
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 総務費 観光交流課
トゥール市姉妹都市提携３０周年
記念事業補助金

トゥール市（フランス共和国）との姉妹都市提携３０周年を迎
えることから、本市の外郭団体である、高松市国際交流協会
が実施する記念事業に補助を行うもの。

トゥール市との姉妹都市提携３０周年を契機に、
市民レベルでの国際交流活動をさらに活性化さ
せ、市民の国際感覚の醸成を図る。

交流人口の増加につながる。
公益財団法人高松市国
際交流協会

0 1,944 1,944

2 総務費 観光交流課
（公財）高松市国際交流協会事
業補助金

本市の外郭団体である高松市国際交流協会に対し、事業費
を補助するもの。

市民レベルでの交流を促進し、市民の国際感覚
の醸成を図る。

市民レベルの国際交流活動の活性化に寄与す
る。

公益財団法人高松市国
際交流協会

5,589 4,741 △ 848

3 総務費 観光交流課
下野国分寺・讃岐国分寺親善友
好交流事業補助金

国分寺地域と栃木県下野市との交流事業を行う団体に対
し、運営経費を補助するもの。

貴重な文化資源を有する両地域の住民等による
多彩な地域間交流を促進する。

交流人口の増加と地域の活性化につながる。
下野国分寺・讃岐国分
寺親善友好交流協会

500 500 0

4 総務費 観光交流課
牟礼エルバートン交流事業補助
金

牟礼地域とエルバートン市との交流事業を行う団体に対し、
運営経費を補助するもの。

市民の国際感覚の醸成を図るとともに、多彩な地
域間交流を促進する。

交流人口の増加と地域の活性化につながる。
牟礼エルバートン親善委
員会

300 300 0

5 労働費 産業振興課 勤労者福祉対策事業補助金
勤労者を対象とした講座等文化事業、スポーツ大会等の福
利事業、各種相談事業等の事業費の一部を補助するもの。

勤労者の社会的資質の向上と福祉の増進に寄与
する。

市内の勤労者の社会的資質の向上と福祉の増
進が見込まれる。

高松地区労働組合連合
会

1,830 1,830 0

(単位：千円）
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6 労働費 産業振興課 労働者福祉対策事業補助金
研究・研修事業、労働者余暇・健康増進福利事業、労働者
の生活支援事業等の事業費の一部を補助するもの。

労働者及びその家族の社会的、経済的及び文化
的地位の向上に寄与する。

市内の労働者及びその家族の社会的、経済的及
び文化的地位の向上に資する。

一般社団法人香川県労
働者福祉協議会

1,100 1,100 0

7
農林水
産業費

農林水産課
たかまつ農業ＩＣＴ導入活用支援
事業補助金

ICTの導入・活用により農業経営の改善・発展を目指す農業
者等に対して補助するもの。

次世代の農業経営を支援するため、生産性を高
め収益力を強化するためのICTの導入・活用を促
進する。

農業の分野におけるICTの導入・活用を促進する
ことにより、次世代の農業経営の改善・発展に寄
与する。

認定農業者、認定新規
農業者、集落営農法人、
鳥獣被害対策実施隊員

0 2,000 2,000

8
農林水
産業費

農林水産課
農業後継者クラブ育成事業補助
金

農業後継者クラブの活動経費の一部に対して補助するも
の。

農業後継者クラブの活動の活性化を図る。
農業者の生産技術の向上、情報の取得、新規就
農者等の育成支援に寄与する。

農業後継者クラブ　１２
団体

1,690 1,571 △ 119

9
農林水
産業費

農林水産課 農業青年クラブ育成事業補助金
農業後継者クラブの役員等で組織する農業青年クラブ連絡
協議会に対して活動経費の一部に対して補助するもの。

農業後継者クラブ間の連携強化、情報交換の促
進及び農業技術の向上を図る。

農業後継者クラブ間の連携強化、情報交換の促
進及び農業技術の向上に寄与する。

農業青年クラブ連絡協
議会

143 132 △ 11

10
農林水
産業費

農林水産課
市民農園推進指導事務費補助
金

市の補助を受けて開設した市民農園開設者が行う推進事業
（講習会の開催、土づくりなど）に係る経費の一部に対して補
助するもの。

開設初期の市民農園が円滑に運営できるよう支
援する。

開設初期の市民農園の円滑な運営に寄与する。
市の補助を受けて開設し
た市民農園の開設者

100 186 86
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11
農林水
産業費

農林水産課 市民農園整備事業補助金
市民農園を開設するための施設整備に係る経費の一部に
対して補助するもの。

市民農園を開設することにより、農地の有効利
用、農業に対する理解の増進及び農園利用者の
健康でゆとりのある生活の実現を図る。

農地の有効利用、農業に対する理解の増進及び
農園利用者の健康でゆとりのある生活の実現に
寄与する。

市民農園の開設者 1,500 1,500 0

12
農林水
産業費

農林水産課
農業次世代人材投資資金（青年
就農給付金）

要件を満たした新規就農者に対して農業次世代人材投資資
金(青年就農給付金)を交付するもの。

就農当初の経営が不安定な期間に交付金を交付
し、就農の定着を図る。

就農当初の経営が不安定な期間に交付金を交付
することにより、就農の定着に寄与する。

新規就農者
（原則、就農開始後５年
以内、就農時の年齢４５
歳未満）

63,000 55,500 △ 7,500

13
農林水
産業費

農林水産課
経営所得安定対策推進事業費
補助金

経営所得安定対策を推進するため、高松市地域農業再生
協議会が実施する現地確認、米の生産調整活動等の推進
に係る経費に対して補助するもの。

農業者の経営安定、米の生産調整、食料需給率
の向上を図る。

農業者の経営安定、米の生産調整、食料需給率
の向上に資する。

高松市地域農業再生協
議会

21,406 21,933 527

14
農林水
産業費

農林水産課 中山間地域等直接支払交付金
農業の生産条件が不利な中山間地域において、農業生産
活動を継続する集落に対し、国及び地方自治体が支援する
もの。

中山間地域の農地を保全し、洪水防止や水源涵
養など農業の多面的な機能を確保する。

中山間地域における農地の保全と耕作放棄地の
発生防止が図られる。

集落を単位として協定を
締結した農業者

42,738 43,337 599

15
農林水
産業費

農林水産課 認定農業者等育成支援事業

新たに認定農業者となった者の経営規模拡大を支援すると
ともに、集落営農組織の設立にかかる合意形成や後継者の
育成を支援するもの。

農業の担い手となる認定農業者の確保・育成と
集落営農組織による地域農業の持続的な発展を
推進する。

新たな農業の担い手の確保・育成が図られる。
新規の認定農業者
集落営農組織の設立を
目指す農業者

2,150 1,184 △ 966
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16
農林水
産業費

農林水産課
環境保全型農業直接支払交付
金

国際水準GAPに取組む農業者が実施する地球温暖化や生
物多様性等に効果が高い営農活動にかかる追加的コストに
対して支援するもの。

自然環境の保全に効果の高い農業生産活動を推
進する。

国際水準GAPの普及や環境保全型農業の推進
が図られる。

次の要件を農業者団体
(複数の農業者により構
成される団体)
①販売を目的に生産を
行っていること②エコ
ファーマの認定を受けて
いること③農業環境規範
に基づく点検を実施して
いること

776 430 △ 346

17
農林水
産業費

農林水産課
農業経営基盤強化資金利子補
給金

農業経営基盤強化資金（スーパーL資金）を借入れた認定農
業者が支払う利子の一部を補助するもの。

スーパーL資金の借入れにかかる利子助成を行う
ことにより効率的かつ安定的な経営体を育成す
る。

効率的かつ安定的な経営体を育成が図られる。 認定農業者 1,034 286 △ 748

18
農林水
産業費

農林水産課 機構集積協力金
農地中間管理機構に対して、まとまった農地を貸付けた地
域及び個人を支援するもの。

農地中間管理機構を活用した担い手への農地集
積・集約化を加速する。

担い手への農地集積・集約化が図られる。 地域と個人 11,430 11,800 370

19
農林水
産業費

農林水産課 農地集積補助金
農地中間管理機構から農地を借り受けた担い手に対して補
助するもの。

農地中間管理機構を活用した担い手への農地集
積・集約化を加速する。

担い手への農地集積・集約化が図られる。
認定農業者
新規就農者
集落営農法人

9,000 13,000 4,000

20
農林水
産業費

農林水産課
農業経営法人化支援事業費補
助金
（農業経営の法人化支援事業）

集落営農組織等が法人化した場合に補助するもの。 地域の中心となる経営体の育成・確保を行う。
農地集積の推進及び集積した農地を次世代の経
営に継承される。

新たに法人化した集落
営農組織

800 800 0
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21
農林水
産業費

農林水産課
農業経営法人化支援事業費補
助金
（集落営農の組織化支援事業）

法人化計画を作成し、販売経理の一元化を行う集落営農組
織に対して、補助するもの。

地域の中心となる経営体の育成・確保を行う。
集落営農組織の経営資質向上と経営発展が図ら
れる。

新たに設立された集落
営農組織

400 400 0

22
農林水
産業費

農林水産課
集落営農組織設立支援事業費
補助金

新たな集落営農組織の設立に向けた自主的な取組みを行う
集落に対して、補助するもの。

地域ぐるみでの組織化を通じた低コスト化や経営
の多角化などに取組む新たな組織を育成する。

地域の担い手となる組織の確保が図られる。
集落営農の組織化を目
指す集落

200 200 0

23
農林水
産業費

農林水産課 経営発展支援事業
集落営農組織が新たに農業用機械・器具等を導入する場合
に補助するもの。

農業用機械・器具の共同利用により、農作物の生
産において、効率化・省力化・低コスト化を図る。

地域農業の発展が図られる。 集落営農組織 4,960 6,221 1,261

24
農林水
産業費

農林水産課
イノシシ等被害防止対策事業補
助金（成獣）

有害鳥獣捕獲許可を受けて捕獲したイノシシ、サル、シカに
ついて、予算の範囲内で捕獲奨励金を交付するもの。

捕獲者の費用負担を軽減し、有害鳥獣捕獲を促
進する。

農林業被害の軽減と農作物の安定生産につなが
る。

有害鳥獣捕獲許可を受
けてイノシシ等を捕獲し
た捕獲者

8,200 18,300 10,100

25
農林水
産業費

農林水産課
イノシシ等被害防止対策事業補
助金（幼獣）

有害鳥獣捕獲許可を受けて捕獲したイノシシ、サル、シカに
ついて、予算の範囲内で捕獲奨励金を交付するもの。

捕獲者の費用負担を軽減し、有害鳥獣捕獲を促
進する。

農林業被害の軽減と農作物の安定生産につなが
る。

有害鳥獣捕獲許可を受
けてイノシシ等を捕獲し
た捕獲者

900 1,150 250
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26
農林水
産業費

農林水産課
アライグマ・ヌートリア等防除支
援事業補助金

有資格者が捕獲したアライグマ・ヌートリア、ハクビシンにつ
いて、予算の範囲内で捕獲奨励金を交付するもの。

捕獲者の費用負担を軽減し、有害鳥獣捕獲を促
進する。

生活環境の改善と農作物被害の軽減につなが
る。

アライグマ等を捕獲した
有資格者

249 360 111

27
農林水
産業費

農林水産課
有害鳥獣被害対策事業補助金
（駆除用散弾）

果樹産地のカラス等による被害を軽減するため、有害鳥獣
駆除の実施に要する弾代の一部に補助をするもの。

捕獲者の費用負担を軽減し、有害鳥獣捕獲を促
進する。

農作物の被害の軽減と安定生産につながる。
高松市西部地域ビワ部
会

81 81 0

28
農林水
産業費

農林水産課 狩猟免許申請手数料助成事業
新たに狩猟免許を取得した者に対し、免許申請手数料の一
部を助成するもの。

狩猟免許取得者の免許取得にかかる費用負担
の軽減により、免許取得の促進を目的とする。

狩猟免許取得者の増加により、農林水産業の有
害鳥獣被害の軽減が図られる。

新規狩猟免許取得者 137 137 0

29
農林水
産業費

農林水産課
イノシシ用捕獲檻導入事業補助
金

イノシシの捕獲檻の導入費用の一部を予算の範囲内で補助
するもの。

捕獲檻の購入を推進し、イノシシによる農作物へ
の被害の軽減を図る。

イノシシによる農作物への被害の軽減が図られ
る。

高松市鳥獣対策協議会 220 220 0

30
農林水
産業費

農林水産課
鳥獣被害防止対策事業補助金
（防護柵）

農業者が、イノシシの侵入防止柵を購入し、設置した資材費
の一部を助成するもの。

農業者がイノシシの被害対策のために設置した
侵入防止柵の資材費の一部を助成することによ
り、侵入防止柵の設置を推進する。

農業者の農作物等の安定生産並びに経営安定
が図られる。

香川県農業協同組合 1,500 1,500 0
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増減額

(単位：千円）

31
農林水
産業費

農林水産課
市街地に出没したイノシシ等へ
の緊急対応事業

市街地に出没したイノシシ等への緊急捕獲を行った捕獲隊
に対して、その経費を補助するもの。

緊急捕獲に係る捕獲隊の費用負担を軽減する。 イノシシが出没した地域の安全が確保される。
緊急捕獲に出動した捕
獲隊

225 225 0

32
農林水
産業費

農林水産課
市街地周辺での市捕獲隊による
集中捕獲事業

イノシシの出没が多い地域で集中的に捕獲を実施するた
め、捕獲資材購入等の費用の一部を予算の範囲内で助成
するもの。

イノシシの出没が多い地域の生活環境被害の防
止。

市街地に出没しているイノシシを集中的に捕獲す
ることにより、周辺住民の生活環境被害が防止さ
れる。

集中捕獲を実施する捕
獲隊（高松市が結成）

2,175 2,175 0

33
農林水
産業費

農林水産課
高松市農業振興協議会事業補
助金

高松市農業振興協議会が実施する農業振興事業（農業技
術の研修、各種品評会の開催等）に係る経費の一部を補助
するもの。

高松市農業振興協議会の活動を支援し、地域農
業の総合的振興、発展を図る。

地域農業の総合的振興、発展に資する。 高松市農業振興協議会 1,865 1,734 △ 131

34
農林水
産業費

農林水産課 生活改善クラブ育成事業補助金
　高松市生活研究グループ連絡協議会の活動経費の一部
に対して補助するもの。

　市内の生活研究グループ及び農家生活改善ク
ラブの連携強化による活動の促進を図る。

生活研究グループ等の活動を支援することによ
り、農村における活力ある地域社会の実現及び
農業振興に寄与する。

高松市生活研究グルー
プ連絡協議会

500 372 △ 128

35
農林水
産業費

農林水産課
獣害に強い市街地づくり支援事
業

イノシシの市街地への侵入を防止するために、侵入防止柵
の設置や緩衝帯の整備に係る費用の一部を予算の範囲内
で助成するもの。

集落ぐるみでイノシシ被害対策に要する費用の一
部を助成することにより、イノシシの市街地への
侵入抑制と被害防止に関する知識の習得が図ら
れる。

イノシシによる生活環境被害の防止と集落活動
の促進が図られる。

侵入防止柵の設置者 0 2,000 2,000
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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
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平成３０年度
当初予算額
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(単位：千円）

36
農林水
産業費

農林水産課 農業共済組合事業補助金
農業災害補償法に基づく農業共済事業を実施する農業共済
組合の活動経費の一部に補助するもの。

農業共済事業による農業者の経営安定を図る。
自然災害等による被害額の補償により、農業者
の経営安定に寄与する。

農業共済組合 4,600 4,278 △ 322

37
農林水
産業費

農林水産課
高松市認定農業者連絡協議会
事業補助金

協議会が実施する農業経営における資質向上の事業（調査
研究、情報交換、研修会等）に係る経費の一部を補助するも
の。

認定農業者相互の連携を密にし、効率的かつ安
定的な農業経営の改善を図る。

経営感覚の優れた担い手の確保・育成が図られ
る。

高松市認定農業者連絡
協議

890 860 △ 30

38
農林水
産業費

農林水産課
グリーンツーリズム推進事業補
助金

高松市グリーン・ツーリズム推進協議会が実施するグリー
ン・ツーリズム推進事業に係る経費の一部を補助するもの。

農業・農村が有する多様な資源、地域特産物など
を活用して、都市と農村との交流を促進し、交流
人口の増大を通じて農村地域の活性化を図る。

都市と農村との交流を促進し、交流人口の増大を
通じた農村地域の活性化に寄与する。

高松市グリーン・ツーリ
ズム推進協議会

0 250 250

39
農林水
産業費

農林水産課
荒廃農地等利活用促進事業費
補助金

遊休農地を耕作可能に再生するために必要な経費の一部を
補助するもの。

耕作していない遊休農地に対し、除草や耕起・整
地等を行って農地として再生復元する。

農地として再び利用が図られる。

認定農業者
認定新規就農者
集落営農組織
農地中間管理機構
農業協同組合

1,000 6,570 5,570

40
農林水
産業費

農林水産課
農業生産資材廃棄物等適正処
理推進事業補助金

農薬の空き容器や施設栽培で発生する廃ビニール等の適
正処理を行うための活動経費の一部に補助するもの。

農業生産資材廃棄物等の適正処理を推進する。 農業生産資材廃棄物等の適正処理につながる。
高松地区農業生産資材
廃棄物等適正処理推進
協議会

800 744 △ 56
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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
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当初予算額

増減額

(単位：千円）

41
農林水
産業費

農林水産課
高松ブランド農産物育成支援事
業補助金

高松市農産物ごじまん品推進協議会が食育の推進、農業振
興を図るために実施する事業の経費の一部に補助するも
の。

地産地消を基本とした共生型農業の推進及び食
に対する理解と信頼の増進並びに市内農林水産
物の需要拡大と市民の健康で豊かな食生活の実
現を図る。

地産地消を基本とした共生型農業の推進及び食
に対する理解と信頼の増進並びに市内農林水産
物の需要拡大と市民の健康で豊かな食生活の実
現が図られる。

高松市農産物ごじまん
品推進協議会

3,500 3,500 0

42
農林水
産業費

農林水産課
高松産ごじまん品６次産業化等
推進事業補助金

高松産ごじまん品等を使用した６次産業化や農商工連携に
取り組む農業者等に対して補助するもの。

６次産業化や農商工連携による農産物の加工品
の開発や新サービスの開発による農業所得の向
上、ブランド化の推進を図る。

農業者の農業所得の向上と、本市農産物のブラ
ンド化の推進が図られる。

農産物の加工品の開発
や新サービスの開発を
行う農業者、事業者

2,500 2,500 0

43
農林水
産業費

農林水産課
園芸産地育成強化推進事業補
助金

地域の特性を生かした園芸特産物の生産を行うための施設
等の整備や推進活動を行う経費の一部を補助するもの。

園芸産地の育成・強化及び高品質な農産物の生
産を推進する。

生産量の確保、高品質な農産物の生産により、
農業所得の向上が図られる。

①農協
②特認団体
③認定農業者
④認定新規就農者

1,440 1,060 △ 380

44
農林水
産業費

農林水産課

かがわ園芸産地活性化基盤整
備事業補助金（Ｈ29～新規就農
者サポート事業費補助金等を含
む）

県オリジナル品種などの園芸作物の生産拡大及び品質向
上を図るために実施する施設等の整備に係る経費の一部を
補助するもの。

消費者のニーズに対応した品質と安定的な供給
力を持った園芸産地の持続的発展を図る。

県オリジナル品種等園芸作物の生産拡大による
ブランド化の推進、高品質な農産物の生産による
農業所得の向上が図られる。

営農集団、認定就農者、
認定新規就農者、農地
所有適格法人、農業協
同組合など

48,645 55,186 6,541

45
農林水
産業費

農林水産課 盆栽産地振興事業
盆栽のＰＲ及び販売促進を行う盆栽生産者団体に対して経
費の一部を補助するもの。

高松盆栽の知名度の向上及び盆栽の販売促進
を図る。

高松盆栽の知名度の向上及び盆栽の販売促進
が図られる。

盆栽生産者団体 0 3,040 3,040
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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
農林水
産業費

農林水産課 高松盆栽ＰＲ事業補助金 高松盆栽をＰＲするための経費の一部を補助するもの。
高松盆栽の知名度の向上、ブランド化の推進を
図る。

高松盆栽の知名度の向上、ブランド化の推進が
図られる。

香川県盆栽生産振興協
議会

500 500 0

47
農林水
産業費

農林水産課
海外バイヤ―商談会支援事業
補助金

盆栽の輸出に係る海外バイヤ―との商談会の開催経費の
一部を補助するもの。

海外の盆栽バイヤ―との商談会の開催による盆
栽の輸出拡大を図る。

海外の盆栽バイヤ―との商談会の開催により、
盆栽の輸出拡大が図られる。

高松盆栽輸出振興会 300 276 △ 24

48
農林水
産業費

農林水産課 盆栽輸出体制支援事業補助金
盆栽の輸出を振興する高松盆栽輸出振興会の活動経費の
一部を補助するもの。

盆栽の輸出を拡大するための体制整備を推進す
る。

盆栽の輸出を支援する団体の体制を整備するこ
とにより、盆栽の輸出拡大が図られる。

高松盆栽輸出振興会 390 124 △ 266

49
農林水
産業費

農林水産課 高松盆栽の郷推進事業

鬼無・国分寺地域を「高松盆栽の郷（さと）」と位置付け、盆
栽の国内需要や輸出の拡大、生産基盤の強化による産地
の活性化を図るために実施する事業経費の一部を補助する
もの。

高松盆栽の地域ブランドの確立による盆栽産地
の持続的な発展を図る。

高松盆栽の地域ブランドの確立による産地の活
性化に加え、にぎわいの創出が図られる。

香川県盆栽生産振興協
議会
他

17,150 21,110 3,960

50
農林水
産業費

農林水産課 農業近代化資金利子補給金
農業近代化資金を借りる農業者が支払う利子の一部を補助
するもの。

近代化資金の借入れにかかる利子助成を行うこ
とにより効率的かつ安定的な経営体を育成する。

効率的かつ安定的な経営体を育成が図られる。 農業者 232 141 △ 91

10



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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増減額

(単位：千円）

51
農林水
産業費

農林水産課
家畜法定伝染病予防事業補助
金

家畜の伝染病の検査及び予防注射の経費の一部を補助す
るもの。

家畜伝染病の予防を図る。 健全な家畜の育成が図られる。 香川県農業協同組合 1,498 1,615 117

52
農林水
産業費

農林水産課 優良家畜導入輸送事業補助金
優良家畜の導入及び公共牧場への預託並びに共進会への
出品するための家畜の輸送費の一部を補助するもの。

家畜の改良増殖及び畜産経営の安定を図る。 畜産経営の安定が図られる。 香川県農業協同組合 404 404 0

53
農林水
産業費

農林水産課
繁殖和牛等増産対策事業補助
金

人工授精による子牛生産に必要となる人工授精料の一部を
補助するもの。

人工授精による優良牛の増産を図る。 飼育頭数の増加が図られる。
高松市受精卵移植推進
協議会

1,292 1,220 △ 72

54
農林水
産業費

農林水産課 優良繁殖雌牛導入事業
繁殖を目的として優良繁殖雌牛を購入した場合の費用の一
部を補助するもの。

優良繁殖雌牛の飼育頭数の増加を図る。 繁殖農家の経営安定が図られる。 香川県農業協同組合 300 420 120

55
農林水
産業費

農林水産課 優良子牛保留奨励事業
優良繁殖雌牛の子が市内の農家に買われた場合の購入代
金の一部を補助するもの。

市内で生産された優良子牛の市内肥育の増加を
図る。

肥育農家の経営安定が図られる。 香川県農業協同組合 250 200 △ 50
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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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(単位：千円）

56
農林水
産業費

農林水産課
高松市畜産振興協議会事業補
助金

畜産振興を図る上で必要となる協議や調査等を行う協議会
の活動経費の一部を補助するもの。

畜産業全般の振興と畜産農家の経営安定を図
る。

畜産事業の円滑な推進が図られる。 高松市畜産振興協議会 350 326 △ 24

57
農林水
産業費

農林水産課
高松市肉牛枝肉共励会事業補
助金

共励会開催経費の一部を補助するもの。 肥育牛の肉質改善を図る。 肉質の向上による畜産経営の安定が図られる。 高松市畜産振興協議会 200 190 △ 10

58
農林水
産業費

農林水産課 家畜環境衛生対策事業補助金
家畜のふん尿処理に必要となる施設等の購入費の一部を
補助するもの。

畜産環境の保全を図る。
有機質肥料を有効に生産し、耕種農家の地力増
進と畜産農家の安定的発展が図られる。

ＪＡ高松市管内堆肥生産
組合（家畜農家等）

360 900 540

59
農林水
産業費

農林水産課 下刈事業補助金 森林の下刈りにかかる経費の一部を補助するもの。 森林の下刈りを実施し、森林保育整備を図る。
森林の持つ木材生産や水源涵養としての多様な
機能の保全が図られる。

森林組合 7,510 4,688 △ 2,822

60
農林水
産業費

農林水産課 森林整備地域活動支援交付金
森林経営計画の作成に向けた取り組みに対し、対象活動に
かかった経費を上限額の範囲内で助成するもの。

計画的かつ一体的な森林施業の実施に不可欠な
地域活動を推進する。

計画的かつ一体的な森林施業を進めることによ
り、効率的な林業生産活動が図られる。

森林組合 0 855 855
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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
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当初予算額

増減額

(単位：千円）

61
農林水
産業費

農林水産課 森林組合事業補助金 森林組合に対する助成するもの。 森林の適正な維持管理と、人材の育成を図る。
森林組合の経営の安定化に寄与し、健全な森林
の育成が図られる。

香川東部森林組合 608 566 △ 42

62
農林水
産業費

農林水産課 木材需要拡大推進事業補助金 木材協会に対する助成するもの。 県産木材の利用促進を図る。 県産木材の利用拡大活動が強化推進される。
香川県木材需要拡大協
議会

95 88 △ 7

63
農林水
産業費

農林水産課 塩江町森林組合事業補助金 森林組合に対する助成するもの。 森林の適正な維持管理と、人材の育成を図る。
森林組合の経営の安定化に寄与し、健全な森林
の育成が図られる。

塩江町森林組合 517 481 △ 36

64
農林水
産業費

農林水産課
里山ボランティア活動支援事業
補助金

里山の保全に関する事業を行う市民活動団体に対し、経費
の一部を助成するもの。

里山を身近なものにすることにより、里山の整備・
保全を図る。

里山が身近なものとなり、里山の整備・保全が図
られる。

「まぐさ山」他５団体 2,000 1,700 △ 300

65
農林水
産業費

農林水産課 重要稚仔放流事業補助金 種苗放流を実施する経費の一部を助成するもの。
種苗放流を実施することで、水産資源の増加を図
る。

放流による資源の増加により漁獲が増加し、漁家
経営の安定が図られる。

庵治漁業協同組合他１
団体

2,504 2,334 △ 170
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66
農林水
産業費

農林水産課 水産教室事業補助金 水産教室を開催する経費の一部を助成するもの。
小学生及び保護者に対して水産教室を実施し、
魚への理解と魚食普及を図る。

水産教室を開催し、海への理解や魚食普及が進
むことにより、水産物の販売が推進される。

高松市漁業協同組合連
絡協議会

360 360 0

67
農林水
産業費

農林水産課 ノリ色落ち対策事業
海苔養殖業において、近年課題となっている栄養塩低下に
対して行う事業の一部を助成するもの。

栄養塩の低下によるノリ色落ち問題の改善を図
る。

海苔の色落ちが改善されることにより、海苔養殖
業の生産増が図られる。

香西漁業協同組合 1,887 1,887 0

68
農林水
産業費

農林水産課 貝類増養殖事業補助金
アワビ種苗の放流の実施に対する経費の一部を助成するも
の。

地域の漁場環境を活かしたアワビ種苗の放流を
することにより、水産資源の増加を図る。

効果的な放流による漁獲増により、漁家経営の
安定が図られる。

東瀬戸漁業協同組合 300 150 △ 150

69
農林水
産業費

農林水産課 底曳網対策事業補助金 底曳網漁業に対する効果的な事業に対する助成するもの。
底曳網漁業での漁獲対象となるエビ、タコの放流
を実施し、漁獲増を図る。

効果的な放流による漁獲増により、漁家経営の
安定が図られる。

高松地区底曳網協議会 400 300 △ 100

70
農林水
産業費

農林水産課 海浜清掃事業補助金
漁業者による海浜清掃の実施に対する経費の一部を助成
するもの。

海浜清掃を実施することにより、海浜環境の改善
を図る。

海浜清掃を実施することにより、海へのゴミの流
入も防ぐことができ、海の環境の改善が図られ
る。

高松市漁業協同組合連
絡協議会他２団体

2,490 2,490 0

14



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
農林水
産業費

農林水産課 淡水魚種苗放流事業
フナ、アユ等淡水魚の放流に対する経費の一部を助成する
もの。

淡水魚を放流することにより、内水面資源の増大
を図る。

淡水魚の放流により、河川等の自然環境の維持
が図られる。

高松淡水漁業養殖協議
会

1,220 980 △ 240

72
農林水
産業費

農林水産課
高松市漁業協同組合連絡協議
会事業補助金

高松市漁業協同組合連絡協議会の運営経費を助成するも
の。

市内の漁業協同組合が加入する団体を支援する
ことにより、水産振興施策の推進を図る。

市内の漁業協同組合が集まった団体で、各種水
産振興施策の円滑な実施が図られる。

高松市漁業協同組合連
絡協議会

760 550 △ 210

73
農林水
産業費

農林水産課
高松地区海苔養殖研究会事業
補助金

高松地区海苔養殖研究会の運営経費を助成するもの。
市内の海苔養殖漁業者の加入する団体で、海苔
養殖の振興を図る。

海苔養殖業者の安定経営が図られる。
高松地区海苔養殖研究
会

260 200 △ 60

74
農林水
産業費

農林水産課
漁業後継者クラブ育成事業補助
金

各漁業後継者クラブの運営経費を助成するもの。
若手漁業者による青年部の活動を助成すること
により、活性化を図る。

青年部活動が活発化することにより、漁業後継者
の育成が図られる。

各漁協青年部４団体 600 450 △ 150

75
農林水
産業費

農林水産課
高松地区底曳網協議会事業補
助金

高松地区底曳網協議会の運営経費を助成するもの。
底曳網漁業者が加入する団体を支援し、資源管
理型漁業の実践を図る。

資源管理型漁業が実践されることにより、漁家経
営の安定が図られる。

高松地区底曳網協議会 310 310 0
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76
農林水
産業費

農林水産課 漁業近代化資金利子補給金 漁業近代化資金の貸付利息への助成するもの。
制度資金の借入に対し利子の一部を助成し、漁
業施設の近代化を促進する。

低利で制度資金を利用することにより施設の近代
化を促進できる。

香川県信用漁業協同組
合連合会

1,626 1,251 △ 375

77
農林水
産業費

土地改良課 県営土地改良事業補助金
県が事業主体となり実施した土地改良事業のうち、地元負
担部分に対し補助するもの。

農業基盤整備等を推進し、農業の健全な発展や
生産性の向上を図る。

土地改良施設の計画的な整備・保全が図られ
る。

土地改良区 90,600 67,000 △ 23,600

78
農林水
産業費

土地改良課 団体営土地改良事業補助金
地元土地改良区が事業主体となり実施した土地改良事業の
うち、地元負担部分に対し補助するもの。

農業基盤整備等を推進し、農業の健全な発展や
生産性の向上を図る。

土地改良施設の計画的な整備・保全が図られ
る。

土地改良区 26,900 37,850 10,950

79
農林水
産業費

土地改良課
単独県費補助土地改良事業補
助金

地元土地改良区が事業主体となり実施した土地改良事業の
うち、地元負担部分に対し補助するもの。

農業基盤整備等を推進し、農業の健全な発展や
生産性の向上を図る。

土地改良施設の計画的な整備・保全が図られ
る。

土地改良区等 332,650 424,950 92,300

80
農林水
産業費

土地改良課 農地維持管理省力化事業
高松市人・農地プランに位置付けられた「中心経営体」が事
業主体となり実施する、農用地法面等の管理や水管理の省
力化事業に対し補助するもの。

農用地や農道等の法面の防草対策を行うことに
よって、草刈り労力の大幅な軽減と、給水栓の自
動化や除塵機等の整備を行うことによって、水管
理作業の軽減を図る。

多面的機能の維持・発揮に貢献するとともに、農
地集積・集約化の促進が図られる。

高松市人・農地プランに
位置付けられた「中心経
営体」

0 2,000 2,000
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81
農林水
産業費

土地改良課 棚田地域等保全活動支援事業
市長が認める団体が実施する棚田地域等保全活動に要す
る経費に対し補助するもの。

棚田地域等の保全活動や地域住民活動の活性
化を図る。

中山間地域の農業・農村の活性化につながる。 市長が認める団体 0 800 800

82
農林水
産業費

土地改良課
単独市費土地改良事業補助金
等

【土地改良事業補助金】
地元土地改良区が事業主体となり実施した土地改良事業の
うち、地元負担部分に対し補助するもの。
【耕作放棄地発生防止土地改良事業補助金】
農業用施設の未整備による耕作放棄を未然に防止するた
め、土地改良区が実施する受益戸数が２戸未満の土地改良
事業に対し補助するもの。

【土地改良事業補助金】
農業基盤整備等を推進し、農業の健全な発展や
生産性の向上を図る。
【耕作放棄地発生防止土地改良事業補助金】
耕作放棄地となるおそれのある農地の周辺の農
業用施設整備を図る。

【土地改良事業補助金】
土地改良施設の計画的な整備・保全が図られ
る。
【耕作放棄地発生防止土地改良事業補助金】
事業の実施により、耕作放棄発生の未然防止が
図られる。

土地改良区等 382,650 461,200 78,550

83
農林水
産業費

土地改良課
新川沿岸土地改良区連合補助
金

新川沿岸土地改良区連合の運営に係る事務費等費用また
施設管理に対し補助するもの。

新川沿岸における農業用水の安定供給を図るた
め、５土地改良区で構成する新川沿岸土地改良
区連合が行う事業費等への支援を図る。

構成される土地改良区の負担が軽減され、事業
の円滑な推進が図られる。

新川沿岸土地改良区連
合

475 475 0

84
農林水
産業費

土地改良課
新川吉田川沿岸排水対策促進
期成会補助金

新川吉田川沿岸排水対策促進期成会の運営に係る事務費
及び要望活動にかかる費用に対し補助するもの。

新川吉田川沿岸の排水対策を促進するため、期
成同盟会の活動に対する支援を図る。

期成同盟会としての活動を確保されことにより、
事業の円滑な推進を図られる。

新川吉田川沿岸排水対
策促進期成会

125 125 0

85
農林水
産業費

土地改良課
高松市土地改良区連合会補助
金

高松市土地改良区連合会の運営に係る事務費等費用に対
し補助するもの。

高松市管内の土地改良事業を行う土地改良区の
共同組織により、連合して土地改良事業の円滑
な推進を図り、その共同の利益を増進するととも
に、高松市の農業振興に寄与することを目的に設
立された団体に対する支援を図る。

高松市全域に広がる土地改良区が事業の一部を
共同して事業を実施することで事業が円滑に進
められる。

高松市土地改良区連合
会

3,223 3,223 0
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86
農林水
産業費

土地改良課
ため池守り隊市民活動支援事業
費

用途地域内のため池の保全活動を実施する市民活動団体
に事業の一部を助成するもの。

ため池管理者と地域住民等が参加した保全活動
に支援することより、ため池の周辺の環境を守
る。

ため池の自然及び景観が守り、育まれる。 活動組織12団体 2,350 2,100 △ 250

87
農林水
産業費

土地改良課 多面的機能支払事業交付金

農用地、水路、農道等の地域資源の基礎的な保全管理活動
や、地域資源の質的向上を図る共同活動及び施設の長寿
命化のための活動等に対する活動費用の一部を交付するも
の。

活動組織が行う保全管理等の活動を支援するこ
とにより、耕作の継続を促進し、農業・農村の持
つ多面的機能の維持・発揮を図る。

耕作環境を整えることで、農業の振興が図られる
ととももに、農村の自然や景観を地域ぐるみで守
ろうとする共同意識の醸成が図られる。

活動組織73団体 137,000 139,676 2,676

88 総務費 産業振興課 Ｕ40プロジェクト事業

高松市創造都市推進懇談会（通称：Ｕ４０）委員によって構成
される任意団体「upTAKAMATSU」に対して、Ｕ４０委員から
発案・計画されている４つの事業の実施に係る経費について
補助するもの。

若い世代の民間と行政の、自主的な取組と活動
に対して支援していくことで、本市の活性化を図
る。

若い世代の民間と行政の、自主的な取組と活動
に対して支援していくことで、本市の活性化につ
ながる。

upTAKAMATSU（仮称） 0 5,000 5,000

89 商工費 産業振興課 企業誘致助成金
市内に誘致施設等を設置する企業に対し、投下固定資産税
額に対する一定割合及び新規雇用者数に応じ助成するも
の。

本市における誘致施設等の立地を促進し、地域
経済の発展、産業の高度化及び活性化並びに雇
用機会の拡大を図る。

本市経済の発展、産業の高度化及び活性化並び
に雇用機会の拡大を図ることで、にぎわい創出
し、もって市民生活の向上に寄与する。

指定企業 52,827 47,047 △ 5,780

90 商工費 産業振興課
南部３町商店街活性化拠点施設
設置運営補助金

商店街内の空き店舗を活用し設置し、これまでのブリーザー
ズスクエアが担っていた情報発信・賑わい促進に加え、来街
者へのインフォメーションセンターとしての機能を備えるとと
もに、商店街店舗等へ出店を検討している者に対するサ
ポートや、加えて街中を回遊する人たちの健康チェックの拠
点としても機能する施設の設置・運営にかかる費用を補助す
るもの。

高松中央商店街南部エリアの賑わい促進のほ
か、当該エリアを利用する者、出店する者に対す
るサポートを充実することで、エリアの更なる活性
化を図る。

高松中央商店街南部エリアへの来街者、出店者
に対する地域の支援体制を充実することで、当該
エリアの活性化に寄与する。

株式会社高松南部３町
商店街プロジェクト

0 11,000 11,000
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91 商工費 産業振興課
中小企業指導団体等育成補助
金

中小企業者等の経営の近代化・合理化の促進及び育成指
導に努めるとともに、その構成員の文化的、経済的な改善
向上を図るため、高松市中小企業振興助成条例に基づき、
指導団体を指定し、事業補助を実施するもの。

中小企業者等の経営の近代化・合理化の促進
と、その構成員の文化的、経済的な改善向上を
安定的に図る。

本市の商工業の発展に寄与する。

高松商工会議所、高松
市中央商工会、高松市
牟礼庵治商工会、香川
県中小企業団体中央
会、高松市商店連盟、香
川県漆器工業協同組
合、高松たばこ販売協同
組合

35,341 34,444 △ 897

92 商工費 産業振興課
香川県中小小売商団体連合会
補助金

地域中小小売商業を取り巻く経営環境を踏まえて、中小小
売商業者の経営基盤の確保と振興を図り、流通の合理化・
近代化に努めるため、講習会・研究会の開催、視察、懇談会
の開催、情報提供等を実施している当該団体に対し、補助を
実施するもの。

中小小売商業者の経営基盤の確保と振興を図
り、流通の合理化・近代化を図る。

本市の商工業の発展に寄与する。
香川県中小小売商団体
連合会

536 387 △ 149

93 商工費 産業振興課 石材汚水公害対策補助金

石材加工等により生成された石粉等について、沈殿液を利
用することにより当該生成物を自然界へ拡散防止することを
目的とし、当沈殿液を使用し環境保全に貢献する事業者に
対し、沈殿液購入費の補助を実施するもの。

環境への負荷軽減及び本市の地場産業の振興
のため、地場産業の一つである庵治石加工の協
同組合に対し、環境保全を目的とした事業への補
助を実施している。

環境保全及び本市の地場産業の発展に寄与す
る。

協働組合庵治石振興会 166 96 △ 70

94 商工費 産業振興課 産廃事業補助金

石材加工等により生成された破砕済石材等について、事業
主個人が保管管理した場合の周辺住環境への公害、及び
学童等による進入等で事故が発生することを避けるため、市
有の庵治港野積場において、破砕済石材等を一括管理し、
適正な保管を実施する事業に補助を実施するもの。

環境への負荷軽減及び本市の地場産業の振興
のため、地場産業の一つである庵治石加工の協
同組合に対し、環境保全を目的とした事業への補
助を実施している。

環境保全及び本市の地場産業の発展に寄与す
る。

協同組合庵治石振興会 1,692 1,253 △ 439

95 商工費 産業振興課 公害対策研究事業補助金

石製品梱包材等の廃棄物を再資源化、固形燃料にリサイク
ル、エネルギー資源として環境への負荷軽減に取り組むた
め、石材事業者から排出される使用済みの梱包材を収集
し、協同組合が一括してリサイクルする事業に補助を実施す
るもの。

環境への負荷軽減及び本市の地場産業の振興
のため、地場産業の一つである庵治石加工の協
同組合に対し、環境保全を目的とした事業への補
助を実施している。

環境保全及び本市の地場産業の発展に寄与す
る。

讃岐石材加工協同組合 470 470 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
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(単位：千円）

96 商工費 産業振興課
香川県溶接技術コンクール開催
補助金

香川県溶接技術コンクール開催経費の一部を補助するも
の。

本市における溶接技術水準の向上と産業界の発
展を図る。

本市における溶接技術水準の向上と産業界の発
展に寄与する。

一般社団法人香川県溶
接協会

35 35 0

97 商工費 産業振興課
中小企業人材確保・就業機会拡
大事業補助金

合同就職面接会の開催や求人企業概要の刊行など、新規
学卒者及び中途求職者などの雇用機会の増大と中小企業
者の人材確保に関する事業費の一部を補助するもの。

厳しい雇用環境において、雇用機会の増大を図
るとともに、中小企業者の労働力・人材の確保を
促進し、経営の安定に寄与する。

本市における雇用機会の増大と企業の労働力・
人材の確保に資する。

高松商工会議所 285 285 0

98 商工費 産業振興課 商店街活性化促進事業

魅力ある商店街づくりの促進のため、高松市中心市街地商
店街活性化支援事業費補助金交付要綱に基づき、安全安
心対策事業や街並み整備保存事業などを実施する商店街
団体等に対して、県とともに事業補助を実施するもの。

商店街団体等が行う中心市街地商店街活性化事
業に必要な経費の一部を補助することにより、中
心市街地商店街の活性化及び地域経済の振興
を図る。

本市中心市街地商店街の活性化及び地域経済
の振興に寄与する。

高松丸亀町商店街振興
組合、高松兵庫町商店
街振興組合、高松南新
町商店街振興組合

16,465 12,382 △ 4,083

99 商工費 産業振興課
中央商店街空き店舗活用事業
支援補助金

中心市街地活性化基本計画の最重要課題の一つでもある
高松中央商店街の空き店舗率の減少を図るため、高松中央
商店街の区域に所在する空き店舗に新たに出店する事業
者に対し、出店にかかる改装に係る経費の一部を補助する
もの。

高松中央商店街の区域に所在する空き店舗に新
たに出店する事業者に対し、経費の一部を補助
することにより、空き店舗の利用促進及び高松中
央商店街の活性化を図る。

高松中央商店街の区域に所在する空き店舗の利
用促進及び高松中央商店街の活性化に寄与す
る。

採択事業者 9,500 9,000 △ 500

100 商工費 産業振興課 全国漆器展補助金
全国の漆器産地より審査した商品を一堂に集めて展示販売
する、東京の青山スクエアで開催される全国漆器展におい
て、香川漆器の展示及び販売をする事業に対して補助する
もの。

香川漆器の技術向上、知名度向上及び地場産業
の活性化を図る。

香川漆器の技術向上、知名度向上及び地場産業
の活性化に寄与する。

香川県漆器工業協同組
合

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）

101 商工費 産業振興課
香川の家具とぬりもの新作見本
市補助金

地場産業の家具及び香川漆器の販路開拓と振興のため
に、新作見本市を開催する事業に対して補助するもの。

地場産品等の新たな販路拡大及び地場産業の
活性化を図る。

地場産品等の新たな販路拡大及び地場産業の
活性化に寄与する。

香川県漆器工業協同組
合

500 500 0

102 商工費 産業振興課 香川の漆器まつり補助金
香川漆器の販路拡大と地場産業の振興のために、展示販
売関連イベントを実施している香川の漆器まつりに対して補
助するもの。

地場産品等の新たな販路拡大及び地場産業の
活性化を図る。

地場産品等の新たな販路拡大及び地場産業の
活性化に寄与する。

香川県漆器工業協同組
合

520 520 0

103 商工費 産業振興課 ストーンフェア補助金

庵治産地石製品の品質と技術の高さを効果的にＰＲし、新た
な販路拡大、地場産業の活性化を目指し、庵治産地石製品
を主とした石製品と石材関係機械工具等の関連機器の総合
展示販売、関連イベントを実施している、庵治ストーンフェア
に対して補助を実施するもの。

地場産品等の新たな販路拡大及び地場産業の
活性化を図る。

地場産品等の新たな販路拡大及び地場産業の
活性化に寄与する。

協同組合庵治石振興会 500 500 0

104 商工費 産業振興課
伝統的ものづくり振興事業補助
金

伝統的ものづくり関係団体等が、伝統的ものづくりの技術や
素材を活用して実施する振興事業に対して補助を実施する
もの。

伝統的ものづくり関係団体等の自主的な活動の
促進を図るとともに、事業環境を整備し、伝統的
ものづくりの振興を図る。

伝統的ものづくり関係団体等の事業環境整備及
び伝統的ものづくりの振興に寄与する。

採択事業者 1,500 1,500 0

105 商工費 産業振興課 中小企業指導団体育成補助金

地域経済の活性化・国際化・地場企業の振興などを目的とし
て中小企業等へ海外の経済産業情報の提供、各種講演会・
セミナーの開催・貿易相談・投資相談を行う日本貿易振興機
構香川貿易情報センターに対して補助を実施するもの。

中小企業者等の経営の近代化・合理化の促進
と、その構成員の文化的、経済的な改善向上を
安定的に図る。

本市の商工業の発展に寄与する。
日本貿易振興機構香川
貿易情報センター

1,200 1,116 △ 84
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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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(単位：千円）

106 商工費 産業振興課
緊急経営安定対策特別融資利
子補給金

高松市緊急経営安定対策特別融資を受けた中小企業者の
利子支払額の一部を補給するもの。

高松市緊急経営安定対策特別融資の円滑な利
用の促進を図る。

市内の中小企業者の経営の改善及び安定に資
する。

中小企業者 700 451 △ 249

107 商工費 産業振興課 中小企業融資保証料補給金
高松市中小企業融資（事業資金）を受けた中小企業者の利
子支払額の一部を補給するもの。

高松市中小企業融資（事業資金）の円滑な利用
の促進を図り、もって市内の中小企業者の育成
振興を図る。

市内の中小企業者の育成振興に資する。 中小企業者 2,900 2,800 △ 100

108 商工費 産業振興課
市町協調特産小口融資保証料
補給金

高松市中小企業融資に係る保証料率の引下げにより生じる
香川県信用保証協会の保証料収入の減収分の一部を補給
するもの。

高松市中小企業融資の円滑な実施を図る。 高松市中小企業融資の円滑な実施に資する。 香川県信用保証協会 165 48 △ 117

109 商工費 産業振興課
牟礼町中小企業振興融資金利
子補給金

旧牟礼町中小企業振興融資を受けた中小企業者の支払利
子額の一部を補給するもの。

市内（旧牟礼町）の中小企業者の育成振興を図
る。

市内（旧牟礼町）の中小企業者の育成振興に資
する。

中小企業者 39 15 △ 24

110 商工費 産業振興課
小規模事業者経営改善資金（マ
ル経融資）利子補給金

小規模事業者経営改善資金融資（マル経資金融資）を受け
た中小企業者の利子支払額の一部を補給するもの。

小規模事業者経営改善資金融資（マル経資金融
資）の円滑な利用の促進を図る。

市内の中小企業者の経営の改善及び安定に資
する。

中小企業者 530 290 △ 240
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111 商工費 観光交流課
外国人観光客受入環境整備事
業補助金

外国人観光客の満足度向上のため、大学やゲストハウス等
と連携し、提案内容を活かして受入環境を整備するもの。

本市に訪れた外国人観光客の満足度向上を図
り、リピーターにつなげる。

外国人観光客の満足度向上に寄与する。
大学及びゲストハウスで
構成される活動団体（予
定）

0 400 400

112 商工費 観光交流課 全国大会等開催補助金
本市でのMICE開催に当たり、要件に応じて主催者や旅行業
者等に補助するもの。また、MICE会場を含む本市の現地視
察事業に要する経費を補助するもの。

MICE誘致を推進することで、地域経済の活性化、
都市ブランドイメージの向上、ビジネス・イノベー
ション等の創出を図る。

MICE開催件数・MICE参加者・地域経済効果の増
加に寄与する。

公益財団法人高松観光
コンベンション・ビュー
ロー

31,600 32,600 1,000

113 商工費 観光交流課 ＭＩＣＥ振興事業費
MICE専門職員の雇用など、MICE誘致の中心となる高松観
光コンベンション・ビューローの機能強化に対し、補助を行う
もの。

MICE誘致を推進することで、地域経済の活性化、
都市ブランドイメージの向上、ビジネス・イノベー
ション等の創出を図る。

MICE開催件数・MICE参加者・地域経済効果の増
加に寄与する。

公益財団法人高松観光
コンベンション・ビュー
ロー

7,500 4,480 △ 3,020

114 商工費 観光交流課
（公財）高松観光コンベンション・
ビューロー運営補助金

本市の外郭団体である公益財団法人高松観光コンベンショ
ン・ビューローに対し、年間の運営補助を行うもの。

観光客及びコンベンションの誘致を行い、本市の
経済活性化や国際会議観光都市・高松のイメー
ジアップを図る。

高松への訪問者数・宿泊者数の増加及びMICE開
催件数・MICE参加者・地域経済効果の増加に寄
与する。

公益財団法人高松観光
コンベンション・ビュー
ロー

78,500 74,892 △ 3,608

115 商工費 観光交流課
観光ボランティアガイド育成事業
補助金

本市の観光振興を支える観光ボランティアガイドを育成する
ため、観光ボランティアガイド協会に運営補助を行うもの。

観光ボランティアガイドを活用してもらうことで、観
光地の利便性向上に寄与する。

観光客の満足度向上に寄与する。
高松観光ボランティアガ
イド協会

542 505 △ 37
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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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116 商工費 観光交流課
上海便観光客誘致対策事業補
助金

路線就航先等での観光客誘致のためのPR活動及び観光客
の受入環境整備等に要する経費を補助するもの。

高松空港就航路線を活用した観光客の誘客促進
による県内経済の活性化を図る。

高松への訪問者数・宿泊者数の増加に寄与す
る。

公益社団法人香川県観
光協会

35,381 34,515 △ 866

117 商工費 観光交流課
台北便観光客誘致対策事業補
助金

路線就航先等での観光客誘致のためのPR活動及び誘客促
進に要する経費を補助するもの。

高松空港就航路線を活用した観光客の誘客促進
による県内経済の活性化を図る。

高松への訪問者数・宿泊者数の増加に寄与す
る。

公益社団法人香川県観
光協会

51,563 49,321 △ 2,242

118 商工費 観光交流課
ソウル便観光客誘致対策事業補
助金

路線就航先等での観光客誘致のためのPR活動及び誘客促
進に要する経費を補助するもの。

高松空港就航路線を活用した観光客の誘客促進
による県内経済の活性化を図る。

高松への訪問者数・宿泊者数の増加に寄与す
る。

公益社団法人香川県観
光協会

39,186 38,398 △ 788

119 商工費 観光交流課
成田便観光客誘致対策事業補
助金

路線就航先等での観光客誘致のためのPR活動及び誘客促
進に要する経費を補助するもの。

高松空港就航路線を活用した観光客の誘客促進
による県内経済の活性化を図る。

高松への訪問者数・宿泊者数の増加に寄与す
る。

公益社団法人香川県観
光協会

3,780 3,738 △ 42

120 商工費 観光交流課
高松空港観光案内所機能強化
補助金

外国人観光客の利便性の向上を図るために高松空港に設
置されている常時多言語（英語、中国語、韓国語）に対応可
能な観光案内所の経費を補助するもの。

外国人観光客の受入拠点として観光案内所の機
能強化を図り、外国人観光客の来訪を促進し、本
県の観光振興を推進する。

高松への訪問者数・宿泊者数の増加に寄与す
る。

公益社団法人香川県観
光協会

3,612 3,983 371
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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）

121 商工費 観光交流課
高松駅観光案内所機能強化補
助金

外国人観光客の利便性の向上を図るためにJR高松駅に設
置されている常時多言語（英語、中国語、韓国語）に対応可
能な観光案内所の経費を補助するもの。

外国人観光客の受入拠点として観光案内所の機
能強化を図り、外国人観光客の来訪を促進し、本
県の観光振興を推進する。

高松への訪問者数・宿泊者数の増加に寄与す
る。

公益社団法人香川県観
光協会

10,000 9,961 △ 39

122 商工費 観光交流課 観光客誘致事業補助金
訪日観光客誘致事業を実施するにあたり、外郭団体である
高松観光コンベンション・ビューローに対し、運営補助を行う
もの。

高松観光コンベンション・ビューローを通じて、訪
日観光客誘致事業を推進する。

高松への訪問者数・宿泊者数の増加に寄与す
る。

公益財団法人高松観光
コンベンション・ビュー
ロー

9,353 12,355 3,002

123 商工費 観光交流課 瀬戸内４県都市長会事業補助金

高松市、岡山市、広島市、松山市の４市で構成する「瀬戸内
４県都市長会」の事業として、４市で連携し、香港からの誘客
促進事業を実施するため、高松市内視察に係る費用につい
て補助金するもの。

事業を通して、高松市を含む瀬戸内地域の観光
資源を広く香港にＰＲし、香港からの誘客促進に
つなげる。

香港からの訪日旅行者の特徴として、個人旅行
が多く、リピーター率が高いことが挙げられる。こ
のため、地方への誘客・周遊が期待できる市場で
ある。
香港から高松市への来訪者は、高松空港へのＬ
ＣＣ就航を機に近年増加傾向にあることから、香
港を対象としたプロモーションを実施することで、
高松市への訪問者数・宿泊者数の増加に寄与す
る。

公益財団法人高松観光
コンベンション・ビュー
ロー

0 600 600

124 商工費 観光交流課
香港便観光客誘致対策事業補
助金

路線就航先等での観光客誘致のためのPR活動及び誘客促
進に要する経費を補助するもの。

高松空港就航路線を活用した観光客の誘客促進
による県内経済の活性化を図る。

高松への訪問者数・宿泊者数の増加に寄与す
る。

公益社団法人香川県観
光協会

26,344 25,549 △ 795

125 商工費 観光交流課 高松城跡和船体験事業補助金
史跡高松城跡玉藻公園で実施している和船運行に要する経
費を補助するもの。

和船体験事業を、史跡高松城跡玉藻公園の観光
振興コンテンツとして実施する。

玉藻公園の入園者数の増加や観光客の満足度
向上につながる。

香川県造園事業協同組
合

4,360 4,160 △ 200
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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）

126 商工費 観光交流課 高松まつり振興会補助金
高松まつり実施に係る経費を補助金として実施主体に支出
するもの。

多くの市民をはじめ、観光客の楽しみと心の触れ
合うまつりを目指す。

観光の振興、交流の促進を図ることができる。 高松まつり振興会 47,190 45,831 △ 1,359

127 商工費 観光交流課
高松秋のまつり大名行列推進委
員会補助金

高松秋のまつり・仏生山大名行列実施に係る経費を補助す
るもの。

観光の振興、交流の促進を図る。
仏生山地域の交流促進及び地域の活性化につ
ながる。

高松秋のまつり大名行
列推進委員会

10,488 9,754 △ 734

128 商工費 観光交流課 塩江さくらまつり事業補助金 塩江さくらまつり実施に係る経費を補助するもの。 観光の振興、交流の促進を図る。
過疎化が進む塩江地域の交流促進及び地域の
活性化につながる。

塩江温泉観光協会 428 399 △ 29

129 商工費 観光交流課 塩江温泉まつり事業補助金 塩江温泉まつり実施に係る経費を補助するもの。 観光の振興、交流の促進を図る。
過疎化が進む塩江地域の交流促進及び地域の
活性化につながる。

塩江温泉観光協会 6,465 6,013 △ 452

130 商工費 観光交流課 塩江ホタルまつり事業補助金 塩江ホタルまつり実施に係る経費を補助するもの。 観光の振興、交流の促進を図る。
過疎化が進む塩江地域の交流促進及び地域の
活性化につながる。

塩江温泉観光協会 1,748 1,626 △ 122
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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）

131 商工費 観光交流課 塩江もみじまつり事業補助金 塩江もみじまつり実施に係る経費を補助するもの。 観光の振興、交流の促進を図る。
過疎化が進む塩江地域の交流促進及び地域の
活性化につながる。

塩江温泉観光協会 437 407 △ 30

132 商工費 観光交流課
ボンフェスティバルＩＮ香南事業
補助金

ボンフェスティバルＩＮ香南実施に係る経費を補助するもの。 観光の振興、交流の促進を図る。
香南地域の交流促進及び地域の活性化につな
がる。

香南地区コミュニティ協
議会

1,748 1,626 △ 122

133 商工費 観光交流課 牟礼町おいでまい祭り助成金 牟礼町おいでまい祭り実施に係る経費を補助するもの。 観光の振興、交流の促進を図る。
牟礼地域の交流促進及び地域の活性化につな
がる。

おいでまい祭り実行委員
会

2,622 2,622 0

134 商工費 観光交流課
国分寺町まつり実行委員会補助
金

国分寺町まつり実施に係る経費を補助するもの。 観光の振興、交流の促進を図る。
国分寺地域の交流促進及び地域の活性化につ
ながる。

国分寺町まつり実行委
員会

6,555 6,097 △ 458

135 商工費 観光交流課 国分寺町冬のまつり補助金 国分寺町冬のまつり実施に係る経費を補助するもの。 観光の振興、交流の促進を図る。
国分寺地域の交流促進及び地域の活性化につ
ながる。

国分寺町冬のまつり実
行委員会

2,622 2,439 △ 183
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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）

136 商工費 観光交流課
ふれあい祭り庵治実行委員会補
助金

ふれあい祭り庵治実施に係る経費を補助するもの。 観光の振興、交流の促進を図る。
庵治地域の交流促進及び地域の活性化につな
がる。

ふれあい祭り庵治実行
委員会

7,866 7,316 △ 550

137 商工費 観光交流課 塩江温泉感謝祭補助金 塩江温泉感謝祭実施に係る経費を補助するもの。 観光の振興、交流の促進を図る。
過疎化が進む塩江地域の交流促進及び地域の
活性化につながる。

塩江温泉感謝祭実行委
員会

1,900 1,767 △ 133

138 商工費 観光交流課 高松まちかど漫遊帖事業補助金 高松まちかど漫遊帖実施に係る経費を補助するもの。 観光の振興、地域の活性化を図る。 観光客が増加し、地域の活性化が図られる。
高松まちかど漫遊帖実
行委員会

2,138 1,989 △ 149

139 商工費 観光交流課 桃太郎まつり開催補助金 桃太郎まつり実施に係る経費を補助するもの。 観光の振興、地域の活性化を図る。
鬼無地域の交流促進及び地域の活性化につな
がる。

高松市鬼無観光協会
（鬼無桃太郎まつり実行
委員会）

452 421 △ 31

140 商工費 観光交流課 竜王山山びらき補助金 竜王山山びらき実施に係る経費を補助するもの。 観光の振興、交流の促進を図る。
過疎化が進む塩江地域の交流促進及び地域の
活性化につながる。

上西地区連合自治会 299 279 △ 20
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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）

141 商工費 観光交流課
源平屋島地域運営協議会補助
金

源平屋島地域運営協議会の運営に係る経費を補助するも
の。

瀬戸内海国立公園有数の景勝地であり、源平合
戦の史跡を有する庵治・牟礼・屋島地域の自然・
歴史・文化・産業等の資源を活かした活性化方策
の積極的な推進を支援する。

源平屋島地域の交流人口の増加と消費拡大が
図られる。

源平屋島地域運営協議
会

6,650 6,000 △ 650

142 商工費 観光交流課
観光周遊アクセス向上事業補助
金

屋島山上シャトルバスの運行に係る経費を補助するもの。
屋島地域において公共交通機関を利用した誘客
促進を図る。

屋島山上の交流促進及び地域の活性化につな
がる。

ことでんバス株式会社 6,430 4,144 △ 2,286

143 商工費 観光交流課 鬼ケ島観光協会補助金 鬼ヶ島観光協会事業に係る経費を補助するもの。 地域の観光や交流の促進を図る。 地域の活性化と観光振興に寄与する。 鬼ヶ島観光協会 162 151 △ 11

144 商工費 観光交流課 高松市香西観光協会補助金 高松市香西観光協会事業に係る経費を補助するもの。 地域の観光や交流の促進を図る。 地域の活性化と観光振興に寄与する。 高松市香西観光協会 162 151 △ 11

145 商工費 観光交流課 屋島山上観光協会補助金 屋島山上観光協会事業に係る経費を補助するもの。 地域の観光や交流の促進を図る。 地域の活性化と観光振興に寄与する。 屋島山上観光協会 190 177 △ 13
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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）

146 商工費 観光交流課 綱敷観光協会補助金 綱敷観光協会事業に係る経費を補助するもの。 地域の観光や交流の促進を図る。 地域の活性化と観光振興に寄与する。 綱敷観光協会 162 151 △ 11

147 商工費 観光交流課 弦打観光協会補助金 弦打観光協会事業に係る経費を補助するもの。 地域の観光や交流の促進を図る。 地域の活性化と観光振興に寄与する。 弦打観光協会 162 151 △ 11

148 商工費 観光交流課 高松市鬼無観光協会補助金 高松市鬼無観光協会事業に係る経費を補助するもの。 地域の観光や交流の促進を図る。 地域の活性化と観光振興に寄与する。 高松市鬼無観光協会 162 151 △ 11

149 商工費 観光交流課 仏生山観光協会補助金 仏生山観光協会事業に係る経費を補助するもの。 地域の観光や交流の促進を図る。 地域の活性化と観光振興に寄与する。 仏生山観光協会 162 151 △ 11

150 商工費 観光交流課 男木島観光協会補助金 男木島観光協会事業に係る経費を補助するもの。 地域の観光や交流の促進を図る。 地域の活性化と観光振興に寄与する。 男木島観光協会 162 151 △ 11
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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）

151 商工費 観光交流課 高松市三谷町観光協会補助金 高松市三谷町観光協会事業に係る経費を補助するもの。 地域の観光や交流の促進を図る。 地域の活性化と観光振興に寄与する。 高松市三谷町観光協会 162 151 △ 11

152 商工費 観光交流課
高松市山田地区観光協会補助
金

高松市山田地区観光協会事業に係る経費を補助するもの。 地域の観光や交流の促進を図る。 地域の活性化と観光振興に寄与する。
高松市山田地区観光協
会

162 151 △ 11

153 商工費 観光交流課 高松市国分寺観光協会補助金 高松市国分寺観光協会事業に係る経費を補助するもの。 地域の観光や交流の促進を図る。 地域の活性化と観光振興に寄与する。 高松市国分寺観光協会 162 151 △ 11

154 商工費 観光交流課 塩江温泉観光協会補助金 塩江温泉観光協会事業に係る経費を補助するもの。 地域の観光や交流の促進を図る。 地域の活性化と観光振興に寄与する。 塩江温泉観光協会 162 151 △ 11

155 商工費 観光交流課
高松市中央商工会補助金（竜桜
公園管理補助金）

竜桜公園の維持管理に係る経費を補助するもの。
桜の名所である竜桜公園を常に美しい状態に維
持する。

観光客の誘致と市民の憩いの場の提供につなが
る。

高松市中央商工会 143 133 △ 10
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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
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156 商工費 観光交流課
梅香井水利組合補助金（竜桜公
園管理補助金）

竜桜公園の維持管理に係る経費を補助するもの。
桜の名所である竜桜公園を常に美しい状態に維
持する。

観光客の誘致と市民の憩いの場の提供につなが
る。

梅香井水利組合 95 89 △ 6

157 商工費 観光交流課 太田観光協会補助金 太田観光協会事業に係る経費を補助するもの。 地域の観光や交流の促進を図る。 地域の活性化と観光振興に寄与する。 太田観光協会 162 151 △ 11

158 商工費 観光交流課
塩江地区サイクリスト・ライダー
等受入環境助成金

塩江地域を訪れるサイクリスト・ライダー等の受入環境整備
を行った民間施設に対し助成するもの。

サイクリスト・ライダー等の滞在時間を増加させ、
地域経済の活性化を図る。

観光客の誘致と地域の観光消費額の増大につな
がる。

塩江地域の民間施設 0 500 500

159 商工費 文化財課 香川県菊友会補助金 団体の年間の運営経費に対して補助するもの。
菊栽培技術の向上と緑化推進、花いっぱい運動
の推進を図る。

本市の緑化推進及び花いっぱい運動に寄与する
団体の運営の安定化に寄与する。

香川県菊友会 285 285 0

160 教育費
文化芸術振興
課

国分寺町文化祭実行委員会補
助金

地区文化祭開催に必要な費用の一部を補助するもの。
国分寺地区の文化芸術事業の発表及び鑑賞の
機会を設け、地区住民相互の交流を図り、郷土文
化の振興を図る。

地区住民相互の交流が図られ、地域の活性化、
文化振興の発展につながる。

高松市国分寺町文化祭
実行委員会

181 181 0
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161 教育費
文化芸術振興
課

香南町文化祭実行委員会補助
金

地区文化祭開催に必要な費用の一部を補助するもの。
香南町地区の文化芸術事業の発表及び鑑賞の
機会を設け、地区住民相互の交流を図り、郷土文
化の振興を図る。

地区住民相互の交流が図られ、地域の活性化、
文化振興の発展につながる。

高松市香南町地区コミュ
ニティ協議会

181 181 0

162 教育費
文化芸術振興
課

文化芸術活動補助金
文化芸術団体が実施する文化芸術活動に関する事業に必
要な経費の一部を補助するもの。

自主的な文化芸術活動の促進を図り、地域に根
差した創造的な文化芸術の振興と発展に寄与す
る。

文化芸術団体の活動が活発化し、発展につなが
る。

高松市内に所在又は活
動の本拠を有する文化
芸術団体

7,868 7,868 0

163 教育費
文化芸術振興
課

地域文化事業推進補助金
文化芸術団体が実施する文化芸術に関する事業に必要な
費用の一部を補助するもの。

郷土文化の創造発展と文化水準の向上に寄与す
る。

子どもたちの豊かな感性、想像力の育成につな
がる。

特定非営利活動法人
高松芸術文化市民協議
会

732 732 0

164 教育費
文化芸術振興
課

文化団体活動事業補助金
文化芸術団体が実施する文化芸術に関する事業に必要な
費用の一部を補助するもの。

郷土文化の創造発展と文化水準の向上に寄与す
る。

文化芸術団体の活動が活発化し、発展につなが
る。

高松市生活文化協会 190 190 0

165 教育費
文化芸術振興
課

文化団体活動事業補助金
文化芸術団体が実施する文化芸術に関する事業に必要な
費用の一部を補助するもの。

郷土文化の創造発展と文化水準の向上に寄与す
る。

文化芸術団体の活動の活発化及び発展につな
がる。

高松市美術協会 190 190 0
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166 教育費
文化芸術振興
課

文化団体活動事業補助金
文化芸術団体が実施する文化芸術に関する事業に必要な
費用の一部を補助するもの。

郷土文化の創造発展と文化水準の向上に寄与す
る。

文化芸術団体の活動の活発化及び発展につな
がる。

高松市芸術団体協議会 190 190 0

167 教育費
文化芸術振興
課

文化団体活動事業補助金
文化芸術団体が実施する文化芸術に関する事業に必要な
費用の一部を補助するもの。

郷土文化の創造発展と文化水準の向上に寄与す
る。

文化芸術団体の活動の活発化及び発展につな
がる。

高松市茶華道協会 190 190 0

168 教育費
文化芸術振興
課

文化団体活動事業補助金
文化芸術団体が実施する文化芸術に関する事業に必要な
費用の一部を補助するもの。

郷土文化の創造発展と文化水準の向上に寄与す
る。

文化芸術団体の活動の活発化及び発展につな
がる。

高松市文芸協会 190 190 0

169 教育費
文化芸術振興
課

文化団体活動事業補助金
文化芸術団体が実施する文化芸術に関する事業に必要な
費用の一部を補助するもの。

郷土文化の創造発展と文化水準の向上に寄与す
る。

文化芸術団体の活動の活発化及び発展につな
がる。

高松市文化協会 475 475 0

170 教育費
文化芸術振興
課

塩江町文化協会補助金
文化芸術団体が実施する文化芸術に関する事業に必要な
費用の一部を補助するもの。

郷土文化の創造発展と文化水準の向上に寄与す
る。

文化芸術団体の活動の活発化及び発展につな
がる。

高松市塩江町文化協会 48 95 47
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171 教育費
文化芸術振興
課

香川町文化協会補助金
文化芸術団体が実施する文化芸術に関する事業に必要な
費用の一部を補助するもの。

郷土文化の創造発展と文化水準の向上に寄与す
る。

文化芸術団体の活動の活発化及び発展につな
がる。

高松市香川町文化協会 95 95 0

172 教育費
文化芸術振興
課

国分寺町文化協会補助金
文化芸術団体が実施する文化芸術に関する事業に必要な
費用の一部を補助するもの。

郷土文化の創造発展と文化水準の向上に寄与す
る。

文化芸術団体の活動の活発化及び発展につな
がる。

高松市国分寺町文化協
会

95 95 0

173 教育費
文化芸術振興
課

香南町文化協会補助金
文化芸術団体が実施する文化芸術に関する事業に必要な
費用の一部を補助するもの。

郷土文化の創造発展と文化水準の向上に寄与す
る。

文化芸術団体の活動の活発化及び発展につな
がる。

香南町文化協会 0 95 95

174 教育費
文化芸術振興
課

文化協会むれ補助金
文化芸術団体が実施する文化芸術に関する事業に必要な
費用の一部を補助するもの。

郷土文化の創造発展と文化水準の向上に寄与す
る。

文化芸術団体の活動の活発化及び発展につな
がる。

文化協会むれ 48 95 47

175 教育費
文化芸術振興
課

高松国分寺ホール自主事業補
助金

高松国分寺ホール自主事業に係る経費を補助するもの。
文化芸術活動に対する支援、育成、参加促進を
図る。

公演の質と回数が保たれ、本市の文化芸術の振
興と市民文化の発展の具現化をなす。

日本管財・ＪＴＢコミュニ
ケーションデザイン共同
事業体

1,900 1,900 0
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176 教育費
文化芸術振興
課

文化芸術ホール自主事業補助
金

高松市文化芸術ホール自主事業に係る経費を補助するも
の。

より多くの市民に良質な舞台芸術を鑑賞する機会
を提供し、文化芸術の創造と振興普及を図る。

公演の質と回数が保たれ、本市の文化芸術の振
興と市民文化の発展の具現化をなす。

公益財団法人高松市文
化芸術財団

17,123 16,525 △ 598

177 教育費 文化財課
円座人形芝居保存伝承公開事
業補助金

人形及び衣装の維持管理事業、後継者育成事業並びに公
開事業に対して補助するもの。

県指定有形民俗文化財「香翠座人形頭」及び県
指定無形民俗文化財「香翠座デコ芝居」の保存
伝承公開に寄与する。

地域での公演活動により伝統芸能・民俗文化財
を広く周知し、保存・継承への意識を高めるととも
に、地域文化の活性化につながる。

香翠座デコ芝居保存会 91 84 △ 7

178 教育費
文化芸術振興
課

文化芸術ホール開館15周年記
念事業補助金

平成３１年度に高松市文化芸術ホール開館１５周年を迎える
にあたり、記念事業の広報活動等に必要な経費の一部を補
助するもの。

今後を見据え、より多くの市民が集い、楽しめる
ホールとなるよう推進する。

高松市文化芸術ホールが充実し、サンポート地
区の賑わい促進につながる。

公益財団法人高松市文
化芸術財団

0 1,000 1,000

179 教育費 文化財課
高松市文化財保護協会事業補
助金

高松市文化財保護協会の活動(主催・共催事業、会の運営）
に対して補助するもの。

文化財の尊重・保護とその活用、郷土愛の精神を
高揚する。

郷土の歴史や文化財鑑賞等に関する知識の習
得が文化財愛護心涵養につながる。また、会員
以外の方も参加可能な文化財教室の開催によ
り、市民が文化財に親しむ機会を創出する。

高松市文化財保護協会 76 71 △ 5

180 教育費 文化財課 小比賀家住宅管理事業補助金
国指定重要文化財「小比賀家住宅」の環境整備事業（庭木
剪定）及び防災設備保守点検事業並びに防腐防蟻処理事
業に対して補助するもの。

国指定重要文化財「小比賀家住宅」の適正な保
存管理を推進する。

重要文化財建造物の適正な管理につながる。 所有者 193 195 2
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181 教育費 文化財課 屋島寺本堂管理事業補助金
国指定重要文化財「屋島寺本堂」の防災設備保守点検事業
に対して補助するもの。

国指定重要文化財「屋島寺本堂」の適正な保存
管理を推進する。

重要文化財建造物の適正な管理につながる。 宗教法人屋島寺 150 150 0

182 教育費 文化財課
史跡石清尾山古墳群管理事業
補助金

史跡石清尾山古墳群中、一般市民・小中学生等の見学訪問
が多い猫塚・石船塚等主要１１古墳に対する地元自治会員
による管理事業（定期的巡回による異常の有無の確認、古
墳周辺・見学周遊路の除草及び清掃）に対して補助するも
の。

国指定史跡「石清尾山古墳群」の積石塚は全国
的にも稀有なものであり、市民に安全で良好な見
学環境を提供する。

国史跡の適正な保存・管理により、見学者の増加
が期待できる。

峰山自治会 285 265 △ 20

183 教育費 文化財課 勝賀城跡管理事業補助金
勝賀城跡保存会の行う清掃・整備活動、顕彰活動、学習活
動、啓発活動に対して補助するもの。

市指定史跡「勝賀城跡」の適正な保存管理及び
公開を推進する。

セミナーやホームページでの情報発信により史跡
への関心が高まり、地域住民がふるさとの歴史や
山に親しみと愛着を持ち活動に参加することで地
域活性化が期待できる。

勝賀城跡保存会 72 67 △ 5

184 教育費 文化財課
市指定・登録文化財等管理事業
補助金

市指定・登録文化財の所有者及び管理者が文化財の適正
な保存とその活用を図るために行う文化財保護事業に対し
て補助するもの。

文化財の適切な維持管理を行い、見学環境を整
え、文化財の保存活用を図る。

市指定・登録文化財を良好な状態で保ち、一般公
開を推進することで、市民の文化財への理解を深
め、次世代への継承に資する。

所有者、管理者 285 285 0

185 教育費 文化財課
水任流泳法保存伝承公開等事
業補助金

高松市指定無形文化財水任流泳法の保持団体である水任
流保存会が行う保存伝承事業（後継者育成、泳法練習の充
実、技術者講習会、泳法発表会等への参加）及び公開活用
事業（英公様追悼游泳祭、新春初泳ぎ大会、小学校プール
指導、遠泳大会等での泳法公開等）に対して補助するもの。

市指定無形文化財「水任流泳法」の保存・伝承・
公開を推進する。

公開活動により市民の水任流泳法に対する認知
を深めるとともに、保存会会員の練習・研修・研究
活動により正確な泳法技術の伝承につながる。

水任流保存会 1,710 1,591 △ 119
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186 教育費 文化財課
民俗文化財保存伝承公開事業
補助金

民俗文化財の保存・伝承・公開事業に対して補助するもの。
県指定又は市指定有形・無形民俗文化財の保
存・伝承・公開を推進する。

伝統芸能の保存継承、後継者育成に資する。 民俗文化財保存団体 350 350 0

187 教育費 文化財課 ひょうげ祭り実施事業補助金
祭具装束の作成・修繕等準備事業、行列参加者募集事業、
伝統化粧研究事業、ひょうげ祭りの実施事業に対して補助
するもの。

県指定有形民俗文化財「ひょうげ祭りの神具」及
び市指定無形民俗文化財「ひょうげ祭り」の保存・
伝承・公開を推進する。

日本有数の奇祭であるひょうげ祭りの保存伝承、
後継者育成に資する。

香川町ひょうげ祭り保存
会

1,425 1,326 △ 99

188 教育費 文化財課
香川町農村歌舞伎保存伝承公
開事業補助金

香川町農村歌舞伎の伝承・普及活動に要する経費に対して
補助するもの。

県指定無形民俗文化財「祇園座」及び市指定有
形民俗文化財「祇園座衣装」の保存・伝承・公開
を推進する。

地域内外での公演活動により伝統芸能の魅力を
広く発信し、無形・有形民俗文化財の保存伝承に
寄与する。

香川町農村歌舞伎保存
会

1,425 1,326 △ 99

189 教育費 文化財課 栗山記念館管理運営費補助金
寛政の三博士の一人で牟礼出身の儒学者である柴野栗山
の書跡・遺品等資料を保存展示する記念館の運営費を補助
するもの。

膨大な資料を収集公開している栗山記念館の適
正な管理運営を図る。

来館者や県内外から寄せられる問い合わせに適
切に対応できることに寄与する。

栗山顕彰会 1,800 1,674 △ 126

190 教育費 文化財課
高松ユネスコ協会活動事業補助
金

高松ユネスコ協会の国際的文化交流のための事業に対して
補助するもの。

一般市民を対象とした文化財講座の開催により、
市民が文化財を理解し守ることの重要性につい
て認識を深めることを図る。

国際交流の推進及び文化財講座の開催により、
市民が地域の歴史や文化財をグローバルな視点
で捉えることに寄与する。

高松ユネスコ協会 40 38 △ 2
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191 教育費 文化財課
高松ユネスコクラブ活動事業補
助金

高松ユネスコクラブの国際的文化交流のための事業に対し
て補助するもの。

講演会や研修等により、広く国内外の文化財へ
の理解を深め、文化財愛護の精神涵養を図る。

講演会等により文化財保護の重要性の周知を図
る。また、留学生をはじめとする研修参加者が香
川の歴史や文化に触れることが郷土の文化財の
情報発信につながる。

高松ユネスコクラブ 40 38 △ 2

192 教育費 文化財課
高松市歴史民俗協会事業補助
金

郷土文化の創造発展と文化水準の向上促進を目指す高松
市歴史民俗協会の活動に対して補助するもの。

高松市歴史民俗協会は高松市内の歴史・民俗・
文化財等関係団体の相互情報交換の場となって
おり、その連絡協調の中で地域の文化財の調査
研究や学習会の円滑な実施を図る。

地域の歴史・民俗・文化財等の調査、研究、保
存、継承及び啓蒙に資する。

高松市歴史民俗協会 190 177 △ 13

193 教育費 文化財課 木造六字尊立像修理補助金
高松市指定有形文化財（彫刻）である木造六字尊立像を修
理するための費用の一部を補助するもの。

現況は、戦後において像の全面に施された泥地
彩色が経年劣化により剥離し、さらに像容を損な
う状態になっていることから、修理により本来の木
地に戻し価値の確認を行うとともにその回復を図
る。

修理により貴重な文化財を後世に伝えることがで
きる。

所有者 0 1,513 1,513

194 教育費 文化財課 旧中石家住宅主屋管理補助金
高松市指定有形文化財（建造物）である旧中石家住宅主屋
の屋根の差し茅に要する費用の一部を補助するもの。

文化財建造物を維持するため、経年劣化した箇
所を補修する。

修理により貴重な文化財を後世に伝える。 所有者 0 359 359

195 教育費 文化財課 災害時復旧補助金
災害時に毀損のあった文化財を復旧するための費用の一部
を補助するもの。

文化財の毀損の拡大を防ぐ。
文化財を適切に維持管理し、見学環境を整え、文
化財の保存活用に資する。

所有者、管理者 54 48 △ 6
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196 教育費 文化財課 菊池寛顕彰会事業補助金

①　香川菊池寛賞作品の募集・選奨（高松市、高松市教育
委員会と共催）
②　菊池寛ジュニア賞作品の募集・選奨（高松市、高松市教
育委員会と共催）
③　文学展（企画展、記念講演会など）、文芸講座等の開催
（高松市と共催）
④　菊池寛に関する資料の収集・調査
⑤　その他菊池寛の顕彰・地元文芸の振興に寄与する事業
上記の事業に対し補助するもの。

菊池寛顕彰会事業は、郷土文学の振興及び市民
文化の向上・発展に寄与する。

①　文学作品の募集選奨を行うことにより先賢を
顕彰し、高松市内の小・中学生の文芸の向上、ま
た、県内文学団体、あるいは一般文学愛好家に
創作意欲を喚起し、郷土の文学の発展に寄与す
る。
②　文学展（企画展・記念講演会など）、文芸講座
等を開催し、市民文化の振興に寄与する。
③　菊池寛関係資料の収集調査を行い、菊池寛
研究の基礎資料とするとともに、地元文芸の振興
に寄与する。

菊池寛顕彰会 285 265 △ 20

197 教育費 文化財課
讃岐国分寺史跡まつり事業補助
金

史跡まつり事業（イベント関係準備、会場設営等）に対し、当
該費用の一部を補助するもの。

史跡まつりの開催により、特別史跡讃岐国分寺
跡を市民の宝として地元住民の手で保護し、住民
相互の交流の拠点として多くの人に啓蒙する。

住民相互の交流や協力が進み、地域活動の充
実・活性化が図れるとともに、讃岐国分寺跡の歴
史や文化の発展に寄与する。

讃岐国分寺史跡まつり
実行委員会

2,309 2,147 △ 162

198 教育費 文化財課 城山顕彰会事業補助金
顕彰会事業（調査研究、講演、会誌発行、清掃等）に対し、
当該費用の一部を補助するもの。

「中山城山」の業績を偲び、その遺徳を顕彰す
る。

顕彰会員が文化活動等を行うことができ、市民文
化の発展に寄与する。

城山顕彰会 124 115 △ 9

199 教育費
スポーツ振興
課

市民早朝野球大会補助金
市民早朝野球大会を開催するための経費の一部を補助す
るもの。

市民早朝野球大会を通じて、市民の健康増進と
職場、地域の親睦を図る。

市民の健康増進と職場、地域の親睦に資する。 高松市軟式野球連盟 900 810 △ 90

200 教育費
スポーツ振興
課

彦根・高松姉妹城都市交歓少年
野球大会補助金

本市において開催される彦根・高松姉妹城都市交歓少年野
球大会の経費の一部を補助するもの。

本市の姉妹城都市である彦根市と交歓少年野球
大会を通じて、友好・親善を深める。

本市と姉妹城都市である彦根市との友好・親善
が深められるとともに、経済的な効果が期待でき
る。

高松市学童軟式野球協
会

270 243 △ 27
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201 教育費
スポーツ振興
課

サンポート高松トライアスロン大
会補助金

サンポートエリアの海と市街地をコースとする国内有数の都
市型のサンポート高松トライアスロン大会を開催するための
経費の一部を補助するもの。

トライアスロン大会を通じて、県内外からの参加
選手と市民の交流、観光と交流人口を基盤とする
サービス産業の振興、国籍や文化を超えた国際
交流の促進、参加者及び市民の心と体の健康の
促進、また、世界各国から参加する選手による、
トップレベルの競技観戦によるスポーツに対する
関心や興味を高め、スポーツに参加する動機付
け等を図る。

市民及び参加者の心と体の健康・促進、観光と交
流人口を基盤とするサービス産業の振興、国籍
や文化を超えた国際交流の促進、トップレベルの
競技観戦によるスポーツに対する関心や興味を
高め、スポーツに参加する動機付けの効果に期
待できる。

サンポート高松トライア
スロン大会実行委員会

30,000 30,000 0

202 教育費
スポーツ振興
課

グラウンドゴルフ参加事業補助
金

石川県かほく市（旧高松町）において開催されるグラウンド・
ゴルフ大会の参加経費の一部を補助するもの。

石川県かほく市（旧高松町）が開催するグラウン
ド・ゴルフ大会への参加を通じて、市民レベルで
の交流を深めるとともに、グラウンド・ゴルフ競技
の普及促進を図る。

本市と石川県かほく市（旧高松町）との友好・親善
が深められるとともに、経済的な効果が期待でき
る。

高松市グラウンドゴルフ
協会

50 45 △ 5

203 教育費
スポーツ振興
課

高松市スポーツ協会補助金

高松市の体育協会、地区体育協会、体力づくり市民会議、ス
ポーツ少年団及び高松市スポーツ振興事業団が一元化す
ることに伴い、平成30年4月に発足する、高松市スポーツ協
会に対し、競技選手の育成・強化に係る合宿・教室等を開催
する経費、加盟団体の活動費用等の一部及び事務従事者
に係る経費に対して補助するもの。

・競技選手の育成・強化について支援することに
より、本市における競技力の向上を図る。
・地域スポーツ活動を通じて、地区住民の健康増
進・体力つくりを始め、地域間の連携・交流を図
る。
・いつでも、どこでも、だれでもできる体力つくり運
動を通じて、市民の健康増進を図る。

本市のスポーツ選手の競技力向上、地区を通じ
た全市的なスポーツ・レクリエーション活動の充実
によるコミュニティの活性化促進、地域の連帯感
の醸成、及び市民の体力づくり・健康増進に対す
る意識づけにつながる。

公益財団法人高松市ス
ポーツ協会

3,198 5,110 1,912

204 教育費
スポーツ振興
課

パブリック・ビューイング開催事
業補助金

カマタマーレ讃岐のアウェイ試合を市民が一体となって応援
する機会を提供するパブリック・ビューイングを開催する経費
の一部を補助するもの。

市民が一体となってトップスポーツチームを応援
する機会を通じて、地域におけるスポーツ文化の
創造、経済活性化、市民の連帯感の構築、本市
の情報発信等を図る。

市民の郷土愛の醸成、市民のスポーツへの関心
の高揚、市民スポーツの技術向上、スポーツツー
リズムの推進、本市のイメージアップなどに繋
がっている。

株式会社カマタマーレ讃
岐

500 500 0

205 教育費
スポーツ振興
課

トップスポーツチーム練習、教室
に対する補助金

カマタマーレ讃岐及び香川ファイブアローズが本市のスポー
ツ施設を使用した場合の利用料について、練習は半額、教
室は全額を補助するもの。

本市を拠点に活動するトップスポーツチームの支
援を通じて、地域におけるスポーツ文化の創造、
経済活性化、青少年育成、市民の連帯感の構
築、本市の情報発信等を図る。

市民の郷土愛の醸成、市民のスポーツへの関心
の高揚、市民スポーツの技術向上、スポーツツー
リズムの推進、本市のイメージアップなどに繋
がっている。

香川プロスポーツクラブ
連絡協議会

3,500 3,500 0
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206
災害復
旧費

土地改良課
単独市費土地改良施設災害復
旧事業補助金

地元土地改良区が事業主体となり実施した土地改良施設災
害復旧事業に対して補助するもの。

被災した農業施設等を復旧に係る負担軽減を図
るとともに早期の事業完了により、農業生産の回
復と農村地域の環境整備を図る。

土地改良施設の迅速な復旧が図られる。 土地改良区 10,260 46,306 36,046

1,898,324 2,118,849 220,525
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