
平成２３年度　補助金等交付実績一覧（一般会計）

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）、市
内線（館山・旧富浦）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 1 7,406

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 事業費補助

町内会は、市民が市政への積極的な参加をする上で、また、市が住民福祉行政を推進する上での補い
手として重要な役割を担っている。
住民の自主的な組織である町内会が、市行政に参加をするについては、強制するものではなく、協力を
願うものである。しかしながら、市政への協力においては、全町内会での統一した対応が必要なことか
ら、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
することにより、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夜間における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，広報器具や救急用具などの整備に対し補
助を行うもの。平成23年度は9自主防災会へ補助を行った。

自主防災会 9 1,073

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・区等及び自主防災会 16 4,601

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

担当部課

市長公室
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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）担当部課

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、又
は外国人登録原票に登録され
ている妊婦及び乳児

20 367

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 37,934

健康課 予防接種費用助成金 事業費補助
麻しん・風しん混合ワクチンの無料接種対象者拡大に伴い、新たに対象となった人で自費で接種した者
に対する償還払いのため

新規無料接種対象者のうち自
費で接種した者 1 9

福祉課 館山市遺族会補助金 団体運営補助
市を代表しての戦没者英霊の顕彰、追悼行事への参加などの活動の充実、遺族の福祉の増進を図る
ため補助を実施。

館山市遺族会 1 149

福祉課 館山市身体障害者福祉会補助金 団体運営補助
市内の身体障害者の福祉を増進し、研修事業やスポーツ大会の開催等、地域における団体活動の活
性化及び会員相互の交流と更生意欲の高揚を図る。

館山市身体障害者福祉会 1 126

福祉課 館山市社会福祉協議会補助金 団体運営補助 地域福祉の中心的役割を担う社会福祉協議会の活動を維持するため、人件費の財政支援を実施。 館山市社会福祉協議会 1 18,866

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・者の福祉の増進のため、研修事業や交流会の開催等、地域における活動の活性化及び
会員相互の交流と更生意欲の高揚を図る。

館山市手をつなぐ親の会 1 97

福祉課 地域ぐるみ福祉ネットワーク事業補助金 団体運営補助
行政、民生委員などの手の届かない面を住民自らの手で助け合う組織を作る「地域ぐるみ事業」を推進
するため、社会福祉協議会に対し、その専任職員設置のための人件費を中心とした財政支援を実施。

館山市社会福祉協議会 1 4,661

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」の実施のための事業費を助成し、高齢者保健福祉の増進
を図る。

館山市社会福祉協議会 1 1,425

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、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して会員同士
の親睦を図り、障害児・者の発達支援、家族支援を行う。

館山市心身障害児（者）あおぞ
らの会 1 75

福祉課 福祉タクシー利用助成金 施策推進型補助
重度の心身障害者(児）が自身の移動のためにタクシー等を利用する場合に、その料金の一部を助成
することにより、障害者の社会参加の促進を図る。

協力タクシー会社等
（指定１３事業者） 3,190 1,876

健康福祉部
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福祉課 地域活動支援センター運営費補助金 事業費補助
創作活動又は生産活動の機会や社会との交流促進等の便宜を提供する地域活動支援センターⅢ型事
業所に対し、その運営に係る経費の一部を補助することにより、障害者の社会的自立の促進を図る。

ＮＰＯ法人生活自立研究会 1 3,091

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）、共同生活介護（ケアホーム）の
運営に要する経費の一部を補助することにより、グループホーム、ケアホームの事業運営の安定化を
図る。

安房広域福祉会ほか８事業所 9 6,328

福祉課 障害者通所施設等送迎補助金 事業費補助
障害者自立支援法による通所サービス及び短期入所の事業者が行う送迎サービスに要する経費の一
部を補助することにより、施設利用に係る利用者負担の軽減を図る。

中里ワークホームほか１2事業
所 13 9,500

福祉課 新事業移行促進事業補助金 団体運営補助
旧法指定施設から障害者自立支援法に基づく新体系施設への移行に伴う運営コストの増加に対し、一
定の助成を行うことにより、新体系施設への移行を促進する。

安房広域福祉会ほか2事業所 3 279

福祉課 「あんしん袋」「あんしんノート」配布事業補助金 事業費補助
入院などの緊急時の連絡先など必要と考えられる情報や対応方法などを記載する「あんしんノート」や、
非常時に持ち出せる「あんしん袋」を配付し、高齢者等の日頃の備えや仲間づくりを進め、地域の支え
合い体制づくりを推進する。

館山市社会福祉協議会 1 2,500

福祉課 高齢者等買い物代行サービス事業補助金 事業費補助
日常の買い物等に難のある高齢者等に対し、買い物代行サービスを提供することにより、地域における
安心した生活を支援する。

NPO法人　しゃくやく会 1 2,447

福祉課 障害者移送サービス事業補助金 事業費補助
日常生活における移動に難のある障害者（児）等に対し、福祉車両を用いた移動支援のサービスを提
供することにより、社会参加の促進を図る。

NPO法人　なの花会 1 2,491

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す
る。

館山市老人クラブ連合会
単位老人クラブ 70 4,321

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
を図る。

館山市老人クラブ連合会 1 224

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助成し、高齢者の社会参加の
促進と生きがいづくりを推進する。

館山市シルバー人材センター 1 6,650

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。

市内７学童クラブ 7 8,128

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
館山基督教会附属保育園
館山ユネスコ保育園

4 20,292

保険給付課 既存小規模福祉施設整備補助金 施設整備（投資的）補助

消防法施行令改正の施行により平成２１年４月から新たにスプリンクラー等の設置が義務付けられた既
存の施設等に対し、スプリンクラー等を整備する事業所を対象に補助する。（財源は県の交付金によ
る）

㈱赤門ケアサービス 1 5,417

健康福祉部
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商工観光課 房州うちわ振興協議会補助金 団体運営補助
千葉県で唯一の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 1,398

商工観光課 館山たばこ販売組合補助金 団体運営補助
たばこの販売促進に努めることで市税の増収に貢献し、館山市の活性化へとつなげる。また、市内美化
活動を通じ、快適な環境づくりを目的とする。

館山たばこ販売組合 1 279

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 緊急経済対策事業補助金 事業費補助
平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災の影響と福島第一原子力発電所事故の発生に伴う風評
被害等により，低迷する地域経済の活性化を図ることを目的に，予算の範囲内において，緊急経済対
策事業補助金を交付し，プレミアム商品券発行事業を実施した。

館山市商業協同組合 1 12,443

商工観光課 館山市観光協会補助金 施策推進型補助
館山市における観光事業の健全な発展と振興並びに地域の活性化を目的に、観光産業事業者の相互
協力を促すなど、観光振興に重要な役割を果たす観光協会の充実強化を図ることで、市民の生活、文
化及び経済の向上発展に寄与する。

館山市観光協会 1 2,334

商工観光課 中間支援機能等支援助成金 団体運営補助

「観光立市たてやま」の実現に向け、館山市を中心とした南房総地域の地域資源（学習素材）を活用し
た体験観光の推進を図るため、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
化を図りながら、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・受入れをはじめ、交通事業者や旅行会社等との連携による地域資源を活用した着地型旅行商品の
開発など、観光まちづくりの視点にたった新たな観光交流ビジネスの創出を図る。

館山体験交流協会 1 2,500

商工観光課 観光振興支援事業補助金 施策推進型補助

観光立市たてやま行動計画に提案された事業の推進や観光振興事業を支援する「観光振興支援事業
補助金制度」を活用する事業を円滑に進めることを目的に、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。

館山商工会議所青年部
館山インバウンド協議会
館山市温泉事業組合

3 3,853

商工観光課 新商品開発事業補助金 事業費補助
異なる事業者が連携し、館山のオリジナル商品を開発することで、交流人口の増加、宿泊客の増加、消
費の拡大を図るとともに、関係事業者が相互に連携する体制を構築し、地域経済の活性化を図ることを
目的とする。

館山市地域ブランド推進協議会 1 5,000

経済観光部
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平成２３年度　補助金等交付実績一覧（一般会計）

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）担当部課

商工観光課 緊急経済対策事業補助金 事業費補助
東日本大震災により低下した消費意欲を呼び起こすとともに，『元気なたてやま』を積極的にアピール
し，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，館山市観光協会と連携した事業に対し、
予算の範囲内において、補助金を交付する。

館山市観光協会 1 20,069

商工観光課 観光地魅力アップ緊急整備事業補助金 施設整備（投資的）補助

千葉県が行う、観光地魅力アップ緊急整備事業補助金を活用し、民間の団体が公衆トイレの整備をす
ることで、観光客の多いシーズンやイベント等の際、公衆トイレの利用が緩和され、観光振興の促進及
び地域経済の活性化を図るため，市が一旦交付を行う。

（株）アークス 1 580

商工観光課 館山市観光行事補助金 事業費補助

館山湾花火大会を実施及びオープンウォータースイムレースを館山の夏のイベントして定着させること
で、観光資源としての館山の海のイメージアップを図り、観光客増を図る。
南総里見まつりを実施することで、秋の観光の魅力をアップさせ、観光客の増を図る。また、館山が南
総里見八犬伝の里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

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。
小規模事業者経営改善資金利子補給金　83件

融資先企業者 83 1,971

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。
中小企業融資保証料補給金　105件

融資先企業者 105 4,066

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。
中小企業融資利子補給金　118件

融資先企業者 118 4,637

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した。

館山市植物防疫協会 1 572

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した。

新規需要米作付農業者 15 72

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 70

経済観光部
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平成２３年度　補助金等交付実績一覧（一般会計）

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）担当部課

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
もの。

農業者 10 396

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策の実施も合わせて実施する必
要があるため、鳥獣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 1 7,317

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 1,228

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。

各生産者組合等 2 6,410

農水産課 家畜防疫事業補助金 事業費補助
法定伝染病の発生、まん延を未然に防止し、畜産経営の安定を図るため、家畜防疫事業及び家畜伝
染病予防法基づく個別巡回検査の一部に対して補助する。

館山市家畜伝染病予防会 1 265

農水産課 さわやか畜産総合展開事業補助金 事業費補助
家畜排せつ物の適正な処理及び利活用を目的として整備される，たい肥化施設，付帯機械に対し支援
を行い，環境に配慮した畜産の振興を図る。

岡田畜産環境保全組合 1 1,294

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 6 1,914

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 漁業生産基盤等整備補助金 施設整備（投資的）補助

下原漁港を水産物の出荷拠点として、荷捌き所を整備することにより、水産物の安定供給と出荷体制
の効率化を図ると共に、水産物の品質・衛生管理が行き届いた出荷体制を確立し、水産業の流通機能
を改善する。西岬漁協が実施する下原漁港荷捌き施設建設工事の建設費の一部を、国、県と共に補助
金を交付する。

西岬漁業協同組合 1 2,786

経済観光部
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平成２３年度　補助金等交付実績一覧（一般会計）

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）担当部課

農水産課 産業まつり補助金 団体運営補助

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、消費者と生産者か
ら直接、地域で生産された農水産物を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とし、平成２０年度から行政主導から民間主導に移行し、市は、産業まつり費用経費
の一部を補助する。

館山市民まつり実行委員会 2 180

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 5 758

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 64

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 1,701

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

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、中山間地域等の持つ国土の保全、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。

５集落４個別 9 2,445

農水産課 農地・水共同活動支援交付金 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。

活動組織（集落） 10 3,167

農水産課 農地・水向上活動支援交付金 事業費補助
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） 7 3,516

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もの。

農業者 15 294

農水産課 漁業近代化資金利子補給金 利子補給費補助
漁業資本の整備、高齢化及び漁業経営の近代化のため、近代化資金を借り入れた漁業者に対し、利
子補給を行う。

漁業者 1 32

経済観光部
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平成２３年度　補助金等交付実績一覧（一般会計）

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）担当部課

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） 3 360

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所から合併処理浄化槽へ転換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） 21 3,570

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 1 450

環境課 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 施策推進型補助 地球温暖化対策を促進するため、住宅用太陽光発電システム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） 89 6,518

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 1 245,013

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 30,351

建設環境部
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平成２３年度　補助金等交付実績一覧（一般会計）

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）担当部課

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 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） 51 713

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） 98 5,204

教育総務課 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。

学校法人館山白百合幼稚園 1 1,330

学校教育課 全国大会出場費用補助金 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 2 52

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、安房地域の発展に資することを目的に毎年１２月の第１日曜日に開催している
駅伝大会。コースは、鴨川市陸上競技場～南総文化ホール　全７区３７．６kmで競われる。

南房駅伝大会実行委員会 1 208

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
館山市の観光資源である鏡ケ浦を活用した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 1 450

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 5,106

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

教育委員会
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平成２３年度　補助金等交付実績一覧（一般会計）

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）担当部課

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」の推進を図るため必要である。

館山市子ども会育成会連絡協
議会 1 192

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ため必要である。

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実施している。その事業
実施のための補助である。

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
当該団体が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補助である。

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 73

生涯学習課 青少年相談員連絡協議会補助金 事業費補助

青少年相談員がこの会を通じ、相互の連絡調整、研修並びに親睦の場として明るく住み良い社会をつく
ることを目的とし、年間の活動費として連絡協議会へ補助している。
青少年相談員による地域活動及び全市的な活動を行い、青少年の健全育成を推進するため必要であ
る。

館山市青少年相談員連絡協議
会 1 1,248

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ことを目的とするための補助である。

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
加盟団体の連携と親睦を図るとともに、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ことを目的とする補助である。

館山市芸術文化協会 1 1,418

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・振興を図ることを
目的とする補助である。

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、推進する活動を実施している。その事業実施のための補助である。

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

市指定有形文化財である「洲崎大明神縁起」等の裏打紙や装丁紙・裂が悪質なため、折損・汚損のほ
か表紙裂の色が本紙に付着するなどの劣化が進行しており、被損状況の精査・記録をして、修復を実
施することとした。このような保存修理事業を実施することで、地域の歴史遺産を後世に伝え、文化財の
保護意識と地域に対する誇りや愛着心を育てる効果がある。

洲崎神社 1 238

教育委員会
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議会事務局 政務調査費交付金 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、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 1,543

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 ４６，３０５円（候補者１人につき）

市内燃料販売業者 19 292

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 １１，２５０円×７日間（候補者１人につき）

選挙運動用自動車運転手 20 1,556

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 １３，７７０円×７日間（候補者１人につき）

県内レンタカー業者
個人所有者 17 1,597

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　１枚２，１７９円×１５８枚＝３４４，２８２円（候補者１人につき）

ポスター印刷業者 22 5,759

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５０円×８，０００通、市議会議員５０円×２，０００通（候補者１人につき）

郵便事業株式会社 22 1,770

行政委員会等
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