
平成２５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）

市長公室 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 8,111

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
補助を行うもの。平成25年度は １7自主防災会（述べ19件）へ補助を行った。

各地区自主防災組織 19 4,656

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 19 5,161

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
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平成２５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

健康福祉部 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

19人
55件

423

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 43,069

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 1 125,720

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

91人
121件

716

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
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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

健康福祉部 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 16,487

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

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。

協力タクシー会社等
（指定17事業者） 4210 2,276

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）及び共同生活介護（ケアホーム）の
運営に要する経費の一部を補助する。

安房広域福祉会ほか1２事業所 13 8,363

社会福祉課 障害者自動車運転免許取得費助成金 施策推進型補助
身体障害者の社会参加を促進するため、身体障害者が自動車運転免許を取得する場合に、その費用の
一部を助成する。

身体障害者（要件あり） 1 100

社会福祉課 障害者自動車改造費助成金 施策推進型補助
身体障害者の社会参加を促進するため、身体障害者自身の運転に必要な自動車の改造費用の一部を
助成する。

身体障害者（要件あり） 1 100
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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

健康福祉部 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。

市内学童クラブ 7 7,611

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 27,382

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 68 4,144

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

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 既存小規模介護施設等消火設備整備事業補助金 施設整備（投資的）補助
消防法施行令改正により，新たにスプリンクラー等の設置が義務付けられた，認知症対応型グループ
ホームの消火設備等の整備に対し補助した。

（株）ケアサービス・まきの実 3 6,705

高齢者福祉課 介護基盤緊急整備特別対策事業補助金 施設整備（投資的）補助
市が作成する公的介護施設等の面的な配置構想を基に，民間事業者が実施する施設整備事業に対し補
助した。

企業組合　房州共和会 2 40,000
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平成２５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

健康福祉部 高齢者福祉課 地域密着型サービス施設開設準備支援等事業補助金事業費補助
地域密着型サービス施設を設置した民間事業者に対し，施設開設時から安定した質の高いサービスを提
供する体制整備を支援するため，施設開設の6ヶ月前の準備に必要な経費等について補助した。

企業組合　房州共和会 1 10,800

高齢者福祉課 小規模老人保健施設開設準備事業等補助金 事業費補助
小規模介護老人保健施設を設置した民間事業者に対し，施設開設時から安定した質の高いサービスを
提供する体制整備を支援するため，施設開設の6ヶ月前の準備に必要な経費等について補助した。

（医社）慶勝会 1 17,400
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平成２５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

経済観光部 商工観光課 緊急雇用促進助成金 団体運営補助
雇用の促進と中小企業者の経営の安定を図るために、自らの意思によらず離職した方を６ヶ月以上常用
雇用した場合、助成金を支給する。

市内中小企業者 5 1,000

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 126 3,477

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 133 2,433

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 138 3,258

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 1,800

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、組合が実
施する市内美化活動等を通じ、快適な環境づくりの支援を目的とする。

館山たばこ販売組合 1 220
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平成２５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

経済観光部 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
昭和４５年に建築された館山商工会議所の金属建具（窓枠）が老朽化等により防音機能が低下している
ので，この金属建具の改修（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 17,920

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 8 3,260

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 事業費補助
観光立市たてやま行動計画に提案された事業の推進や、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 4 1,934

商工観光課 元気な館山観光支援事業補助金 事業費補助
『元気なたてやま』を積極的にアピールし、震災後の観光分野における大幅な落ち込みからの復興と観光
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 11,000

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

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 1 1,500

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 1 566
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平成２５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

経済観光部 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 3,592

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 1 21

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 33

農水産課 「域学連携」実践拠点形成モデル実証事業補助金 事業費補助
千葉大学生による、市内塩見にある茅葺古民家「ゴンジロウ」の茅葺屋根の葺き替え及び里の修景を目
指した農作業を通し、地域の課題解決や地域づくりに資する活動を支援するため補助金を交付する。

ゴンジロウ実行委員会 1 3,000

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 9 2,445

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 11 302

農水産課 ちばの６次産業化チャレンジ支援事業補助金 事業費補助
農業者が主体的に生産・加工・販売に取り組む６次産業化の取り組みを促進し、農業経営の向上を図る
ことを目的に補助金を交付する。

農業者 1 234

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 16 199
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平成２５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

経済観光部 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 1 4,227

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 1,182

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。

生産者組合 5 2,220

農水産課 「環境にやさしい農業」推進事業補助金 事業費補助
農業の生産性の向上、環境負荷の低減のため、農業者が組織する団体が行う技術の導入に伴う、機械、
施設及び資材に要する経費を助成する。

館山いちじく組合 1 285

農水産課 環境保全型農業直接支援対策事業交付金 事業費補助
環境保全に効果の高い営農活動の普及推進を図るため、地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果
の高い「環境にやさしい農業」に取り組む農業者等に対して支援を行う。

農業者等 1 93

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
病予防法に基づく個別巡回検査費用の一部を補助する。（隔年実施）

館山市家畜伝染病予防会 1 284

農水産課 農業基盤整備促進事業補助金 事業費補助
県営事業で実施した排水路や安房中央ダムからの農業用水を供給する大幹線用水路及び幹線・支線パ
イプラインを補修・整備する事業に対して補助金を交付する。

安房中央土地改良区 1 12,493
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平成２５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

経済観光部 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 3 1,752

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 2,381

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） 10 4,884

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 5 748

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 57

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
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平成２５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

建設環境部 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） 152 19,348

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） 17 2,890

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） 26 1,913

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 1 245,098

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 20,340
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平成２５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

教育委員会 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 62 853

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） 52 629

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） 92 5,323

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。

私立幼稚園 2 1,938

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 57

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 1 207

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 1 350
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平成２５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

教育委員会 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 5,127

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実施している。その事業実施のための補助である。

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 95
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平成２５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

教育委員会 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、研修並びに交流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。なお、青少年相談員の任期替えに伴い、ユニフォーム製作費を補助している（３年に１度）。

館山市青少年相談員連絡協議
会 1 2,036

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 1,490

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
千葉県指定有形文化財「阿弥陀如来坐像」の破損が著しく、腐朽、破損が進行し、緊急に修理する必要
があったため、那古寺が千葉県費補助事業により行う保存修理事業に対して館山市も補助を行った。歴
史遺産を後世に伝えることで、ふるさと館山に対する誇りや愛着心を育てることの一助とする。

宗教法人那古寺 1 1,372
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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

行政委員会等 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 8 1,534
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