
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 衛生費 環境総務課 広域水道企業団補助金

高松市の離島である男木・女木へ安定的に水道水を供給す
るために海底送水管を敷設しているが、不測かつ突発的な
事故により損害が発生した場合に、復旧費用を軽減するた
め、香川県広域水道企業団が加入する海底送水管損害保
険の保険料を補助するもの。

離島である男木・女木への水道水の安定供給を
図り、公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与
するとともに、不測の事故等へ対応する。

離島である男木・女木への水道水の安定供給に
寄与する。

香川県広域水道企業団 2,699 2,673 △ 26

2 衛生費 環境総務課 生活用水確保対策事業補助金
高松市水道事業の給水区域外に居住する市民が、飲用水
を確保するため、自家用給水装置を新設又は改修する場合
に、その費用の一部を補助するもの。

給水区域外に居住する市民の飲用水の確保によ
り、公衆衛生の向上を図る。

給水区域外に居住する市民の飲用水を確保す
る。

給水区域外に居住し、飲
用水の確保が必要な市
民

600 600 0

3 衛生費 環境総務課
飲用水給水ホース等購入補助
金

高松市水道事業の給水区域外に居住する市民が、飲用水
を確保するため、給水ホース又は貯水用タンクを購入する場
合に、その費用の一部を補助するもの。

給水区域外に居住する市民の飲用水の確保によ
り、公衆衛生の向上を図る。

給水区域外に居住する市民の飲用水を確保す
る。

給水区域外に居住し、飲
用水の確保が必要な市
民

50 50 0

4 衛生費 環境総務課 衛生組合連合会運営補助金

美しく住み良いまちづくりを実現するため、地域住民が主体
となって、生活環境の改善及び環境美化推進に資することを
目的として組織されている、高松市衛生組合連合会が実施
する事業活動に対し、その運営費を補助するもの。

高松市衛生組合連合会の事業活動を支援するこ
とにより、本市の生活環境の改善及び環境美化
の推進に寄与する。

高松市衛生組合連合会の事業活動の推進に資
する。

高松市衛生組合連合会
2,695 2,613 △ 82

5 衛生費 環境総務課
クリーン高松推進事業保険料補
助金

高松市衛生組合連合会が実施する清掃活動（クリーン高松
推進事業）への参加者を対象とした傷害・損害賠償保険に
加入するために必要な経費を補助するもの。

地域での清掃活動への参加者が、安心して活動
できるよう補助することで、本市の環境美化の推
進を図る。

高松市衛生組合連合会が実施する清掃活動（ク
リーン高松推進事業）の推進に寄与する。

高松市衛生組合連合会 972 942 △ 30

(単位：千円）

1



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）

6 衛生費 環境総務課
クリーン高松推進事業啓発活動
補助金

高松市衛生組合連合会の啓発資料を作成配布するために
必要な経費について、補助するもの。

啓発資料を作成配布するための補助を行うこと
で、高松市衛生組合連合会の活動を周知し、連
合会への加入促進及び環境美化についての意識
高揚を図る。

高松市衛生組合連合会の活動を周知し、連合会
への加入を促進するとともに、環境美化について
の意識高揚に寄与する。

高松市衛生組合連合会 407 379 △ 28

7 衛生費
環境保全推進
課

環境学習活動事業補助金
人間と環境との関わりについての関心を喚起し、理解を深め
るための環境学習活動事業を行う団体又は個人に対して、
その事業に要する経費を補助するもの。

環境学習活動事業を行う団体等への補助金交付
により、団体等の自主的な事業実施の促進を図
る。

より専門的・効果的な学習プログラムの実施によ
り、市民の環境意識の啓発・向上に寄与する。

環境学習活動事業を行
う市内の団体等

500 500 0

8 衛生費
環境保全推進
課

住宅用太陽光発電システム等設
置費補助金

自ら居住する高松市内の住宅(店舗等併用住宅を含む。)に
太陽光発電システムを設置する方又は、市内の太陽光発電
システム付きの建売住宅を購入する方に対し、その設置費
を補助するもの。また、同システム設置と同時に定置用リチ
ウム蓄電池システム又は電気自動車充給電設備を設置した
方を対象に、それぞれその設置費を補助するもの。

地球温暖化防止対策の一環として、クリーンエネ
ルギーの利用を促進するとともに、市民の環境保
全意識の高揚を図る。

クリーンエネルギーの有効利用により、環境保全
と地球温暖化対策への対応が進む。

市内の自己居住用住宅
に太陽光発電システム
等を設置する者

35,000 35,000 0

9 衛生費
環境保全推進
課

太陽熱利用システム設置費補助
金

自ら居住する高松市内の住宅に太陽熱利用システム（不凍
液等を強制循環する太陽集熱器と蓄熱槽等によって構成さ
れた、給湯及び冷暖房システム）を設置する方を対象に、経
費の一部に対して補助するもの。

地球温暖化防止対策の一環として、クリーンエネ
ルギーの利用を促進するとともに、市民の環境保
全意識の高揚を図る。

クリーンエネルギーの有効利用により、環境保全
と地球温暖化対策への対応が進む。

市内の自己居住用住宅
に太陽熱利用システムを
設置する者

480 360 △ 120

10 衛生費
環境保全推進
課

高松市環境美化都市推進会議
補助金

「高松クリーンデー“たかまつきれいでー”」、「サンポート高
松・中央通り等一斉清掃」及び「環境美化推進運動功労者
表彰」等を行う高松市環境美化都市推進会議に対して補助
するもの。

補助金交付により、自治と連帯の精神に根ざし
た、清潔で美しいまちづくり活動の推進を支援す
る。

「私たちのまちは私たちの手で」という「環境美化
宣言」の趣旨に基づき、協働による清潔で美しい
高松の実現を目指すとともに、環境保全活動の
推進に寄与する。

高松市環境美化都市推
進会議

1,250 1,200 △ 50
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11 衛生費
環境保全推進
課

生ごみ堆肥化容器購入補助金
生ごみ堆肥化容器（微生物の活動により生ごみを分解し、堆
肥化させ、又は減量させることを目的として製造された容器）
の購入者に対し、購入費用の一部を補助するもの。

生ごみ堆肥化容器の購入者に対し、その購入費
用の一部を補助することにより、ごみの減量・資
源化を促進するとともに、広く市民のごみ処理に
対する意識の高揚を図る。

家庭から排出される燃やせるごみの減量化によ
り、本市焼却施設における焼却ごみ量や最終処
分場への焼却灰の搬入量を確実に削減するとと
もに、本市焼却施設・最終処分場の延命化にも大
きく寄与している。

市内に住所を有する生
ごみ堆肥化容器購入者

510 450 △ 60

12 衛生費
環境保全推進
課

生ごみ処理機購入補助金
生ごみ処理機（微生物の活動又は乾燥装置により生ごみを
消滅させ、又は減量する機械式のもの）の購入者に対し、購
入費用の一部を補助するもの。

生ごみ処理機の購入者に対し、その購入費用の
一部を補助することにより、ごみの減量・資源化を
促進するとともに、広く市民のごみ処理に対する
意識の高揚を図る。

家庭から排出される燃やせるごみの減量化によ
り、本市焼却施設における焼却ごみ量や最終処
分場への焼却灰の搬入量を確実に削減するとと
もに、本市焼却施設・最終処分場の延命化にも大
きく寄与している。

市内に住所を有する生
ごみ処理機購入者

1,900 1,520 △ 380

13 衛生費 環境指導課
使用済自動車離島外搬出輸送
費補助金

本市の離島における使用済自動車を島外に搬出する際の
費用について、（公財）自動車リサイクル促進センターからの
資金の出えんを活用して輸送費の一部を補助するもの。

離島における使用済自動車の引取り及び引渡し
並びに再資源化等を適正かつ円滑に実施する。

離島において、使用済自動車の滞留や不法投棄
の減少に寄与する。

使用済自動車を離島外
へ搬出輸送した者

15 15 0

14 衛生費 環境業務課
ステーション管理傷害保険補助
金

高松市衛生組合連合会がごみステーションで実施する清掃
活動に対する傷害保険に加入するために保険料を補助する
もの。

高松市衛生組合連合会がごみステーションで実
施する清掃活動において、事故や負傷など不測
の事態に備える。

高松市衛生組合連合会がごみステーションで実
施する清掃活動を安心して行うことができる。

高松市衛生組合連合会 831 805 △ 26

15 衛生費
環境施設対策
課

土地改良事業地元負担金補助
金

地元土地改良区等が実施する土地改良事業地元負担金を
補助するもの。

西部クリーンセンター周辺地域の環境保全及び
地域振興を図る。

西部クリーンセンター周辺地域の環境整備の推
進や地域振興が活性化する。

高松市川岡校区清掃施
設協議会

2,500 15,970 13,470
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16 衛生費
環境施設対策
課

土地改良事業地元負担金補助
金

共同施行者が施行する圃場整備に係る地元負担金を補助
するもの。

陶最終処分場第３処分地の整備に伴う周辺対策
を図る。

陶最終処分場第３処分地の整備及び円滑な運営
に寄与する。

団子出地区土地改良事
業共同施行

3,205 1,728 △ 1,477

17 衛生費
南部クリーンセ
ンター

施設周辺美化活動交付金
南部クリーンセンター埋立処分地周辺の美化活動事業とし
て、地元自治会が実施する、花つくり活動事業、草刈り・清
掃活動事業等に要する経費を補助するもの。

南部クリーンセンター埋立処分地周辺地域の美
化活動を行い、環境の保全を図る。

南部クリーンセンター埋立処分地周辺地域の美
化活動を行うことにより、道路に目立った雑草や
ごみ等もなく、周辺地域の生活環境の保全が図ら
れている。

関係自治会 1,710 1,710 0

18 衛生費 衛生センター Ｃ地区環境整備事業補助金
朝日町C地区連絡協議会が環境推進を目的に行っている、
地区内の道路路面清掃及び植込み等の除草や緑地帯の樹
木剪定に対して、その費用の一部を補助するもの。

朝日町C地区の清掃を実施することにより、朝日
町C地区のイメージアップを図るとともに、交通安
全の確保に寄与する。

朝日町C地区のイメージアップ及び地区内環境の
改善が図られ、ひいてはバキューム車通行に対
する理解が得られる。

朝日町C地区連絡協議
会

4,275 4,275 0

19 衛生費 衛生センター
離島し尿等収集事業交付金（し
尿）

男木・女木地区のし尿収集は、フェリー料金が必要なことや
普通収集車が入れないこと等離島の特殊事情により収集コ
ストがかかることから、収集事業者に対しその経費を補助す
るもの。

男木・女木地区と市内他地域とのし尿取集料金
の不均衡が解消されることにより、男木・女木地
区の負担が軽減され、地域の生活環境保全を図
る。

生活環境の保全に寄与する。 高松清掃株式会社 8,016 8,016 0

20 衛生費 衛生センター
離島し尿等収集事業交付金（浄
化槽）

男木・女木地区の定期のし尿収集時に合わせて浄化槽清掃
を行う場合に、収集事業者に対しフェリー航送料を補助する
もの。

男木・女木地区と市内他地域との浄化槽清掃料
金の不均衡が解消されることにより、男木・女木
地区の負担が軽減され、地域の生活環境保全を
図る。

生活環境の保全に寄与する。 高松清掃株式会社 155 155 0
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21 衛生費 衛生センター
浸水被災世帯緊急し尿収集事
業補助金

台風や大雨などにより浸水の被害を被り、貯留限度に達し
た汲取り便槽を有する世帯に対し、し尿収集料金を補助する
もの。

大雨による浸水被災世帯のし尿収集を行い生活
環境の保全を図る。

環境汚染の防止に寄与する。 浸水被災世帯 80 760 680

67,850 79,721 11,871
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