
補助金等に関する問い合わせは、各所管課へお願いします。 ※所管課名及び交付先は平成30年4月1日現在のものです。

No. 款 所管課名 件             名 補助の概要 補助の目的 補助の効果
平成３０年度
交　付　先

平成２９年度
当初予算額

平成３０年度
当初予算額

増減額

1 民生費
健康福祉総務
課

ふれあいのまちづくり事業補助金
高齢者・障がい者等に対する相談援助活動を実施するふれ
あいのまちづくり事業を対象として、その費用の一部を補助
するもの。

高齢者や障がい者などに対して、地域に即した創
意と工夫を行った福祉サービスを提供するなど、
社会福祉の推進を図る。

地域住民の日常生活上の諸問題について、適切
な指導・助言を行い、福祉の向上に資する。

社会福祉法人高松市社
会福祉協議会

806 806 0

2 民生費
健康福祉総務
課

高松市社会福祉協議会事業交
付金

高松市社会福祉協議会の法人運営事業、会館等管理事業
に対し補助するもの。

高松市社会福祉協議会の安定した活動基盤を維
持することにより、本市の地域福祉の増進を図る。

行政では対応が難しい福祉需要の多様な取り組
みを促進し、公益性の高い事業を実施することに
おいて、大きな役割を果たしている。

社会福祉法人高松市社
会福祉協議会

102,572 124,904 22,332

3 民生費
健康福祉総務
課

社会福祉諸団体事業補助金
国や県・市の機関では十分な効果を上げることが困難な分野
において、地域の実情に通じて柔軟に活動している社会福祉
団体に対し、補助するもの。

国や県・市の機関では十分な効果を上げることが
困難な分野において、地域の実情に通じて柔軟に
活動している社会福祉団体に補助金を交付するこ
とで、社会福祉の向上を図る。

国や県・市の機関では十分な効果を上げることが
困難な分野において、多様な取り組みを促進し、
社会福祉の向上に資する。

高松地区保護司会　他2
団体

4,662 4,494 △ 168

4 民生費 障がい福祉課
高松ボランティア協会事業補助
金

ボランティアの普及と啓発活動を行っている高松ボランティア
協会に対し、事業費金を補助するもの。

国や県・市の機関では十分な効果を上げることが
困難な分野において、地域の実情に通じて柔軟に
活動している高松ボランティア協会に補助金を交
付することで、社会福祉の向上を図る。

国や県・市の機関では十分な効果を上げることが
困難な分野において、多様な取り組みを促進し、
社会福祉の向上に資する。

高松ボランティア協会 361 343 △ 18

5 民生費
健康福祉総務
課

福祉サービス第三者評価受審推
進補助金

福祉サービス事業者が福祉サービス第三者評価を受審した
際の費用の一部を助成するもの。

事業者の提供する福祉サービスの質を、公正・中
立な第三者機関が、専門的かつ客観的な立場か
ら評価することで、個々の事業者が、事業運営に
おける具体的な問題点を把握し、福祉サービスの
質の向上を図るとともに、評価結果が、利用者の
適切なサービスの選択に資するための情報となる
ことを目的とする。

福祉サービスに係る第三者評価の普及及び受審
を促進する。

高齢者福祉施設、障害
者・児童福祉施設、児童
福祉施設など

300 300 0

(単位：千円）
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補助金等に関する問い合わせは、各所管課へお願いします。 ※所管課名及び交付先は平成30年4月1日現在のものです。

No. 款 所管課名 件             名 補助の概要 補助の目的 補助の効果
平成３０年度
交　付　先

平成２９年度
当初予算額

平成３０年度
当初予算額
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(単位：千円）

6 民生費
健康福祉総務
課

地区民生委員推薦準備会事業
交付金

退任等に伴う補充民生委員・児童委員の推薦に係る事務費
を補助するもの。

各地区で民生委員推薦準備会を組織し、各地区
から民生委員を推薦することを目的とする。

民生委員の推薦を行うことにより、地区住民の福
祉に寄与する。

各地区民生委員推薦準
備会

140 140 0

7 民生費
健康福祉総務
課

地区民生委員児童委員協議会
交付金

各地区民生委員児童委員協議会開催経費及び県・市主催の
研修会参加費等を補助するもの。

各地区民生委員児童委員協議会開催経費や研修
会参加費等を補助することで、各民生委員の資質
向上を図ることを目的とする。

各地区民児協へ必要な費用を補助することによ
り、各民生委員の資質向上が図られ、ひいては地
区住民の福祉に寄与する。

高松市民生委員児童委
員連盟
（連盟から各地区民生委
員児童委員協議会に配
分）

5,797 5,797 0

8 民生費
健康福祉総務
課

地区民生委員児童委員協議会
会長活動事業交付金

各地区民生委員児童委員協議会の会長が市役所で開催す
る例月の民連理事会等への出席旅費を交付するもの。

各地区民児協へ会長活動費を補助することによ
り、関係機関からの依頼事項や連絡事項等の周
知徹底を図ることを目的とする。

各地区民児協へ会長活動費を補助することによ
り、関係機関からの依頼事項や連絡事項等の周
知徹底が図られ、ひいては地区住民の福祉に寄
与する。

高松市民生委員児童委
員連盟
（連盟から各地区民生委
員児童委員協議会に配
分）

487 487 0

9 民生費
健康福祉総務
課

地区民生委員児童委員協議会
活動事業交付金

各地区民児協で開催する研修開催経費及び老人給食会等
の開催経費等を交付するもの。

各地区民児協へ必要な活動費を補助することによ
り、地域活動を活発にし、独居老人の把握や見守
り活動につなげることを目的とする。

各地区民児協へ必要な活動費を補助することによ
り、地域活動を活発にし、独居老人の把握や見守
り活動につなげることで、ひいては地域住民の福
祉に寄与する。

高松市民生委員児童委
員連盟
（連盟から各地区民生委
員児童委員協議会に配
分）

6,124 6,123 △ 1

10 民生費
健康福祉総務
課

民生委員児童委員連盟事務局
運営交付金

高松市民生委員児童委員連盟事務局の運営に対し補助する
もの。

高松市民生委員児童委員連盟は本市民生委員の
研修や、市からの依頼事項等を取りまとめ、各民
生委員に周知を図るため、その事務局を運営する
ことを目的とする。

高松市民生委員児童委員連盟が研修や市からの
依頼事項を取りまとめることで、各民生委員の資
質向上や市からの依頼事項の周知が図られ、ひ
いては地域住民の福祉に寄与する。

高松市民生委員児童委
員連盟

2,476 2,506 30
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11 民生費
健康福祉総務
課

遺族会事業補助金
戦没者・戦災犠牲者等の慰霊行事等に係る事業に要する経
費を補助するもの。

戦没者・戦災犠牲者等の慰霊事業及び遺族援護
の推進のため。

戦没者・戦災犠牲者等の慰霊行事を行うことがで
き、遺族間の相互扶助ができる。

一般財団法人高松市遺
族会　他38団体

3,020 2,985 △ 35

12 民生費
国保・高齢者
医療課

人間ドック・歯科ドック助成金
香川県後期高齢者医療制度の被保険者に対し、人間ドック・
歯科ドックの受診に係る費用の一部を助成するもの。

香川県後期高齢者医療制度の被保険者に対し、
人間ドック・歯科ドックの受診を促し、疾病の発生
の防止、早期発見による重症化の防止等を図り、
もって被保険者の健康の保持増進及び健康管理
意識の高揚に寄与する。

疾病の発生の防止、早期発見による重症化の防
止等を行うことで、医療費の適正化が図られ、併
せて保険給付費の抑制も図られる。

香川県後期高齢者医療
制度の被保険者で、納期
限が到来している後期高
齢者医療保険料を完納し
ている者

10,778 10,763 △ 15

13 民生費 障がい福祉課
高松市身体障害者用自動車改
造費等助成金

重度の身体障害者が自動車を改造した場合、また、自動車
運転免許証を取得しようとる場合、これに要する費用を助成
するもの。

重度身体障害者の社会復帰・自立厚生のため。
重度身体障害者の就労等への円滑な参加に寄与
する。

対象となる市民 800 800 0

14 民生費 障がい福祉課
高松市障害者住宅改造費助成
金

住宅の整備又は改造を行う者に対して補助するもの。 障がい者の自立支援の促進を図る。 障がい者の自立支援の促進に寄与する。 対象となる市民 8,587 8,305 △ 282

15 民生費 障がい福祉課
高松市障害者生活福祉資金貸
付金利子補給金

資金の借受者に対し、償還利子部分を補給するもの。 障がい者の経済的自立と生活の安定
障がい者の経済的自立と生活の安定に寄与す
る。

対象となる市民 70 40 △ 30
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補助金等に関する問い合わせは、各所管課へお願いします。 ※所管課名及び交付先は平成30年4月1日現在のものです。
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16 民生費 障がい福祉課
高松市身体障害者協会事業補
助金

身体障害者の交流を図り親睦を深める事業に要する経費を
補助するもの。

身体障害者の福祉の向上と増進を図る。 身体障害者の福祉の向上と増進に寄与する。
一般財団法人高松市身
体障害者協会

1,000 1,000 0

17 民生費 障がい福祉課
高松市肢体不自由児・者父母の
会事業補助金

高松市肢体不自由児・者父母の会の活動費を助成するも
の。

肢体不自由者・児の福祉の向上と増進を図る。
高松市肢体不自由児・者の福祉の向上と増進に
寄与する。

高松市肢体不自由児・者
父母の会

40 40 0

18 民生費 障がい福祉課
香川県中途失聴・難聴者協会事
業補助金

香川県中途失聴・難聴者協会の活動費を助成するもの。 中途失聴・難聴者の福祉の向上と増進を図る。
香川県中途失聴・難聴者の福祉の向上と増進に
寄与する。

香川県中途失聴・難聴者
協会事業補助金

40 40 0

19 民生費 障がい福祉課
高松市手をつなぐ育成会事業補
助金

高松市手をつなぐ育成会の活動費を助成するもの。
絵画、体操教室等の開催や機関誌の発行等によ
る啓発活動により障がい者（児）の健全な育成等
を図る。

絵画、体操教室等の開催や機関誌の発行等によ
る啓発活動により障がい者（児）の健全な育成等
に寄与する。

高松市手をつなぐ育成会 360 360 0

20 民生費 障がい福祉課 高松聴覚者障害者協会補助金 高松聴覚者障害者協会の活動費を助成するもの。 聴覚障害者の福祉の向上と増進を図る。 聴覚者障害者の福祉の向上と増進に寄与する。 高松聴覚者障害者協会 40 40 0
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補助金等に関する問い合わせは、各所管課へお願いします。 ※所管課名及び交付先は平成30年4月1日現在のものです。

No. 款 所管課名 件             名 補助の概要 補助の目的 補助の効果
平成３０年度
交　付　先

平成２９年度
当初予算額

平成３０年度
当初予算額

増減額

(単位：千円）

21 民生費 障がい福祉課
高松市身体障害者福祉大会事
業補助金

身体障害者の交流を図り親睦を深める事業に要する経費を
補助するもの。

身体障害者の福祉の向上と増進を図る。 身体障害者の福祉の向上と増進に寄与する。
一般財団法人高松市身
体障害者協会

250 250 0

22 民生費 障がい福祉課
高松市身体障害者文化祭事業
補助金

身体障害者の交流を図り親睦を深める事業に要する経費を
補助するもの。

身体障害者の福祉の向上と増進を図る。 身体障害者の福祉の向上と増進に寄与する。
一般財団法人高松市身
体障害者協会

150 150 0

23 民生費 障がい福祉課 高松ふれあいの店事業補助金 ふれあいの店出店費用を助成するもの。 障害者の経済的自立と社会進出の推進を図る。
障害者の経済的自立と社会進出の推進に寄与す
る。

ふれあいの店実行委員
会

100 100 0

24 民生費 障がい福祉課 障害者社会見学事業補助金
障がい者イベント（公演会・余興等）の開催費用の助成を行う
もの。

障がい者の社会経験及び健常者との交流を行う。
障がい者の社会経験及び健常者との交流に寄与
する。

高松市障害者を守る会 1,832 1,832 0

25 民生費 障がい福祉課
障がい者就労の場雇用創出事業
補助金

高松市中央商店街の空き店舗にて、障がい者を雇用し、事業
を行う企業・団体等を対象に公募選考し、事業費の補助を行
うもの。

障がいのある者もない者も対等な立場で働ける職
場を提供する者に対し、補助金を交付することに
より、障がいのある者の就労促進及び社会的。経
済的な自立を図る。

障がい者の就労促進や社会的自立に寄与する。 対象となる法人 6,840 8,550 1,710
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補助金等に関する問い合わせは、各所管課へお願いします。 ※所管課名及び交付先は平成30年4月1日現在のものです。

No. 款 所管課名 件             名 補助の概要 補助の目的 補助の効果
平成３０年度
交　付　先

平成２９年度
当初予算額

平成３０年度
当初予算額

増減額

(単位：千円）

26 民生費 障がい福祉課
障害者福祉施設等整備事業利
子補給金

社会福祉法人が、障害者支援施設等の整備のため、借入し
た償還に伴う利子を補助するもの。

障害者支援施設等を充実させ、利用促進を図る。
障がい者の自立生活の支援や地域移行の促進に
寄与する。

社会福祉法人(８法人) 1,312 1,078 △ 234

27 民生費 障がい福祉課
高松市心身障害者扶養共済制
度掛金助成金

香川県心身障害者扶養共済制度の掛金の一部を助成するも
の。

障害者の経済的自立の推進を図る。 障害者の経済的自立を推進に寄与する。 対象となる市民 2,977 2,676 △ 301

28 民生費 障がい福祉課 ちびっこ教室事業補助金 障がい児の一時預かりを行う活動費の助成を行うもの。 障がい者の保護者の負担軽減を図る。 障がい者の保護者の負担軽減に寄与する。 ちびっこ教室 20 20 0

29 民生費 障がい福祉課
手をつなぐふれあいフェスティバ
ル事業補助金

徒競走、玉入れ、総踊りなどの活動費を助成するもの。 障がい者の社会経験及び健常者との交流を行う。
障がい者の社会経験及び健常者との交流に寄与
する。

高松市手をつなぐ育成会 300 300 0

30 民生費 障がい福祉課
高松市障害者を守る会事業補助
金

作品展、キャンペーン等のイベントをの活動費を助成するも
の。

イベントを通じ、障がい児（者）の社会経験及び健
常者との交流を行う。

障がい児（者）の社会経験及び健常者との交流に
寄与する。

高松市障害者を守る会 547 543 △ 4
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補助金等に関する問い合わせは、各所管課へお願いします。 ※所管課名及び交付先は平成30年4月1日現在のものです。

No. 款 所管課名 件             名 補助の概要 補助の目的 補助の効果
平成３０年度
交　付　先

平成２９年度
当初予算額

平成３０年度
当初予算額

増減額

(単位：千円）

31 民生費 障がい福祉課 障害児社会見学事業補助金
障がい児を対象とした遊園地等への入園するイベントの活動
費を助成するもの。

障がい児の社会経験及び健常者との交流を行う。
障がい児の社会経験及び健常者との交流に寄与
する。

高松市障害者を守る会 2,948 2,986 38

32 民生費 長寿福祉課 老人クラブ活動助成金
各地区老人クラブの行う活動や、地域支え合い事業等の経
費に対して補助するもの。

老人福祉法の第１３条第２項にて、地方公共団体
は、老人の福祉を増進することを目的とする事業
の振興を図るとともに、老人クラブその他当該事
業を行う者に対して、適当な援助をするように努め
なければならないとされている。
　今後、高齢者は住み慣れた地域で、健康で生き
がいをもって自立した生活ができる社会を築くこと
が重要であり、高齢者が社会とかかわりながら、
いきいきと活動できる環境を整備する必要があ
る。

地域に根差した各単位老人クラブが行う活動の活
性化に寄与する。

高松市老人クラブ連合会 18,411 17,710 △ 701

33 民生費 長寿福祉課
老人クラブ連合会活動事業補助
金

高松市老人クラブ連合会の行う活動促進事業や健康づくり・
介護予防支援事業、地域支え合い事業、活動支援体制強化
事業の経費に対して補助するもの。

老人福祉法の第１３条第２項にて、地方公共団体
は、老人の福祉を増進することを目的とする事業
の振興を図るとともに、老人クラブその他当該事
業を行う者に対して、適当な援助をするように努め
なければならないとされている。
　今後、高齢者は住み慣れた地域で、健康で生き
がいをもって自立した生活ができる社会を築くこと
が重要であり、高齢者が社会とかかわりながら、
いきいきと活動できる環境を整備する必要があ
る。

高齢者が社会とかかわりながら、いきいきと活動
できる場を設けることで、健康的で生きがいをもっ
て自立した生活を送れる社会の実現に資する。

高松市老人クラブ連合会 6,431 6,314 △ 117

34 民生費 長寿福祉課
老人クラブ連合会運営事業補助
金

高松市老人クラブ連合会の運営に係る経費に対して補助す
るもの。

老人福祉法の第１３条第２項にて、地方公共団体
は、老人の福祉を増進することを目的とする事業
の振興を図るとともに、老人クラブその他当該事
業を行う者に対して、適当な援助をするように努め
なければならないとされている。
　今後、高齢者は住み慣れた地域で、健康で生き
がいをもって自立した生活ができる社会を築くこと
が重要であり、高齢者が社会とかかわりながら、
いきいきと活動できる環境を整備する必要があ
る。

高齢者が社会とかかわりながら、いきいきと活動
できる場を設けることで、健康的で生きがいをもっ
て自立した生活を送れる社会の実現に資する。

高松市老人クラブ連合会 10,779 10,582 △ 197

35 民生費 長寿福祉課
公益社団法人高松市シルバー人
材センター運営補助金

高松市シルバー人材センターの運営及び事業経費に対し補
助するもの。

定年退職者等の高齢者に「臨時的かつ短期的な
就業又はその他の軽易な業務」に係る就業を提供
することにより、働くことを通じて、仲間づくりや健
康の維持、社会参加を促進し、高齢者の健康で生
きがいのある生活の実現や地域社会の福祉の向
上を図る。

高齢者の社会活動の参加と生きがい創出に資す
る。

高松市シルバー人材セン
ター

16,980 16,980 0
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補助金等に関する問い合わせは、各所管課へお願いします。 ※所管課名及び交付先は平成30年4月1日現在のものです。

No. 款 所管課名 件             名 補助の概要 補助の目的 補助の効果
平成３０年度
交　付　先

平成２９年度
当初予算額

平成３０年度
当初予算額

増減額

(単位：千円）

36 民生費 長寿福祉課
高松市高齢者住宅改造費助成
金

寝たきり等の高齢者の住宅改修に係る費用の一部を助成す
るもの。

寝たきり等の高齢者が、自宅において暮らしやす
い生活ができるように住宅を改造する場合、当該
改造の工事に要する費用の一部を助成することに
より、自立を助成するとともに、介護する者の負担
の軽減を図る。

寝たきり等の高齢者の在宅生活での自立と介護
者の負担軽減に寄与する。

個人 9,410 5,280 △ 4,130

37 民生費 長寿福祉課 移動販売参入助成金
移動販売を行う事業者に対して、車両購入費及び改造費の
一部を補助するもの。

日常生活に必要な食料品等の購入が困難な地域
（買物困難地域）を解消することにより、高齢者等
の生活の利便性の向上を図る。

移動販売の販売エリアが拡大し、買物困難地域の
解消に寄与する。

移動販売事業者 0 1,000 1,000

38 民生費 長寿福祉課
ICTを活用した認知症高齢者等
見守りシステム構築事業補助金

システム構築事業者が、香川高等専門学校が有する特許を
活用して行う、ICTを活用した見守りシステム構築事業に対し
て補助するもの。

香川高等専門学校が有する最先端技術の特許を
活用し、香川高等専門学校及びシステム構築事
業者と産官学連携の枠組みの中で、全国に先駆
けた高松市モデルの見守りシステムを構築するた
め、補助金を支出し、開発を支援する。

ICTを活用した高松市モデルの認知症高齢者等見
守りシステム構築の開発支援を行うことで、在宅
における高齢者の生活支援に寄与する。

システム構築事業者 0 12,500 12,500

39 民生費 長寿福祉課
高松市軽費老人ホーム事務費補
助金

軽費老人ホームの運営に必要な経費の一部を補助するも
の。

収入に応じた低額な料金で利用できる施設の運
営を補助することにより、身体機能の低下等により
自立した日常生活を営むことが不安で、家族等に
よる援助が困難な高齢者が、安心して生活できる
場の確保を図る。

軽費老人ホームが利用しやすくなり、高齢者福祉
施設の充実に寄与する。

社会福祉法人 212,761 209,661 △ 3,100

40 民生費 長寿福祉課 老人福祉施設整備事業補助金
高松市高齢者保健福祉計画に基づく施設整備に対し、整備
費の一部を補助するもの。

高松市高齢者保健福祉計画の施設サービス見込
量を満たす整備を行い、高齢者等の福祉の向上を
図る。

高松市高齢者保健福祉計画に基づき整備するこ
とで、待機者の解消に寄与する。

社会福祉法人守里会
特別養護老人ホーム守
里苑

0 60,000 60,000
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補助金等に関する問い合わせは、各所管課へお願いします。 ※所管課名及び交付先は平成30年4月1日現在のものです。

No. 款 所管課名 件             名 補助の概要 補助の目的 補助の効果
平成３０年度
交　付　先

平成２９年度
当初予算額

平成３０年度
当初予算額

増減額

(単位：千円）

41 民生費 長寿福祉課
老人福祉施設整備事業利子補
給金

高松市社会福祉法人助成条例に基づき、独立行政法人福祉
医療機構からの借入償還金に伴う利子の一部を助成するも
の。

真に施設でのケアが必要な高齢者が適切に施設
サービスを利用できるよう、老人福祉施設の整備
促進に繋げる。

老人福祉施設の整備が促進され、サービス基盤
の充実に寄与する。

社会福祉法人 12,775 10,100 △ 2,675

42 民生費 介護保険課
介護保険利用者負担軽減事業
補助金

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律」によるホームヘルプサービス利用において、境界層
該当者として自己負担額が0円となっている低所得者の軽減
相当額を補助するもの。

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支
援するための法律」によるホームヘルプサービス
利用者が、介護保険の対象者になった時に支払う
必要が生じる負担額を減額し、激変緩和措置を講
じる。

対象者が制度間を移行した際に生じる急激な負担
増が緩和される。

障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支
援するための法律による
ホームヘルプサービス利
用において境界層該当
者として負担を要しない
者で第1号被保険者のう
ち65歳に達する日以前お
おむね1年間ホームヘル
プサービスを利用した
者、又は第2号被保険者

104 104 0

43 民生費 介護保険課
介護保険利用者負担軽減事業
補助金

低所得で生計が困難である者への介護保険サービスの提供
に当たり、その社会的な役割にかんがみ、利用者負担を軽減
する社会福祉法人等に対し、軽減相当額の一部を補助する
もの。

低所得者のサービス利用に係る自己負担額を軽
減する社会福祉法人に対し補助を行うことにより、
介護保険サービスの利用促進を図る。

低所得者に対し「社会福祉法人等利用者負担軽
減確認証」を交付し、サービス利用に係る自己負
担額を軽減することにより、介護保険サービスの
利用が促進される。

社会福祉法人等利用者
負担軽減対策事業の実
施法人として事業を実施
し、補助申請をした社会
福祉法人等

2,408 2,665 257

44 民生費 介護保険課
離島介護サービス提供促進事業
補助金

事業者が離島でホームヘルプ等サービスを提供した場合に、
定額（1人1回4,000円）及び船賃等を助成するもの。

離島における介護サービスの提供の促進を図る。
離島住民である要介護者が地理的条件によらず
適切に介護サービスを利用できる。

離島住民である要介護
者に対し介護サービスを
提供する事業者

2,022 1,771 △ 251

45 民生費 子育て支援課
病児保育事業開設準備経費補
助金

新たに病児保育事業を実施する者に対し、施設の改修に要
する費用を補助するもの。

病児保育事業の普及及び定着を促進することによ
り、児童の保護者の子育てと就労を支援するとと
もに、児童の福祉の向上を図る。

児童の保護者の子育てと就労の支援につながる。
病児保育施設を新規で
開設する団体

0 4,000 4,000
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補助金等に関する問い合わせは、各所管課へお願いします。 ※所管課名及び交付先は平成30年4月1日現在のものです。

No. 款 所管課名 件             名 補助の概要 補助の目的 補助の効果
平成３０年度
交　付　先

平成２９年度
当初予算額

平成３０年度
当初予算額

増減額

(単位：千円）

46 民生費 子育て支援課 高松市地域組織活動費補助金
母親の連帯組織など児童健全育成に寄与する自主的な団体
に対し、活動費を補助するもの。

地域組織の活動の促進を図り、家庭児童の健全
な育成と児童福祉の向上に寄与する。

家庭児童の健全な育成と児童福祉の向上につな
がる。

地域組織活動団体 1,036 560 △ 476

47 民生費 子育て支援課
子育て世代親元近居等支援事業
助成金

離れて暮らす子ども世帯及び親世帯が、転居により同居又は
近居する場合に、引越し費用等の一部を助成するもの。

転居により同居、又は近くに住み替えることによ
り、子どもを安心して生み育てられ、また、高齢者
等が安心して暮らせる環境づくりを支援する。

頼れる親世帯からの子育て支援や子育て世帯へ
の経済的支援、待機児童の減少につながる。

離れて暮らす子ども世帯
又は親世帯

10,000 5,500 △ 4,500

48 民生費 子育て支援課 こども食堂等支援事業補助金

子ども達に無料又は安価で温かく栄養バランスの取れた食
事を提供するとともに、学習・生活習慣についての支援を行う
「こども食堂」等の開設や運営に係る費用の一部を補助する
もの。

子どもの孤食を減らし、子どもが安心できる居場
所づくりを推進することにより、児童福祉の向上に
寄与する。

子どもが家で一人で過ごす時間をなくし、安心でき
る居場所となるほか、学習支援や高齢者を始めと
する地域の人との交流の場を提供することができ
る。

こども食堂を運営する団
体

0 1,405 1,405

49 民生費 子育て支援課
高松市放課後児童健全育成事
業補助金

放課後児童健全育成事業を実施している民間事業者に対
し、運営費を助成するもの。

児童福祉法第６条の３第２項に規定する放課後児
童健全育成事業の実施の促進を図り、もって児童
の福祉の増進に資する。

民間事業者の健全な運営に寄与するとともに、待
機児童の解消につながる。

放課後児童健全育成事
業実施事業者

76,041 117,049 41,008

50 民生費 こども家庭課
高松市ひとり親家庭子育て支援
事業補助金

たかまつファミリー・サポート・センターを利用するひとり親家
庭等を対象に、利用料の一部を補助するもの。

ひとり親家庭の親等の就労及び育児を支援する
ため。

子育て世帯の就労時の育児負担の軽減につなが
る。

ひとり親家庭の親など 412 520 108
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補助金等に関する問い合わせは、各所管課へお願いします。 ※所管課名及び交付先は平成30年4月1日現在のものです。

No. 款 所管課名 件             名 補助の概要 補助の目的 補助の効果
平成３０年度
交　付　先

平成２９年度
当初予算額

平成３０年度
当初予算額

増減額

(単位：千円）

51 民生費 こども家庭課 啓発活動事業費補助金
高松市薬剤師会及び香川県柔道整復師会が実施する各種
啓発事業に対し補助するもの。

高松市薬剤師会及び香川県柔道整復師会が実施
する各種啓発事業を円滑に推進することにより、
市民の健康増進に寄与する。

市民の健康増進に寄与することができる。
高松市薬剤師会
香川県柔道整復師会

801 801 0

52 民生費 こども家庭課
高松市母子家庭等自立支援教
育訓練給付金

ひとり親家庭の親が、対象の教育訓練講座を受講し修了した
場合に経費の一部を支給するもの。

ひとり親家庭の経済的な不安の軽減と親の自立を
支援する。

資格取得に対する支援であり、就労に結びつきや
すく、自立の促進につながる。

ひとり親家庭の親 105 197 92

53 民生費 こども家庭課
高松市高等職業訓練促進給付
金

ひとり親家庭の親が看護師や介護福祉士等の資格取得のた
め、１年以上養成機関で修業する場合に、給付金を支給する
もの。

ひとり親家庭の経済的な不安の軽減と親の自立を
支援する。

資格取得に対する支援であり、就労に結びつきや
すく、自立の促進につながる。

ひとり親家庭の親 28,152 25,830 △ 2,322

54 民生費 こども家庭課
高松市高等職業訓練修了支援
給付金

ひとり親家庭の親が看護師や介護福祉士等の資格取得のた
め、養成機関で修業し、修了した場合に給付金を支給するも
の。

ひとり親家庭の経済的な不安の軽減と親の自立を
支援する。

資格取得に対する支援であり、就労に結びつきや
すく、自立の促進につながる。

ひとり親家庭の親 100 250 150

55 民生費 こども家庭課
高松市高等学校卒業程度認定
試験合格支援事業

ひとり親家庭の親などが高卒認定試験合格のための講座を
受講する場合、また受講修了後2年以内に高卒認定試験に
合格した場合に給付金を支給するもの。

ひとり親家庭の親及びその子の学び直しを支援す
る。

就職・転職等の可能性を広げ、自立の促進につな
がる。

ひとり親家庭の親など 0 150 150
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補助金等に関する問い合わせは、各所管課へお願いします。 ※所管課名及び交付先は平成30年4月1日現在のものです。

No. 款 所管課名 件             名 補助の概要 補助の目的 補助の効果
平成３０年度
交　付　先

平成２９年度
当初予算額

平成３０年度
当初予算額

増減額

(単位：千円）

56 民生費 こども家庭課
高松市母子福祉資金等貸付金
利子補給金

母子福祉資金等貸付金の借受人に対し、当該資金の利子を
補給するもの。

借受者の経済的自立の促進と生活の安定を図
る。

利子を補給する補助金の交付により、経済的自立
の促進と生活の安定に寄与する。

利子有の母子福祉資金
等貸付金借受者

8 5 △ 3

57 民生費 こども園運営課
潜在保育士就職支援事業補助
金

現在保育士として勤務していない保育士資格を有する者（潜
在保育士）が、私立保育施設等に新たに就職する際の経費
を助成するもの。

潜在保育士の再就職を支援することにより、保育
士確保を図る。

保育士を確保することにより、待機児童の解消に
資する。

1年以上保育士から離職
し、新たに私立保育所等
に復職した者

0 3,000 3,000

58 民生費 こども園運営課 保育実習旅費支援事業補助金
保育士を目指す県外の指定保育士養成施設の学生に対し
て、保育実習等の実施に当たり必要となる旅費を助成するも
の。

卒業後に市内保育所等での就職を促すことによ
り、保育士確保を図る。

実習を通じて、公私立保育所等の保育士確保に
つながる。

県外の大学等から高松
市内の公私立保育所等
に保育実習をする者

0 300 300

59 民生費 こども園運営課
保育所給食関係者研修事業等
助成金

香川県保育協議会が実施する保育所給食関係者研修に係
る経費を助成するもの。

保育所等の給食について十分な理解を深め、給
食業務の改善を図る。

保育所給食関係者の資質向上が図られる。 香川県保育協議会 23 23 0

60 民生費 こども園運営課
保育所給食関係者研修事業等
助成金

香川県私立認可保育園連盟が実施する保育所給食関係者
研修に係る経費を助成するもの。

保育所等の給食について十分な理解を深め、給
食業務の改善を図る。

保育所給食関係者の資質向上が図られる。
香川県私立認可保育園
連盟

8 8 0
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補助金等に関する問い合わせは、各所管課へお願いします。 ※所管課名及び交付先は平成30年4月1日現在のものです。

No. 款 所管課名 件             名 補助の概要 補助の目的 補助の効果
平成３０年度
交　付　先

平成２９年度
当初予算額

平成３０年度
当初予算額

増減額

(単位：千円）

61 民生費 こども園総務課 児童福祉施設整備事業補助金

幼稚園から認定こども園への移行に伴う増改築や保育所創
設等に係る施設整備に要する費用の一部を補助するほか、
私立保育所等が実施する大規模修繕等の施設整備に要す
る費用の一部を補助するもの。

子ども・子育て支援推進計画に基づき、待機児童
の解消を図るとともに、教育・保育環境の改善及
び施設の保持等を図る。

待機児童解消と教育・保育環境の改善に寄与す
る。

私立保育所等 1,138,713 361,813 △ 776,900

62 民生費 こども園総務課
児童福祉施設整備事業利子補
給金

私立保育所・認定こども園が実施する施設整備事業の借入
等に対して、利子補給等の助成を行うもの。

教育・保育環境の改善及び施設の保持等を図る。
教育・保育環境の改善により、入所児童の安心安
全な環境を確保できる。

私立保育所等 2,166 2,197 31

63 民生費 こども園総務課 保育体制強化事業補助金
保育士の離職防止を図り、働きやすい環境を整備するため、
保育支援者を雇用している私立保育所に対して、経費を補助
するもの。

保育士の負担を軽減し、離職の防止を図る。
保育士の離職防止により、安定した保育環境を確
保できる。

私立保育所 0 11,880 11,880

64 民生費 こども園総務課 私立保育所職員研修費補助金 職員研修費の一部を補助するもの。 職員の資質向上を図る。
施設等における保育水準及び入所児童の福祉の
向上につながる。

私立保育所等 12,880 11,960 △ 920

65 民生費 こども園総務課
児童福祉施設賠償責任保険補
助金

児童福祉施設賠償責任保険料の一部を補助するもの。
賠償責任保険を掛けることにより、安心して保育
が行える環境を整備する。

施設等における保育水準及び入所児童の福祉の
向上につながる。

私立保育所 333 294 △ 39
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補助金等に関する問い合わせは、各所管課へお願いします。 ※所管課名及び交付先は平成30年4月1日現在のものです。

No. 款 所管課名 件             名 補助の概要 補助の目的 補助の効果
平成３０年度
交　付　先

平成２９年度
当初予算額

平成３０年度
当初予算額

増減額

(単位：千円）

66 民生費 こども園総務課
高松市保育研究会事業補助金
（研究費）

高松市保育研究会が実施する研修会に係る経費について補
助するもの。

高松市保育研究会の保育士等の資質向上を図
る。

児童福祉、幼児教育の向上につながる。 高松市保育研究会 646 646 0

67 民生費 こども園総務課
高松市保育研究会事業補助金
（人権保育）

高松市保育研究会が実施する研修会に係る経費について補
助するもの。

高松市保育研究会の保育士等の資質向上を図
る。

児童福祉、幼児教育の向上につながる。 高松市保育研究会 864 864 0

68 民生費 こども園総務課 保育所保育士等研修補助金
香川県保育協議会が実施する研修に係る経費について補助
するもの。

子どもが豊かに育つことを支えるために、自らの
保育を見直し、実践力の向上を図る。

保育士の資質向上につながる。 香川県保育協議会 100 100 0

69 民生費 こども園総務課 保育所保育士等研修補助金
香川県私立認可保育園連盟が実施する研修に係る経費につ
いて補助するもの。

専門知識の習得を図る。 保育士の資質向上につながる。
香川県私立認可保育園
連盟

100 100 0

70 民生費 こども園総務課 産休等代替職員賃金等補助金
職員が出産・傷病により長期間休暇が必要となり、代替職員
を雇用した場合、その人件費の一部を補助するもの。

職員の母体の保護と専心療養の保障を図る。
施設等における保育水準及び入所児童の福祉の
向上につながる。

私立保育所等 6,193 6,193 0
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補助金等に関する問い合わせは、各所管課へお願いします。 ※所管課名及び交付先は平成30年4月1日現在のものです。

No. 款 所管課名 件             名 補助の概要 補助の目的 補助の効果
平成３０年度
交　付　先

平成２９年度
当初予算額

平成３０年度
当初予算額

増減額

(単位：千円）

71 民生費 こども園総務課
保育サービス利用者支援事業補
助金

特定教育・保育施設等への利用申し込みがされているにもか
かわらず、利用できない保護者に対して、一時預かり事業を
利用する場合の利用料の一部を助成するもの。

保護者の経済的負担軽減を図る。
児童を健やかに生み育てる環境の整備につなが
る。

一時預かり事業利用者
等

0 1,890 1,890

72 民生費 こども園運営課
保育所給食関係者研修事業等
助成金

高松市保育研究会が実施する保育所給食関係者研修に係
る経費を助成するもの。

保育所等の給食について十分な理解を深め、給
食業務の改善を図る。

保育所給食関係者の資質向上が図られる。 高松市保育研究会 145 145 0

73 民生費 こども園総務課
高松市認可外保育施設職員健
康診断助成金

認可外保育施設に勤務する保育従事者の健康診断に要する
経費を助成するもの。

認可外保育施設の経済的負担軽減を図る。
認可外保育施設を利用する児童の安全及び衛生
の確保につながる。

認可外保育施設 269 181 △ 88

74 民生費 こども園総務課
高松市認可外保育施設入所児
童健康診断助成金

認可外保育施設に入所している児童の健康診断に要する費
用を助成するもの。

認可外保育施設の経済的負担軽減を図る。
認可外保育施設を利用する児童の安全及び衛生
の確保につながる。

認可外保育施設 400 250 △ 150

75 民生費 こども園総務課 高松市認可外保育施設助成金
認可外保育施設に対し、物品等の購入費及び維持補修費等
に係る経費について助成するもの。

認可外保育施設の経済的負担軽減を図る。
認可外保育施設を利用する児童の安全及び衛生
の確保につながる。

認可外保育施設 5,877 3,683 △ 2,194
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補助金等に関する問い合わせは、各所管課へお願いします。 ※所管課名及び交付先は平成30年4月1日現在のものです。

No. 款 所管課名 件             名 補助の概要 補助の目的 補助の効果
平成３０年度
交　付　先

平成２９年度
当初予算額

平成３０年度
当初予算額

増減額

(単位：千円）

76 民生費 こども園総務課
高松市すこやか認定保育所事業
助成金

認可外保育施設に対し、物品等の購入費及び維持補修費等
に係る経費について助成するもの。

認可外保育施設の経済的負担軽減を図る。
認可外保育施設を利用する児童の安全及び衛生
の確保につながる。

高松市すこやか認定保
育所として認定された認
可外保育施設

14,246 12,459 △ 1,787

77 民生費 こども園総務課
高松市認可外保育施設入所第２
子等保育料助成金

認可外保育施設に入所している第２子以降の児童の保育料
について助成するもの。

保護者の経済的負担軽減を図る。
児童を健やかに生み育てる環境の整備につなが
る。

認可外保育施設に入所
している児童の保護者

19,446 18,436 △ 1,010

78 衛生費 保健対策課 結核健康診断等事業費補助金

結核の発生を予防し、公共の福祉の増進を図るため、感染症
の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第５３
条の２に定める学校又は施設の設置者が行う結核に係る定
期の健康診断に要する経費に対して、一部を助成するもの。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に
関する法律第５３条の２に定める学校又は施設の
設置者が行う結核に係る定期の健康診断に要し
た費用の一部を助成することにより、結核患者の
早期発見及びまん延防止を図る。

結核健康診断の実施を推進し、結核患者の早期
発見及びまん延防止に寄与する。

感染症の予防及び感染
症の患者に対する医療
に関する法律第５３条の
２に定める高松市内の学
校又は施設の設置者

1,251 1,243 △ 8

79 衛生費 保健対策課
骨髄等移植ドナー支援事業助成
金

骨髄等の提供に要した費用の一部に相当する額を、提供し
た者と提供した者が従事する事業所へ助成するもの。

骨髄等の提供に要した費用の一部を助成すること
により、骨髄等移植の増加を図る。

骨髄等を提供する者の増加及び多くの骨髄等移
植の実現に資する。

助成対象者及び事業所 600 450 △ 150

80 衛生費 保健対策課
高松市医師会検診等保健医療
事業推進補助金

検診等保健医療事業を行う高松市医師会に対して経費の一
部を助成するもの。

検診等保健医療事業を円滑に推進することにより
市民の健康の増進を図る。

市民の健康増進が図られ、市民が健やかで心豊
かに生活できる環境づくりに寄与する。

一般社団法人高松市医
師会

11,102 11,102 0
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補助金等に関する問い合わせは、各所管課へお願いします。 ※所管課名及び交付先は平成30年4月1日現在のものです。

No. 款 所管課名 件             名 補助の概要 補助の目的 補助の効果
平成３０年度
交　付　先

平成２９年度
当初予算額

平成３０年度
当初予算額

増減額

(単位：千円）

81 衛生費 保健対策課
歯科救急医療センター休日・夜
間救急歯科診療事業運営補助
金

休日及び夜間に歯科救急医療センターにおいて歯科診療を
行う高松市歯科医師会に対して運営費の一部を助成するも
の。

休日及び夜間における歯科救急医療体制を確保
することにより、医療体制の充実を図る。

休日及び夜間に歯科診療を受けられる体制を確
保することで、市民が安心して暮らせる環境づくり
に寄与する。

公益社団法人高松市歯
科医師会

12,000 12,000 0

82 衛生費 保健対策課
病院群輪番制病院運営事業補
助金

高松保健医療圏において、病院群輪番制病院運営事業を実
施する病院に対して運営費の一部を助成するもの。

二次救急医療を確保することにより、医療体制の
充実を図る。

夜間における重症患者の受け入れ体制が確保さ
れ、市民が安心して暮らせる環境づくりに寄与す
る。

高松市民病院、高松赤
十字病院、香川県済生
会病院、屋島総合病院、
ＫＫＲ高松病院、高松平
和病院、りつりん病院、
香川大学医学部附属病
院

65,002 65,002 0

83 衛生費 保健対策課
病院群輪番制病院調整事業補
助金

高松保健医療圏において、病院群輪番制病院調整事業の調
整を行う高松市医師会に対してその経費の一部を助成するも
の。

病院群輪番制病院運営事業の調整を行うことによ
り、事業の円滑な運営を図る。

夜間における重症患者の受け入れ体制が確保さ
れ、市民が安心して暮らせる環境づくりに寄与す
る。

一般社団法人高松市医
師会

900 900 0

84 衛生費 保健対策課
病院群輪番制病院設備整備費
補助金

病院群輪番制病院の設備整備に係る経費について助成する
もの。

二次救急に係る機器購入や設備整備を行うことに
より、医療体制の充実を図る。

夜間における重症患者の受け入れ体制が確保さ
れ、市民が安心して暮らせる環境づくりに寄与す
る。

対象要件に該当する事
業者

21,600 16,848 △ 4,752

85 衛生費 保健対策課
高松市医師会看護専門学校運
営事業補助金

高松市医師会看護専門学校を運営する高松市医師会に対し
て、運営費の一部を助成するもの。

養成所の運営に対して助成を行うことにより、新た
な医療人材の確保を図る。

医療人材を確保することにより、医療体制の充実
が図られ、市民が安心して暮らせる環境づくりに
寄与する。

一般社団法人高松市医
師会

2,708 2,518 △ 190
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補助金等に関する問い合わせは、各所管課へお願いします。 ※所管課名及び交付先は平成30年4月1日現在のものです。

No. 款 所管課名 件             名 補助の概要 補助の目的 補助の効果
平成３０年度
交　付　先

平成２９年度
当初予算額

平成３０年度
当初予算額

増減額

(単位：千円）

86 衛生費 保健対策課
木田地区医師会附属准看護学
院運営事業補助金

木田地区医師会附属准看護学院を運営する木田地区医師
会に対して、運営費の一部を助成するもの。

養成所の運営に対して助成を行うことにより、新た
な医療人材の確保を図る。

医療人材を確保することにより、医療体制の充実
が図られ、市民が安心して暮らせる環境づくりに
寄与する。

一般社団法人木田地区
医師会

285 1,037 752

87 衛生費 保健対策課 産科医等確保支援事業補助金
施設が産科医及び助産師に支給する分娩手当について、そ
の費用を助成するもの。

手当の支給に対して助成を行うことにより、産科医
及び助産師の処遇改善を図る。

産科における医療人材を確保することにより、医
療体制の充実が図られ、市民が安心して暮らせる
環境づくりに寄与する。

対象要件に該当する事
業者

9,000 8,000 △ 1,000

88 衛生費 保健対策課
高松市内３医師会連合会医療救
護事業補助金

高松市内３医師会連合会が行う医療救護事業に対してその
経費の一部を助成するもの。

災害時における医療救護体制の整備を図る。
災害時の医療救護体制の充実が図られ、災害時
の市民の健康危機管理に寄与する。

高松市内３医師会連合
会

100 100 0

89 衛生費 保健対策課
高松市歯科医師会医療救護事
業補助金

高松市歯科医師会が行う医療救護事業に対してその経費の
一部を助成するもの。

災害時における医療救護体制の整備を図る。
災害時の医療救護体制の充実が図られ、災害時
の市民の健康危機管理に寄与する。

公益社団法人高松市歯
科医師会

100 100 0

90 衛生費 生活衛生課
公衆浴場水道料金助成事業補
助金

市内に存する公衆浴場の営業者に水道料金の一部を補助す
るもの。

公衆浴場の経営の安定を図り、もって市民の保健
衛生の向上に寄与する。

一般公衆浴場の経営の安定化を図り、住民の利
用の機会の確保に寄与する。

公衆浴場営業者 6,000 6,000 0
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補助金等に関する問い合わせは、各所管課へお願いします。 ※所管課名及び交付先は平成30年4月1日現在のものです。
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平成２９年度
当初予算額

平成３０年度
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(単位：千円）

91 衛生費 生活衛生課 公衆浴場活性化事業等補助金
高松公衆浴場組合が実施する公衆浴場の活性化に資する
事業費の一部を補助するもの。

公衆浴場の活性化を図り、もって市民の保健衛生
の向上に寄与する。

魅力ある公衆浴場づくりのほか、公衆衛生の向上
や増進、並びに住民の福祉の向上に寄与してい
る。

高松公衆浴場組合 1,500 1,500 0

92 衛生費 生活衛生課 公衆浴場施設改善事業補助金
市内の公衆浴場の営業者が公衆浴場の施設改善を行う場合
に施設改善費の一部を補助するもの。

公衆浴場の経営の安定を図り、もって市民の保健
衛生の維持向上に寄与する。

 一般公衆浴場の老朽化した浴場施設や設備の改
善を促進することにより、施設内の衛生が保持さ
れ、公衆衛生の向上に寄与する。

公衆浴場営業者 932 420 △ 512

93 衛生費 生活衛生課
香川県動物管理指導所周辺環
境美化事業補助金

施設周辺の一斉清掃、施設周辺の緑化事業、その他施設周
辺の環境美化事業に対して補助するもの。

環境美化とともに、市民の動物愛護精神を涵養す
る一助とする。

施設周辺の環境美化及び市民の動物愛護精神の
涵養につながる。

西新開自治会 900 900 0

94 衛生費 生活衛生課 犬猫不妊去勢手術費補助金
飼い犬又は飼い猫に不妊去勢手術を実施した所有者に対
し、その手術費の一部を補助するもの。

犬及び猫が不必要に繁殖することを防止し、市民
生活の安全に寄与する。

犬及び猫が不必要に繁殖することを防止すること
により、野良犬及び猫の増加と保健所への収容が
抑制され、殺処分数の減少につながる。

不妊・去勢手術を実施し
た犬又は猫の所有者

5,700 5,700 0

95 衛生費 保健センター
高松市保健委員会連絡協議会
運営補助金

保健委員会連絡協議会の自主的な運営事業に要する経費を
補助するもの。

地区保健委員会相互の連携により、組織の拡
充強化が図られ、地域保健活動や献血事業を
積極的に推進することを目的とする。

地区保健委員会相互の連絡調整と地域に密着し
たきめ細かな保健活動を積極的に推進する。ま
た、献血推進に寄与する。

保健委員会連絡協議会 1,500 1,500 0
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96 衛生費 保健センター 高松市歯科医師会活動補助金 歯科保健事業に要する経費を補助するもの。
市民の歯と口の健康に関する普及啓発に寄与す
る。

市民の歯と口の健康に関する普及及び歯科疾患
の予防の充実により、市民の健康保持増進に寄
与する。

公益社団法人高松市歯
科医師会

1,829 1,829 0

97 衛生費 保健センター
精神障害者家族会運営事業補
助金

精神障がい者家族会の運営事業に対して補助するもの。
家族会が、精神保健の普及啓発や精神障害者の
治療と再発防止のための相談、社会復帰の推進
に寄与する。

「心の健康を考えるつどい」を開催するなど、精神
疾患や精神障害者の理解についての普及啓発に
取り組むとともに、月例会で会員相互の悩み等を
話し合い、情報交換を行うことができる。

むつみ会（高松精神障害
者家族会）

550 550 0

98 教育費 こども園運営課
香川県幼児教育研究会負担金
補助金

香川県幼児教育研究会に対する負担金について、その一部
を補助するもの。

幼児教育に関する研究活動を通して、香川県幼児
教育の振興を図る。

教職員の資質向上と幼児教育の充実が図られ
る。

高松市立幼稚園・高松市
こども園教育研究会

242 266 24

99 教育費 こども園運営課
香川県国公立幼稚園・こども園
長会負担金補助金

全国・香川県の幼稚園・こども園長会の研究活動に対する高
松市立幼稚園・高松市こども園長会会費について、その一部
を補助するもの。

全国・香川県の幼稚園・こども園長会の研究活動
を通して、園長としての力量と質を高める。

適切な園経営ができ、教育効果の高揚が図られ
る。

高松市立幼稚園・高松市
こども園長会

247 247 0

100 教育費 こども園運営課
高松市立幼稚園人権・同和教育
研究会補助金

香川県人権・同和教育研究協議会の会費及び人権・同和問
題学習の調査研究に対して補助するもの。

人権尊重の実践を目指す人権・同和教育の在り
方を研究し、幼稚園における人権・同和教育を推
進する。

香川県人権・同和教育研究協議会での教育実践
を通して幼稚園での人権・同和教育の普及浸透に
寄与する。

高松市立幼稚園人権・同
和教育研究会

138 138 0
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101 教育費 こども園運営課
高松市私立幼稚園教育研究会
補助金

幼稚園教員の資質向上のために研修活動を行い、私立幼児
教育の振興を図るため、各種研修会、事務局運営費及び教
職員健康診断費に対して補助を行うもの。

私立幼稚園の経営の安定、教員の資質向上を図
る。

私立幼児教育の振興が図られる。
高松市私立幼稚園連合
会

3,230 3,230 0

102 教育費 こども園運営課 私立幼稚園就園奨励費補助金
私立幼稚園の設置者が行う保育料及び入園料の減免に対
し、補助するもの。

保護者の経済的負担を軽減する。 児童を健やかに生み育てる環境が整備される。
私立私立園に在籍する
幼児の保護者

326,421 271,811 △ 54,610

103 教育費 こども園運営課 私立幼稚園就園費補助金
私立幼稚園に在籍している幼児に係る保育料及び入園料に
ついて補助するもの。

保護者の経済的負担を軽減する。 児童を健やかに生み育てる環境が整備される。
私立私立園に在籍する
幼児の保護者（就園奨励
費対象外の世帯）

17,040 13,621 △ 3,419

104 教育費 こども園運営課
高松市私立幼稚園園児健康診
断事業補助金

私立幼稚園が実施する園児の健康診断に係る経費を補助す
るもの。

私立幼稚園の経済的負担を軽減する。 園児の健康の増進が図られる。 私立幼稚園 3,195 2,453 △ 742

105 教育費 こども園運営課
私立・国立幼稚園第２子以降園
児保育料等補助金

私立幼稚園に在籍している第２子以降の幼児に係る保育料
及び入園料について補助するもの。

保護者の経済的負担を軽減する。 児童を健やかに生み育てる環境が整備される。
私立私立園に在籍する
幼児の保護者

46,537 32,080 △ 14,457

2,317,490 1,597,659 △ 719,831
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