金の確保と経営の安定を
図る。

融資先企業者 122 4,941

商工観光課 中小企業融資利子補給金 利子補給費補助 事業資金の融資を受けた中小企業に対し、利子の補給を行い、資金の確保と経営の安定を図る。 融資先企業者 233 3,947

商工観光課 房州うちわ振興協議会補助金 団体運営補助
国指定伝統的工芸品である房州うちわの製作技術者間の共同事業実施体制の強化を図り、房州う
ちわの製作技術、技法を将来に伝承するとともに、房州うちわ産業の発展をめざす。

房州うちわ振興協議会 1 291

商工観光課 商店会連合会補助金 団体運営補助

館山市内の商業会（商店街団体）を結集し、会員相互の密接な連携をもとに商店街の繁栄と商業
者の地位向上をはかり、商権の擁護、商業道徳の昂揚を期するとともに共同して施設の改善、経
営の合理化を促進し、もって商業の健全な発展に資するため、館山市商店会連合会の実施する商
店会育成事業、共同施設（街路灯等）管理、近代化促進事業、商業会共同事業の推進充実を図
る。

館山市商店会連合会 1 1,800

商工観光課 館山たばこ販売組合補助金 団体運営補助
組合員の積極的なクリーンキャンペーンの実施により、市内の環境美化と快適な環境づくりを図
り、館山市の活性化とイメージアップにつなげる。

館山たばこ販売組合 1 220

商工観光課 館山商工会議所補助金 団体運営補助
館山市における商工業の総合的な改善発達を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資することを
目的に、小規模事業者の経営改善普及事業の推進、金融・税務・経営等の相談・指導及び、まち
づくり対象事業等により、館山市商工業の活性化を図る。

館山商工会議所 1 7,071

商工観光課 館山商工会議所施設改修事業補助金 施設整備（投資的）補助
老朽化等により機能低下した館山商工会議所の空調設備機器の取替工事を実施し、室内環境の改
善を図る。

館山商工会議所 1 37,298
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担当（課） 補助金名称 補助金の分類 交付目的及び概要 交付先
交付
件数

交付額
　（千円）

商工観光課 起業支援補助金 事業費補助
館山市内において、起業する個人や法人に対し、その事業所等開設と事業所等賃借経費の一部を
補助し、産業の振興を図ることを目的とする。

市内中小企業 6 2,136

商工観光課 企業立地奨励金 施策推進型補助

館山市における企業の立地に必要な奨励措置を講ずることにより、本市経済の発展と雇用の場の
確保をはかり、もって市民生活の向上に寄与することを目的とする。新設又は増設した分にかか
る固定資産税・都市計画税の収納額を限度とし、不均一課税後の額を立地奨励金として支出す
る。交付対象期間は、対象企業が新設又は増設した事業所が操業を開始した日の翌日の4月1日か
ら起算して3年間とする。

条例で定める対象企業者 3 10,317

商工観光課 雇用促進奨励金 施策推進型補助

館山市における雇用の促進に必要な奨励措置を講ずることにより、本市経済の発展と雇用の場の
確保を図り、もって市民生活の向上に寄与することを目的とする。新設又は増設した事業所に操
業開始日の1年前から操業開始日までに雇用した新規常用雇用者のうち、操業開始日から1年を経
過した日において引き続き雇用している新規常用雇用者を基準とし、雇用促進奨励金を支出す
る。操業開始の日から1年を経過した日後に、1回限り行うものとする。

条例で定める対象企業者 2 800

商工観光課 館山市観光協会補助金 事業費補助
観光産業をはじめとする多くの産業の活性化を図るため、館山市観光協会が行う事業に対し、予
算の範囲内において補助金を交付する。

一般社団法人　館山市観光協
会 1 2,787

商工観光課 中間支援機能等支援助成金 団体運営補助

地域資源（学習素材）を活用した体験観光の推進を図り、ＮＰＯや農漁業者などの体験事業者や
宿泊施設関係者との連携による教育旅行の誘致・受入れのための中間支援機関としての機能
（コーディネート・情報発信・商品開発等）強化をはかるため、予算の範囲内において助成す
る。

館山体験交流協会 1 1,300

商工観光課 観光振興支援事業補助金 事業費補助
魅力的な観光地づくりを目指し、観光振興に資する事業の実施を支援するため、その初期投資に
係る経費等について、予算の範囲内において、補助金を交付する。

民間団体 3 1,931

商工観光課 館山市温泉事業組合補助金 事業費補助
地域経済に及ぼす影響を拡大するために日帰り観光から滞在型観光への転換を図るため、館山市
温泉事業組合が行う事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

館山市温泉事業組合 1 3,476
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担当（課） 補助金名称 補助金の分類 交付目的及び概要 交付先
交付
件数

交付額
　（千円）

商工観光課
プレミアム商品券発行支援事業補助
金

事業費補助
　市内消費者の購買意欲を喚起し地域経済活性化を図るため，館山市商業協同組合が実施するプ
レミアム商品券発行事業に対し補助を行う。

館山市商業協同組合 1 75,525

商工観光課 観光振興商品券発行支援事業補助金 事業費補助
域外からの消費喚起による地域経済活性化を図るため，館山市観光協会が実施する観光振興商品
券発行事業に対し補助を行う。

一般社団法人　館山市観光協会 1 28,368

商工観光課 館山市観光行事補助金 事業費補助

館山湾花火大会及びオープンウォータースイムフェスティバルを館山の夏のイベントとして開催
することにより、観光資源としての館山の海のイメージアップと観光客の増加を図る。
南総里見まつりを開催することにより、秋の観光の魅力アップと観光客の増加を図るとともに、
館山が南総里見八犬伝の舞台として歴史ロマンが息づく地であることを全国に向けてアピールす
る。

館山観光まつり実行委員会
南総里見まつり実行委員会 2 11,750

農水産課 青年就農者確保育成給付金 事業費補助
人・農地プランに位置づけられており、就農時の年齢が４５歳未満のものを対象に、農業を始め
てから経営が安定するまで青年就農者確保・育成給付金を給付する。

農業者 2 3,000

農水産課 植物防疫事業補助金 事業費補助
無人ヘリコプターによる一斉防除により、高い防除効果、病害虫防除コストの低減、農作業の効
率化と環境への影響を最小限におさえながら、良質米の安定生産を図ることを目的に、館山市植
物防疫協会が行う共同防除事業に対して補助金を交付する。

館山市植物防疫協会 1 528

農水産課
農業経営所得安定対策推進事業補助
金

事業費補助
農業経営所得安定対策の実施主体である、館山市地域農業再生協議会が行う現場における推進活
動や要件確認等に必要となる経費に対して補助金を交付する。

館山市地域農業再生協議会 1 3,730

農水産課 水田自給力向上対策事業補助金 事業費補助
 水田を有効活用し、湿田でも作付が可能な新規需要米（飼料用米・米粉用米・WCS用稲）の取組
により、国内産飼料の増産や小麦の代替としての米粉への生産を促すことを目的とし、取組に要
する経費の一部に対して補助金を交付する。

新規需要米作付農業者 9 258
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担当（課） 補助金名称 補助金の分類 交付目的及び概要 交付先
交付
件数

交付額
　（千円）

農水産課 たのくろ大学校運営事業補助金 事業費補助
「たてやま緑の仲間たち」が実施する「たのくろ大学校」は、農業体験を通して農業への理解が
深まり、新規就農者や農業後継者を確保、食育の推進につながるものとして、その事業に要する
経費の一部に対して補助金を交付する。

たてやま緑の仲間たち 1 35

農水産課 産業まつり補助金 事業費補助
産業まつりは、地域の農林水産業を広くＰＲし地域で消費しようとする活動であり、消費者に，
地域で生産された農水産物を生産者から直接購入する機会を与えるもので、地域の農産品と関連
産業の活性化を図ることを目的に，イベントの開催に必要な経費の一部を補助する。

館山市民まつり実行委員会 1 50

農水産課 中山間地域等直接支払交付金 施策推進型補助

高齢化が進展する中で平地に比べ自然的・経済的・社会的条件が不利な中山間地域等において、
担い手の減少、耕作放棄の増加等が懸念されているなか、国土の保全、水源のかん養、良好な景
観形成など、中山間地域等の持つ多面的機能を確保することを目的に、適切な農業生産活動が継
続的に行われるように、農業の生産条件に関する不利を補正するための支援として、活動を行う
集落等に交付金を交付する。

農業者 10 3,248

農水産課
農業経営基盤強化資金利子補給補助
金

利子補給費補助
認定農業者の農業経営の長期安定化を図るため、農地や機械、施設等の取得等に必要な長期金利
資金である「農業経営基盤強化資金」の融資を受けた場合、その融資資金に係る利子の一部を補
給する。

農業者 6 156

農水産課 経営体育成支援事業補助金 施設整備（投資的）補助
千葉県の経営体育成支援事業補助金を活用し，農地の集積化・耕作放棄地の防止につながる経営
体が実施する施設整備に対し支援を行う。

南総ナーセリー株式会社 1 3,000

農水産課 農地集積・集約化対策事業費補助金 事業費補助
農業における環境整備を通じ、地域農業の担い手の育成・確保を目的とした農地中間管理事業を
推進するため、農地中間管理機構に農地を貸し付けた者に対し、補助金を交付する。

農地所有者 8 1,812

農水産課 農業経営多角化支援事業補助金 事業費補助
　県の農業経営多角化支援事業補助金を活用し，地域農林畜産物の生産・加工及び販売等を一体
的に行い，経営の多角化等による所得向上につながる創意工夫を活かした取り組みに対し支援を
行う。

株式会社　バラの学校 1 1,341
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担当（課） 補助金名称 補助金の分類 交付目的及び概要 交付先
交付
件数

交付額
　（千円）

農水産課 農業近代化資金利子補給金 利子補給費補助
農業者が、農業経営の近代化を推進するため、機械、施設等の取得等を目的に、「農業近代化資
金」の融資を受けた場合、その融資資金に係る利子の一部を補給する。

農業者 14 285

農水産課 有害鳥獣被害防止対策事業補助金 事業費補助
鳥獣による農作物の被害を抑制するには、捕獲事業のほか自己防衛も合わせて実施する必要があ
るため、鳥獣による被害を削減するために設置する防護柵費用の一部について補助を行う。

館山有害鳥獣対策協議会 外 38 4,422

農水産課
廃プラスチック処理対策推進事業補
助金

事業費補助
廃プラスチックの適正処理により、農業用ビニール等の不法投棄や野焼きを改善し、農村環境の
保全と園芸施設の健全な発展を図るため、農業用ビニールの回収体制を確立し、処理費用の一部
を支援する。

廃プラスチック対策協議会 1 1,084

農水産課 房州枇杷研究会育成事業補助金 団体運営補助
枇杷栽培農家が栽培技術の向上を図り、将来における枇杷栽培の普及と振興並びに栽培農家の発
展について研究する房州枇杷研究会に対し補助することにより、房州の特産物である枇杷栽培の
振興を図る。

房州枇杷研究会 1 12

農水産課
「輝け！ちばの園芸」産地整備支援
事業補助金

事業費補助
産地が産地戦略を構築し、高品質で安定した供給の体制を整備し、農業者の所得増加を図るため
施設整備への支援を行い、生産力の強化、低コスト化、作業の効率化を図る。

認定農業者 1 581

農水産課 農業用施設復旧支援補助金 その他の補助
平成２６年１０月発生の台風１８号により被災した農業者について、農業用ハウスの再建築及び
修繕費用を補助する。

農業者 12 16,246

農水産課 家畜防疫事業補助金 事業費補助
牛結核病・ブルセラ病・ヨーネ病の検査を4年ごとに実施するにあたり、実施団体に補助金を交付
する。

館山市家畜伝染病予防会 1 218
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担当（課） 補助金名称 補助金の分類 交付目的及び概要 交付先
交付
件数

交付額
　（千円）

農水産課 農業基盤整備促進事業補助金 事業費補助
安房中央土地改良区が実施する農業用用水路及び幹線・支線パイプライン施設の老朽化に伴う補
修・整備に対し補助する。

安房中央土地改良区 1 11,462

農水産課 小規模土地改良事業補助金 施設整備（投資的）補助
各地域で維持管理に努めている農道、用排水路、ため池等の生産基盤の整備を行う団体に対して
補助する。

農家・水利組合等 4 2,000

農水産課
佐野川ダム農業用施設整備事業補助
金

施設整備（投資的）補助
佐野川ダムの老朽化に伴う逸水等により周辺で陥没及び崩落等が発生しており、その改良を図る
ため地元水利受益者が実施する改良事業に対し支援を行う。

藤原農業協同組合 1 26,620

農水産課 多面的機能支払交付金 事業費補助

活動組織（集落）が地域共同で行う農地、水路等の資源の日常管理と農村環境の向上に資する活
動に取組む集落を支援する。
農業用排水路、農道、ため池等の補修や農道舗装の更新、施設の長寿命化のための活動に取組む
集落を支援する。

活動組織（集落） 13 29,301

農水産課 館山市平砂浦砂防林保護組合補助金 団体運営補助
砂防林保護による飛砂の被害防止と平砂浦一帯の白砂青松の景観形成を図るため、館山市平砂浦
砂防林保護組合の活動に対して補助を行う。

館山市平砂浦砂防林保護組合 1 59

農水産課 漁業共済事業補助金 事業費補助
漁業経営の安定化を図るため、災害による損失補てん等を目的とした千葉県漁業共済組合に加入
した漁業者に対して、補助金を交付する。

市内５漁業協同組合 5 609

農水産課 千葉県水難救済会救難所補助金 団体運営補助
海上保安庁からの要請を受け、ボランティアで救助活動を行なっている「水難救済会（地元の漁
業組合員が会員）」の活動に対して、補助金を交付する。

館山船形漁業協同組合
館山市布良漁業協同組合 2 41
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担当（課） 補助金名称 補助金の分類 交付目的及び概要 交付先
交付
件数

交付額
　（千円）

農水産課 あわび種苗放流事業補助金 事業費補助
沿岸漁業における漁業資源の維持・増大を図るため、あわび種苗の放流事業に対し、補助金を交
付する。

市内５漁業協同組合 5 1,750

農水産課 東京湾漁業総合対策事業補助金 事業費補助
沿岸漁業における漁業資源の維持・増大を図るため、さざえ種苗の放流事業に対し、補助金を交
付する。

市内５漁業協同組合 5 1,250

都市計画課 住宅リフォーム補助金 施策推進型補助
市民の生活環境の向上、住宅の耐震化の促進及び市内における産業の活性化を図る。
補助対象：自己が居住する住宅のリフォーム工事
補助額：対象経費の１／１０を補助。但し、２０万円を限度

リフォーム工事実施者（個
人） 149 20,104

都市計画課 木造住宅耐震診断費補助金 施策推進型補助
木造住宅の耐震性に対する市民意識の向上を図り、震災に強いまちづくりを推進する。
補助対象：昭和５６年以前に建築の木造住宅
補助額：対象経費の全額を補助。但し、１２万円を限度

耐震診断実施者（個人） 2 240

下水道課 浄化槽設置事業補助金 施策推進型補助
生活排水による公共用水域の水質汚濁防止を目的としている。要件として，下水道認可区域以外
で，「単独処理浄化槽」又は「くみ取り便槽」を撤去して，「合併処理浄化槽」を設置する者を
対象に補助金を交付。

浄化槽転換設置者（個人） 22 3,740

環境課 河川浄化活動補助金 団体運営補助 海に通じる河川の浄化活動をしている団体へ補助金を交付する。 安房の海を守り育む会 1 550

環境課
住宅用省エネルギー設備設置費補助
金

施設推進型補助 地球温暖化対策を促進するため、エネファーム等を設置する者に対し補助金を交付する。 システム設置者（個人） 24 1,727
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担当（課） 補助金名称 補助金の分類 交付目的及び概要 交付先
交付
件数

交付額
　（千円）

環境課 し尿収集運搬運営事業費補助金 事業費補助 し尿運搬を行う事業者に対し補助金を交付し、し尿収集業務の安定的な実施を支援する。 し尿収取運搬許可事業者 1 3,682

環境課 三芳水道企業団補助金 団体運営補助 上水道事業に係る三芳水道企業団に対する補助金。 三芳水道企業団 1 244,147

環境課 南房総広域水道企業団補助金 団体運営補助 水道用水供給事業に係る南房総広域水道企業団に対する補助金。 南房総広域水道企業団 1 13,515

教育総務課 館高定時制教育振興会補助金 事業費補助
教育の機会均等のもとに勤労青年の就学と勤労の両立を支援し、地域社会への貢献と定時制教育
の充実・振興を図るため。

千葉県立館山総合高等学校定
時制教育振興会 1 90

教育総務課 共済見舞金 事業費補助
学校教育の円滑な実施と福祉の増進に資することを目的とし、学校管理下外で発生した交通事故
以外の災害を受けた学童に見舞金を支払う。

本共済に加入した児童・生徒 43 599

教育総務課 遠距離通学児童通学費補助金 施策推進型補助
学校統合により、遠距離通学となった児童（小学生）の通学費を援助し、保護者の経済的負担を
軽減するため、通学距離（居住区域）に応じて遠距離通学費補助金を交付する。

館山市遠距離通学費補助金交
付対象者（小学生） 39 484

教育総務課 遠距離通学生徒通学費補助金 施策推進型補助
学校統合により、遠距離通学となった生徒（中学生）の通学費を援助し、保護者の経済的負担を
軽減するため、通学距離（居住区域）に応じて遠距離通学費補助金を交付する。

館山市遠距離通学費補助金交
付対象者（中学生） 84 4,696
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担当（課） 補助金名称 補助金の分類 交付目的及び概要 交付先
交付
件数

交付額
　（千円）

学校教育課 全国大会等出場費用補助金 事業費補助

市内の小中学校に在学する児童生徒が，文化又はスポーツの全国大会等に出場する場合における
費用の一部を助成することにより，費用負担の軽減を図ることを目的とする。
＜補助概要＞
全国大会等出場に伴い負担が発生する交通費及び宿泊費の1/2に相当する額とする。但し，対象が
個人の場合は１人当たり３万円が限度。団体の場合は，個人金額で算出した額が５０万円を超え
る場合は，５０万円を限度とする。

市内中学校生徒 3 296

スポーツ課 南房駅伝大会助成金 事業費補助
安房郡市内の各体育協会、各教育委員会及び毎日新聞社で実行委員会を組織し、地域住民の融和
と親睦を深めるとともに、地域住民の融和と新奥を深める駅伝大会を支援。

南房駅伝大会実行委員会 1 207

スポーツ課
オーシャンフェスタ実行委員会補助
金

事業費補助
貴重な観光資源である鏡ケ浦を活用し、海辺のスポーツイベントを通して、スポーツ振興、観光
振興、海辺のまちづくりの推進を図る。

OCEAN+FEST TATEYAMA
実行委員会 1 250

スポーツ課 館山市体育協会補助金 団体運営補助
県民体育大会等各種大会への積極的参加や実施を通じ、競技力の向上、生涯スポーツの普及、ス
ポーツ団体の育成や指導体制の充実を図る。

館山市体育協会 1 5,627

スポーツ課 スポーツ少年団育成補助金 団体運営補助
スポーツ少年団の活動を通じて青少年の健全育成と体力向上、少年団相互の交流による友好、親
睦を図る。

館山市スポーツ少年団 1 1,245

スポーツ課 館山市婦人スポーツクラブ補助金 団体運営補助 健康・体力づくりと、地域におけるコミュニケーションを図り、婦人相互の親睦を深める。 館山市婦人スポーツクラブ 1 243

生涯学習課
館山市子ども会育成会連絡協議会助
成金

事業費補助
館山市子ども会育成会連絡協議会の運営及び活動を支援することにより、学校教育と社会教育が
連携してその施策を展開する「学社融合」の推進を図る。

館山市子ども会育成会連絡協
議会 1 192
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担当（課） 補助金名称 補助金の分類 交付目的及び概要 交付先
交付
件数

交付額
　（千円）

生涯学習課 館山ユネスコ協会育成助成金 事業費補助
社会教育、文化、国際交流等の各種事業を実施している当該団体に対して助成することにより、
教育・科学及び文化活動を通じた国際理解や文化の振興を図る。

館山ユネスコ協会 1 45

生涯学習課 あわ夢まつり補助金 事業費補助
人形劇や紙芝居、パネルシアターなど子どもたちに親しみやすいプログラムを実施する「あわ夢
まつり」の開催を支援し、次代を担う子どもたちの心を育み健やかな成長を図る活動を支援する
もの。

あわ夢まつり実行委員会 1 611

生涯学習課 館山市ＰＴＡ連絡協議会助成金 事業費補助
館山市ＰＴＡ連絡協議会の活動に対して助成することにより、各単位ＰＴＡ間の連絡調整を推進
し、ＰＴＡ会員の資質向上とPTA活動の充実を図るとともに、学校と地域社会を結びつけるベース
とする。

館山市ＰＴＡ連絡協議会 1 71

生涯学習課
ボーイスカウト・ガールスカウト育
成助成金

事業費補助
当該団体は、実施する事業を通じて青少年がその自発的活動により自らの健康を築き、社会に奉
仕できる能力と人生に役立つ技能を体得し、かつ、誠実・勇気・自信及び国際愛と人道主義を理
解し実践できるように教育する活動を支援するもの。

日本ボーイスカウト千葉県連
盟館山第１団
ガールスカウト日本連盟千葉
県第１５団

2 95

生涯学習課 青少年相談員連絡協議会補助金 事業費補助
青少年の健全育成を推進するため、青少年相談員の総合の連絡調整、研修・交流の場、相談員に
よる地域活動や全市的な活動など、年間の活動費として連絡協議会へ補助を行う。

館山市青少年相談員連絡協議
会 1 1,261

生涯学習課 館山音楽鑑賞協会補助金 事業費補助
年２回演奏会を開催し、また市民が自分たちの音楽を披露する「市民音楽祭」などを行うなど、
優れた音楽鑑賞の機会を一般市民に提供し、文化発展に寄与する活動を支援するもの。

館山音楽鑑賞協会 1 630

生涯学習課 館山市芸術文化協会補助金 事業費補助
加盟団体の連携を図るとともに、市民の芸術文化活動と芸術文化意識の振興・高揚を図り、市民
の豊かな心の悦びと芸術文化精神活動の向上に寄与する活動を支援するもの。

館山市芸術文化協会 1 1,490
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担当（課） 補助金名称 補助金の分類 交付目的及び概要 交付先
交付
件数

交付額
　（千円）

生涯学習課 城山公園茶室月釜等開設事業補助金 事業費補助
伝統文化に触れる機会を広く市民に提供し、茶道についての関心を深め、その充実・振興を図る
活動を支援するもの。

館山市茶道連盟 1 81

生涯学習課 館山市文化財保護協会補助金 事業費補助
文化財への関心と理解を深めるために昭和４２年に設立された団体であり、会員が館山市の歴
史・文化・文化財の調査・研究を行い、その成果を会報・講演会等を通じて公開し、市民の文化
財への関心・理解を育成、推進する活動に対し支援するもの。

館山市文化財保護協会 1 95

生涯学習課 指定文化財保存修理事業補助金 事業費補助

歴史遺産を後世に伝え、ふるさと館山に対する誇りや愛着を育てることを目的に、那古時所有
の、千葉県指定有形文化財「那古寺多宝塔　附木造宝塔」の保存修理及び館山市指定有形文化財
「小谷家住宅」の保存修理（小谷家住宅保存活用支援基金を原資とする補助事業と併せ）に対し
補助を行う。

宗教法人那古寺
小谷家所有者 2 8,106

生涯学習課 小谷家住宅保存活用支援事業補助金 事業費補助

青木繁「海の幸」の歴史・文化資源を「館山ブランド」として確立させるため、館山市有形文化
財（構造物）「小谷家住宅」の文化財保存活動を支援する。ふるさと納税による小谷家住宅保存
活用支援基金を原資として、小谷家当主が実施する「小谷家住宅」保存修理事業に補助金を交付
する。

小谷家所有者 1 19,422

生涯学習課 館山のふるさと伝統文化支援補助金 事業費補助
国・県・財団等の補助の対象とはなりにくい小規模な事業や、市民等が地道に取り組む事業を支
援することを目的とし、地域の歴史と深くかかわる伝統工芸技術・伝統芸能・民俗芸能などの保
存、継承、伝承、普及、情報発信、後継者育成などに取り組む個人及び団体を対象に補助を行
う。

茂名区
洲崎区
青柳区
新井船歌保存会

4 794

生涯学習課
後藤義光生誕２００年記念事業補助
金

事業費補助
市内に多くの社寺、山車・神輿に彫刻作品を残した安房の名工「後藤利兵衛橘義光」の功績を顕
彰して、市民の再認識を図るとともに、文化遺産・観光資源として北条発信するために実施する
事業に対し補助金を支出する。

後藤利兵衛橘義光生誕200年祭
実行委員会 1 500

議会事務局 政務活動費交付金 事業費補助

館山市議会議員の市政に関する調査研究その他に資するため必要な経費の一部として交付する。
　対象経費　研究研修費、調査旅費、資料作成費、資料購入費、広報費、広聴費、要請・陳情活
動費、会議費、人件費、事務所費、その他の経費
　補助率　　当該会派の所属議員数に10万円を乗じて得た額

市議会各会派 7 1,400
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担当（課） 補助金名称 補助金の分類 交付目的及び概要 交付先
交付
件数

交付額
　（千円）

選挙管理委員会事務局 選挙運動用自動車燃料費交付金 事業費補助

金のかからない選挙の実現と候補者間の選挙運動の機会均等を図るため、選挙運動経費を一定の
限度内で公費負担する。館山市議会議員及び館山市長の選挙における選挙運動の公費負担に関す
る条例による。
　選挙運動用自動車燃料費：限度額 ５１，４５０円（候補者１人につき）

燃料販売業者 13 252

選挙管理委員会事務局
選挙運動用自動車運転手報償費交付
金

事業費補助

金のかからない選挙の実現と候補者間の選挙運動の機会均等を図るため、選挙運動経費を一定の
限度内で公費負担する。館山市議会議員及び館山市長の選挙における選挙運動の公費負担に関す
る条例による。
　選挙運動用自動車運転手報償費：１日の限度額 １２，５００円×７日間（候補者１人につき）

選挙運動用自動車運転手 26 1,554

選挙管理委員会事務局 選挙運動用自動車借上料交付金 事業費補助

金のかからない選挙の実現と候補者間の選挙運動の機会均等を図るため、選挙運動経費を一定の
限度内で公費負担する。館山市議会議員及び館山市長の選挙における選挙運動の公費負担に関す
る条例による。
　選挙運動用自動車借上料：１日の限度額 １５，３００円×７日間（候補者１人につき）

・レンタカー業者
・個人所有者 17 1,746

選挙管理委員会事務局 選挙運動用ポスター作成費交付金 事業費補助

金のかからない選挙の実現と候補者間の選挙運動の機会均等を図るため、選挙運動経費を一定の
限度内で公費負担する。館山市議会議員及び館山市長の選挙における選挙運動の公費負担に関す
る条例による。
　限度額　２，４４６円（１枚当たりの単価上限）×１５６枚＝３８１，５７６円（候補者１人
につき）

ポスター印刷業者 15 6,092

選挙管理委員会事務局 選挙運動用葉書郵便料交付金 事業費補助
金のかからない選挙の実現と候補者間の選挙運動の機会均等を図るため、選挙運動経費を一定の
限度内で公費負担する。公職選挙法第１４２条第１項第６号による。
　限度額 市長５２円×８，０００通、市議会議員５２円×２，０００通（候補者１人につき）

郵便事業株式会社 1 1,690

合計 14,743 933,951
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