
■　平成３０年度　補助金等決算額一覧（一般会計）

担当（課） 補助金名称 分野 分類
（団体運営/事業費）

市単独事業
（該当は●）

期限設定 交付目的及び概要 交付対象 件数 決算額
　（千円）

企画課 地方バス路線維持費補助金 その他 事業費 ● なし

地域住民の日常生活を支える公共交通を確保するため、不採算により運行が廃止された路線で
のバス運行経費を助成した。
【対象路線】
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）
千倉線（館山・旧千倉）

館山日東バス株式会社 1 17,803

企画課 地域おこし協力隊活動費補助金 観光・経済・農水 事業費 ● 隊員在任期間中
ふるさと納税業務に係る地域おこし協力隊として、返礼品の拡充や企画開発、PR活動等を行
い、地場産業の活性化および館山市の魅力発信を行った。

地域おこし協力隊隊員 1 2,000

企画課 館山国際交流協会補助金
市民活動・防犯・防
災

団体運営 ● なし
市民主体で、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費の一部を支援す
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

企画課 恋人の聖地ビジネス化支援補助金 観光・経済・農水 事業費 平成30年度～令
和元年度

NPO法人地域活性化支援センター認定の「恋人の聖地/鏡ケ浦から富士の見えるまち館山」を活
用した民間のビジネス展開への活用を推進するため、新商品や体験プログラム等を開発した市
内事業者に助成を行う。

市内事業者 7 1,125

社会安全課 館山市町内会連合協議会補助金
市民活動・防犯・防
災

団体運営 ● なし
町内会相互の連絡調整や市政への協力を促すことを目的とし、町内会連合協議会及び各町内会
の運営及び活動を支援した。

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

市民活動・防犯・防
災

団体運営 ● なし
違法駐車や飲酒運転の追放等を目指し、チラシや啓発物資の配布及び広報といった街頭啓発活
動を実施した。
※地域交通安全活動推進委員＝千葉県公安委員会委嘱

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
市民活動・防犯・防
災

団体運営 ● なし
交通安全普及のため、広報・啓発活動の他、街頭指導、交通安全教室の実施、交通指導員の育
成研修会を実施した。その他、祭礼・イベント時の協力や、市内児童等への交通安全物品の贈
呈、交通遺児育英奨励金制度の運用、車検場の運営を行った。

館山交通安全協会 1 401

社会安全課
高齢者運転免許証自主返納促進事業
助成金

福祉 その他 ● なし
高齢者の運転免許自主返納を促進し、高齢者の交通事故防止等を図る為、運転免許を自主的に
返納した者（返納時満75歳以上で館山市に住所を有する者）を対象に、タクシー利用券を交付
した。

運転免許を自主返納した高齢
者 25 66

社会安全課
コミュニティ事業補助金
（自主防災促進事業）

市民活動・防犯・防
災

事業費 ● なし
災害時に地域で自立した救援活動が実施されるよう、自主防災組織が実施する防災機材の購入
や非常食等の備蓄などに助成した。

各地区自主防災組織 14 1,687
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担当（課） 補助金名称 分野 分類
（団体運営/事業費）

市単独事業
（該当は●）

期限設定 交付目的及び概要 交付対象 件数 決算額
　（千円）

社会安全課
コミュニティ事業補助金
（コミュニティ事業）

市民活動・防犯・防
災

事業費 ● なし
市民と行政が協働する「市民参加のまちづくりの推進」を図るため、地区コミュニティ又は地
域コミュニティ組織が実施するコミュニティ事業（集会施設整備等）に対し助成した。

各地区コミュニティ委員会
町内会等 8 3,038

社会安全課 防犯協力会補助金
市民活動・防犯・防
災

団体運営 ● なし
地域での夜間パトロールや祭礼、市イベント等での防犯活動を実施したほか、町内会へ防犯灯
の設置補助金を交付した。また、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

市民活動・防犯・防
災

団体運営 ● なし
消防諸施設の改善と消防活動の強化を目的とし、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った。

館山市消防団 1 1,600

市民課 個人番号カード等関連事務費交付金 その他 事業費 なし 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 3,719

健康課 館山食品衛生協会補助金 福祉 事業費 ● なし
食品に起因する伝染病、食品中毒、その他の危害の発生を防止し、食品の品質改善、食品衛生
の向上を図り、地域の公衆衛生の増進に資するため、館山食品衛生協会が行う事業に対して補
助を行った。

館山食品衛生協会 1 35

健康課 妊婦一般健康診査助成金 福祉 その他 ● なし
妊婦及び乳児の健康の保持・増進、異常の早期発見・治療を図るため、指定医療機関以外で母
子保健法に基づく健診を受けた妊婦及び乳児に対し、その費用の全額または一部を助成した。

住民基本台帳に記録されてい
る妊婦及び乳児 21 526

健康課 館山市保健推進協議会補助金 福祉 団体運営 ● なし
館山市保健推進協議会が地域での明るい家庭生活の実現を目指し実施している活動（母子保健
事業、食生活改善事業及び各支部活動）を支援した。

館山市保健推進協議会 1 351

健康課 救急医療事業運営費補助金 福祉 事業費 ● なし
救急医療体制の充実を図るため、二次救急医療を担う救急告示病院に対し、救急医療事業運営
費の補助を行った。

社会福祉法人太陽会
社会医療法人社団木下会 2 91,878

健康課
コミュニティ医療推進活動支援事業
補助金

福祉 事業費 ● なし
地域の健康や医療体制の充実を図るため、コミュニティ医療推進基金を活用し、地域医療団体
が実施するコミュニティ医療推進活動（看護師の養成）を支援した。

社会福祉法人太陽会
1 11,798

健康課 予防接種費用助成金 福祉 その他 ● なし
予防接種を受ける機会を確保し、公衆衛生の向上及び個人の健康増進を図るため、指定医療機
関以外で予防接種を受けた者に対し、その費用の全額又は一部を助成した。

事業対象者のうち、自費で接
種した者 20 443
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担当（課） 補助金名称 分野 分類
（団体運営/事業費）

市単独事業
（該当は●）

期限設定 交付目的及び概要 交付対象 件数 決算額
　（千円）

社会福祉課 館山市遺族会補助金 福祉 団体運営 ● なし
戦没者遺族の福祉の増進を図るため、戦没者の顕彰や追悼行事等への参加活動を行う団体を支
援した。

館山市遺族会 1 243

社会福祉課 館山市身体障害者福祉会補助金 福祉 団体運営 ● なし
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
の交流を行う団体を支援した。

館山市身体障害者福祉会 1 100

社会福祉課 館山市社会福祉協議会補助金 福祉 団体運営 ● なし
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の運営を支
援した。

館山市社会福祉協議会 1 17,655

社会福祉課 館山市手をつなぐ親の会補助金 福祉 団体運営 ● なし
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した。

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

福祉 事業費 ● なし
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した。

館山市社会福祉協議会 1 4,500

社会福祉課
館山市心身障害児者あおぞらの会補
助金

福祉 団体運営 ● なし
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した。

館山市心身障害児者あおぞら
の会 1 50

社会福祉課 福祉タクシー利用助成金 福祉 その他 ● なし
障害者の社会参加を促すため、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した。

本市に住所を有する重度心身
障害者 185 1,879

社会福祉課 地域活動支援センター運営費補助金 福祉 事業費 ● なし
障害のある方が、地域において自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、創作的
活動や生産活動、社会交流の場となる地域活動支援センターを開設した事業所に対し助成を
行った。

特定非営利活動法人　夕なぎ 1 1,632

社会福祉課 障害者自動車運転免許取得費助成金 福祉 その他 ● なし
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
費用の一部を助成した。

身体障害者（要件あり） 1 100

社会福祉課
障害者グループホーム等運営費補助
金

福祉 事業費 なし 障害者の地域生活移行のため、共同生活援助事業所に対し、運営費の補助を行った。 グループホーム運営事業者 18 8,144
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担当（課） 補助金名称 分野 分類
（団体運営/事業費）

市単独事業
（該当は●）

期限設定 交付目的及び概要 交付対象 件数 決算額
　（千円）

高齢者福祉課 地域おこし協力隊活動費補助金 福祉 その他 ● なし
地域おこし協力隊として、都市部の人材を積極的に活用し、介護認定調査等を行うことを通
し、要介護認定申請が増加する市の現状を分析し、介護サービスの向上を図るための活動を補
助した。

地域おこし協力隊隊員 1 350

高齢者福祉課 軽度生活援助利用助成金 福祉 その他 ● なし
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した。

日常生活に支障が認められる
低所得の高齢者等 50 255

高齢者福祉課 老人クラブ補助金 福祉 団体運営 なし
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
に助成した。

館山市老人クラブ連合会
単位老人クラブ 57 3,403

高齢者福祉課
高齢者体力づくり健康づくり事業補
助金

福祉 事業費 ● なし
高齢者の生きがいや健康づくりを増進するため、老人クラブが実施するスポーツ活動に助成し
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 福祉 団体運営 ● なし
高齢者の社会参加や生きがいづくりを推進するため、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 福祉 事業費 ● なし
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た。

館山市社会福祉協議会 1 1,425

高齢者福祉課 介護職員資格取得費助成金 福祉 その他 なし
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
事業所に就職した方等に対し、介護資格の取得等に係る費用の一部を助成した。

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
た方等

18 830

高齢者福祉課
地域密着型サービス等整備事業補助
金

福祉 事業費 なし
介護保険事業の基盤の計画的な整備を進めている地域密着型サービス施設（看護小規模多機能
型居宅介護）の施設整備に必要な経費を補助した。

有限会社センターキュア 1 32,000

高齢者福祉課
介護施設等の施設開設準備経費等支
援事業補助金

福祉 事業費 なし
介護保険事業の基盤の計画的な整備を進めている地域密着型サービス施設（看護小規模多機能
型居宅介護）の開設準備に必要な経費を補助した。

有限会社センターキュア 1 4,800

高齢者福祉課
地域介護・福祉空間整備等施設整備
補助金

福祉 事業費 なし 既存介護施設が運営に必要な機能を整備する際、必要となる経費を助成した。 合同会社東雲神戸 1 2,333
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担当（課） 補助金名称 分野 分類
（団体運営/事業費）

市単独事業
（該当は●）

期限設定 交付目的及び概要 交付対象 件数 決算額
　（千円）

雇用商工課 移住者定住促進助成金 その他 その他 ● なし 子育て世帯の移住者の内、民間賃貸住宅入居者について、家賃負担の軽減を図った。 子育て世帯の移住者 19 1,305

雇用商工課
小規模事業者経営改善資金利子補給
金

観光・経済・農水 その他 ● なし
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、日本政策金融公庫
の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った。

融資先企業者 164 4,306

雇用商工課 中小企業融資保証料補給金 観光・経済・農水 その他 ● なし
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
を図った。

融資先企業者 41 986

雇用商工課 中小企業融資利子補給金 観光・経済・農水 その他 ● なし
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っ
た。

融資先企業者 149 1,173

雇用商工課 房州うちわ振興協議会補助金 その他 団体運営 ● なし
国指定伝統的工芸品・房州うちわの産業の発展や、制作技術の伝承を目指し、技術者の共同に
より、児童・生徒向けのうちわ作り体験や、技術者養成講座等を実施した。

房州うちわ振興協議会 1 150

雇用商工課 商店会連合会補助金 観光・経済・農水 団体運営 ● なし
館山市内の商店街団体が、商店街の活性化を目的に連携して実施する、商店会育成事業、共同
施設（街路灯等）管理、商業会共同事業の推進充実を支援した。

館山市商店会連合会 1 1,600

雇用商工課 館山たばこ販売組合補助金 その他 団体運営 ● なし
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 1 100

雇用商工課 館山商工会議所補助金 観光・経済・農水 団体運営 ● なし
館山市における商工業の総合的な改善発達を図るため、小規模事業者の経営改善普及事業、金
融・税務・経営等の相談・指導及び、まちづくり対象事業等を行う館山商工会議所に助成を
行った。

館山商工会議所 1 7,071

雇用商工課 起業支援補助金 観光・経済・農水 その他 なし 館山市内において、起業する個人や法人に対し、事業所等開設・賃借経費の一部を助成した。 市内中小企業者 9 1,994

雇用商工課 企業立地奨励金 観光・経済・農水 その他 ● なし
館山市に企業を誘致し、経済振興と雇用を促進するため、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、立地奨励金を交付した。

条例で定める対象企業者 1 471
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担当（課） 補助金名称 分野 分類
（団体運営/事業費）

市単独事業
（該当は●）

期限設定 交付目的及び概要 交付対象 件数 決算額
　（千円）

観光みなと課 館山市観光協会補助金 観光・経済・農水 団体運営 ● なし 観光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補助金を交付した。
一般社団法人　館山市観光協
会 1 5,366

観光みなと課 観光振興支援事業補助金 観光・経済・農水 事業費 ● なし
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、補助金を交付した。

民間団体 3 1,436

観光みなと課 館山市温泉事業組合補助金 観光・経済・農水 団体運営 ● なし
日帰り観光から滞在型観光への転換を図り、観光産業による地域経済への影響を拡大するた
め、館山市温泉事業組合が行う事業に対し、補助金を交付した。

館山市温泉事業組合 1 4,252

観光みなと課 館山市観光行事補助金 観光・経済・農水 事業費 ● なし
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、
南総里見まつりを秋のイベントとして開催し、館山の観光資源や歴史・文化を全国に向けてＰ
Ｒした。

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

観光みなと課
館山市海岸活性化プロジェクト推進
協議会補助金

観光・経済・農水 事業費 ● なし
海岸を活用したイベント「北条海岸ビーチマーケット」の開催等に助成し、地域活性化と館山
の海の魅力の発信を図った。

館山市海岸活性化プロジェク
ト推進協議会 1 895

観光みなと課 ウミホタル観察会事業補助金 観光・経済・農水 事業費 ● 1年
ウミホタル観察会を実施する団体に事業費を補助し、観光資源としてのうみほたるの定着と魅
力発信を図った。

また旅倶楽部 1 76

農水産課 地域おこし協力隊活動費補助金 観光・経済・農水 事業費 ● なし
地域おこし協力隊（獣害支援対策）として、都市部人材を積極的に活用し、有害鳥獣対策全般
についての研究を進め、防護柵の設置指導や各集落への巡回相談等の総合的なサポートを通し
て、地域ぐるみの獣害対策の促進を図った。

地域おこし協力隊隊員 1 1,666

農水産課 農業次世代人材投資事業資金交付金 観光・経済・農水 その他 なし
青年の就農意欲喚起及び就農後の定着を図るため、経営が不安定な就農直後（５年以内）の若
手農業者に対し支援を行った。

農業者 3 4,500

農水産課 植物防疫事業補助金 観光・経済・農水 事業費 ● なし
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 1 518

農水産課
農業経営所得安定対策推進事業補助
金

観光・経済・農水 事業費 なし
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した。

館山市地域農業再生協議会 1 4,023
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（団体運営/事業費）

市単独事業
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　（千円）

農水産課 飼料用米等拡大支援事業補助金 観光・経済・農水 その他 なし
 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）の作
付に取り組むことにより、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 22 617

農水産課 中山間地域等直接支払交付金 観光・経済・農水 その他 なし
平地に比べ農業生産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、農業生産活動が継続的に行われるよう、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した。

８集落
３認定農業者 11 3,848

農水産課 農業近代化資金利子補給金 観光・経済・農水 その他 なし
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した。

農業者 20 125

農水産課
農業経営基盤強化資金利子補給補助
金

観光・経済・農水 その他 なし
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
を補給した。

農業者 2 62

農水産課 農地集積・集約化対策事業補助金 観光・経済・農水 その他 なし
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、補助金を交付した。

農地所有者 11 403

農水産課 有害鳥獣被害防止対策事業補助金 観光・経済・農水 その他 ●（市単を含む） なし
鳥獣による農作物の被害を防止するため、防護柵の設置費用及び捕獲用自作わなの資材費につ
いて補助を行った。

館山有害鳥獣対策協議会　外 13 10,687

農水産課 館山市狩猟免許取得等補助金 観光・経済・農水 その他 ●（市単を含む） なし 有害鳥獣の捕獲力向上のため、狩猟免許の取得費用等について助成した。 個人 28 1,167

農水産課
館山市獣害と戦う農村集落づくり事
業補助金

観光・経済・農水 事業費 ● なし
地域ぐるみで有害獣被害対策を推進するため、地域による総合的な被害対策計画の策定と計画
に基づく被害対策の実施に対する支援を行った。

館山（沼）地区有害鳥獣対策
協議会 1 500

農水産課
イノシシ棲み家撲滅特別対策事業補
助金

観光・経済・農水 その他 Ｒ２年度
イノシシの追い払いを目的に実施する、耕作放棄地等の刈り払い作業について、支援を行っ
た。

館山有害鳥獣対策協議会 1 356

農水産課
廃プラスチック処理対策推進事業補
助金

観光・経済・農水 事業費 なし
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
一部を支援した。

廃プラスチック対策協議会 1 1,000
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担当（課） 補助金名称 分野 分類
（団体運営/事業費）

市単独事業
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期限設定 交付目的及び概要 交付対象 件数 決算額
　（千円）

農水産課 房州枇杷研究会育成事業補助金 観光・経済・農水 団体運営 ● なし
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
培の振興を図った。

房州枇杷研究会 1 12

農水産課
新「輝け！ちばの園芸」次世代産地
整備支援事業補助金

観光・経済・農水 その他 Ｒ２年度
園芸産地の生産力向上のため認定農業者が行う園芸生産施設の整備・改修及び省力化機械等の
整備について支援を行い、園芸の振興を図った。

認定農業者 2 2,720

農水産課 農業基盤整備促進事業補助金 観光・経済・農水 事業費 なし
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・整備に対し補助した。

安房中央土地改良区 1 13,434

農水産課 小規模土地改良事業補助金 観光・経済・農水 事業費 ● なし
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
て補助を行った。

山荻水利組合 1 459

農水産課 多面的機能支払交付金 観光・経済・農水 事業費 なし
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、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を支援し
た。

活動組織（集落） 15 30,652

農水産課 館山市平砂浦砂防林保護組合補助金 観光・経済・農水 団体運営 なし
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った。

館山市平砂浦砂防林保護組合 1 59

農水産課 森林山村多面的機能発揮対策交付金 観光・経済・農水 事業費
平成29年度～令
和1年度

地域住民や森林所有者等が行う森林の保全管理活動等の取り組みを支援した。

松岡　椿の森を守る会 1 34

農水産課 漁業共済事業補助金 観光・経済・農水 その他 なし
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、補助金を交付した。

市内4漁業協同組合 4 1,123

農水産課 千葉県水難救済会救難所補助金 観光・経済・農水 団体運営 ● なし
海上保安庁からの要請を受け、ボランティアで救済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、補助金を交付した。

館山船形漁業協同組合
館山市布良漁業協同組合 2 40

農水産課 あわび種苗放流事業補助金 観光・経済・農水 事業費 ● なし
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
交付した。

市内５漁業協同組合 5 1,555
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　（千円）

農水産課 東京湾漁業総合対策事業補助金 観光・経済・農水 事業費 なし
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
付した。

市内５漁業協同組合 5 1,250

農水産課
（食のまちづく
り推進室）

地域おこし協力隊起業支援補助金 観光・経済・農水 事業費 ●

協力隊員任期終
了日から前1年
以内又は任期終
了の日から1年
以内の者に対し
１回

地域おこし協力隊（食のまちづくり応援隊）が、任期終了後に起業する際の営業用車両を購入
するにあたり、費用の一部を助成した。

地域おこし協力隊隊員（退任
者） 1 1,000

農水産課
（食のまちづく
り推進室）

産業まつり補助金 観光・経済・農水 事業費 ● なし
地域の農水産物及び特産品の直売などにより、地産地消を推進し、地域産業の活性化を目的と
して開催される、産業まつりの開催に必要な経費の一部を補助した。

館山市民まつり実行委員会 1 50

建築施設課 耐震診断費補助金
市民活動・防犯・防
災

その他 ● なし

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ため、耐
震診断経費を補助した。
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（１２万円を限度）

耐震診断実施者（個人） 2 203

下水道課 浄化槽設置事業補助金 環境 その他 なし
生活排水による公共用水域の水質汚濁防止を目的とし、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） 12 2,040

環境課
住宅用省エネルギー設備設置費補助
金

環境 その他 なし
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等を設置する者に対し補助金を交
付した。

システム設置者（個人） 21 2,060

環境課 環境保全活動団体支援事業補助金 環境 事業費 ● なし 市内で環境保全活動に取組む団体等の活動を支援した。
特定非営利活動法人安房の海
を守り育む会
安房生物愛好会

2 460

環境課 館山市し尿収集運搬費補助金 環境 団体運営 ● なし
し尿収集運搬を行う事業者に対し補助金を交付し、市民の衛生的な生活環境の確保と負担軽減
を図るとともに、し尿収集運搬業務の安定的かつ円滑な運営を支援した。

館山市環境保全協業組合 1 9,612

環境課 三芳水道企業団補助金 その他 団体運営 ● なし 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 1 215,109

教育総務課 館高定時制教育振興会補助金 子ども 団体運営 ● なし
教育の機会均等のもと、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・振興を図った。

千葉県立館山総合高等学校定
時制教育振興会 1 94
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教育総務課 共済見舞金 子ども その他 ● 令和1年度末
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った。

平成29年度末までに本共済に
加入した児童・生徒（本共済
の加入申込受付は条例廃止に
伴い終了）

16 311

教育総務課 遠距離通学児童通学費補助金 子ども その他 ● なし
学校統合により、遠距離通学となった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、通学距離に応じて遠距離通学費補助金を交付した。

館山市遠距離通学費補助金交
付対象者（小学生） 130 1,381

教育総務課 遠距離通学生徒通学費補助金 子ども その他 ● なし
学校統合により、遠距離通学となった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、通学距離に応じて遠距離通学費補助金を交付した。

館山市遠距離通学費補助金交
付対象者（中学生） 91 1,043

教育総務課 全国大会等出場費用補助金 子ども その他 ● なし

市内の小中学校に在学する児童生徒が、学校管理下の活動で、地区予選会・選考会を経て、全
国規模または関東規模の文化又はスポーツの全国大会等に出場した際の費用の一部を助成し
た。

市内小中学校の児童・生徒 2 219

こども課 放課後児童健全育成事業補助金 子ども 団体運営 なし
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を行った。

神戸学童クラブ 1 1,200

こども課 保育所運営費補助金 子ども 団体運営 なし
入所児童の処遇の向上、職員の労働条件の処遇改善、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を行った。

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 19,309

こども課 私立幼稚園就園等助成費 子ども 事業費
令和1年度

私立幼稚園の設置者が当該幼稚園に在園する３歳児から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補助金を交付することで、保護者の負担を軽減し
た。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った。

館山白百合幼稚園 1 1,123

スポーツ課 南房駅伝大会助成金
社会教育・文化・ス
ポーツ

事業費 ● なし
安房郡市内の各体育協会、各教育委員会等及び毎日新聞社共同で、地域住民の親睦を深めるこ
とを目的に開催される駅伝大会を支援した。

南房駅伝大会実行委員会 1 175

スポーツ課
オーシャンフェスタ実行委員会補助
金

社会教育・文化・ス
ポーツ

事業費 ● なし
スポーツ観光振興、海辺のまちづくりの推進を目的に、貴重な観光資源である鏡ケ浦を活用し
たスポーツイベントの開催を支援した。

OCEAN+FEST TATEYAMA
実行委員会 1 100

スポーツ課 館山市体育協会補助金
社会教育・文化・ス
ポーツ

団体運営 ● なし
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った。

館山市体育協会 1 5,627
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（団体運営/事業費）

市単独事業
（該当は●）
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　（千円）

スポーツ課 スポーツ少年団育成補助金
社会教育・文化・ス
ポーツ

団体運営 ● なし
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、
親睦を図った。

館山市スポーツ少年団 1 1,245

生涯学習課
館山市子ども会育成会連絡協議会助
成金

社会教育・文化・ス
ポーツ

団体運営 ● なし
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」の推進を図った。

館山市子ども会育成会連絡協
議会 1 192

生涯学習課 あわ夢まつり補助金
社会教育・文化・ス
ポーツ

事業費 ● なし
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。

あわ夢まつり実行委員会 1 400

生涯学習課 館山市ＰＴＡ連絡協議会助成金
社会教育・文化・ス
ポーツ

団体運営 ● なし
館山市ＰＴＡ連絡協議会の活動に対して助成することで、各単位ＰＴＡ間の連絡調整を推進
し、ＰＴＡ会員の資質向上と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
とした。

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

社会教育・文化・ス
ポーツ

団体運営 ● なし
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、当該団
体の実施する事業を支援した。

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
社会教育・文化・ス
ポーツ

団体運営 なし
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った。

館山市青少年相談員連絡協議
会 1 1,209

生涯学習課 館山音楽鑑賞協会補助金
社会教育・文化・ス
ポーツ

団体運営 ● なし
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した。

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
社会教育・文化・ス
ポーツ

団体運営 ● なし
館山市文化祭の開催等を通し、加盟団体が連携し、芸術文化活動の向上に寄与する活動を支援
した。

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
社会教育・文化・ス
ポーツ

事業費 ● なし
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
る活動に対し支援を行った。

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
社会教育・文化・ス
ポーツ

団体運営 ● なし
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を行った。

館山市文化財保護協会 1 95
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議会事務局 政務活動費交付金 その他 その他 ● なし

館山市議会議員が市政に関する調査研究その他の活動のため、必要な経費の一部を交付した。
【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 1,335

選挙管理委員会 選挙運動用自動車燃料費交付金 その他 その他 ● なし
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した。

燃料販売業者 2 29

選挙管理委員会
選挙運動用自動車運転手報償費交付
金

その他 その他 ● なし
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した。

選挙運動用自動車運転手 1 88

選挙管理委員会 選挙運動用自動車借上料交付金 その他 その他 ● なし
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した。

レンタカー業者
個人所有者 2 181

選挙管理委員会 選挙運動用ポスター作成費交付金 その他 その他 ● なし
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。

ポスター印刷業者 2 628

選挙管理委員会 選挙運動用葉書郵便料交付金 その他 その他 ● なし
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。

郵便事業株式会社 1 758

選挙管理委員会 選挙運動用ビラ作成費交付金 その他 その他 ● なし
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。

ビラ印刷業者 2 240

623,648
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