
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令和3年4月1日現在のものです。 (単位：千円）
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増減額

見直し及び廃止の理由と内容

1 総務費 政策課 移住促進家賃等補助金
県外から本市への移住者に対し、民間賃貸住宅の家賃及び
初期費用の一部を補助するもの。

市内への移住及び定住の促進による地域の活性
化を図る。

移住に伴う経済的負担を軽減することによる移住
促進とともに、自治会加入等を補助要件とすること
による定住促進により、地域活性化等が見込まれ
る。

県外転入者 6,993 6,694 △ 299 ―

2 総務費 政策課
東京圏ＵＪＩターン移住支援事業
補助金

東京２３区に５年以上居住、又は東京圏に在住し、東京２３区
の事業所へ通勤している方が、本市に移住して、香川県が認
める企業に就職や起業した場合に、引っ越し代など、移住に
要する経費の一部を補助するもの。

本市への移住及び定住を促進することにより本市
の活性化を図る。

移住に伴う経済的負担を軽減することによる移住
促進とともに、自治会加入等を補助要件とすること
による定住促進、地域の活性化等が見込まれる。

東京圏からの移住者 8,000 10,000 2,000
テレワーカーの対象化、通学期間の対象
化、専門人材の対象化の３つの要件につ
いて拡充を図った。

3 総務費 政策課
地元大学等との地域の魅力発信
事業

東京圏の大学と香川の大学とが連携して開講する教育プロ
グラムを受講することで、学生の対流を促進する事業費用の
一部を補助するもの。

地元大学の魅力向上につなげるとともに、東京圏
との人材還流を生み出し、地方創生を担う人材育
成を図る。

香川大学の魅力向上につながり、ひいては地元で
国際感覚を養いたいという高校生の受け皿づくり
につながる。

香川大学 1,000 0 △ 1,000 ―

4 総務費
男女共同参
画・協働推進
課

男女共同参画市民フェスティバ
ル補助金

本市も参画する男女共同参画フェスティバル実行委員会に
対し、同フェスティバルの実施に伴う経費の一部を補助する
もの。

男女共同参画社会の実現に向けた意識啓発を図
る。

多様な主体が参画する実行委員会方式によるフェ
スティバルへの支援を行うことにより、幅広い層に
対して、男女共同参画に関する意識の向上に資
することができる。

高松市男女共同参画市民フェス
ティバル実行委員会

665 630 △ 35
高松市補助金等の見直し方針に基づき、
減額した。

5 総務費
男女共同参
画・協働推進
課

高松市婦人団体連絡協議会補
助金

地域社会で活動している女性団体に対し、活動経費の一部
を補助するもの。

男女共同の観点から、地域社会の発展を目指し
た活動を行う女性団体の育成を図る。

地域において、女性の視点で様々な活動に取り組
んでいる女性団体を支援することにより、女性の
地域活動への参加・参画の機会拡大に寄与する。

高松市婦人団体連絡協議会 950 740 △ 210
高松市補助金等の見直し方針に基づき、
減額した。

6 総務費
コミュニティ推
進課

マイタウン・サポートリーダー活
動補助

マイタウン・サポートリーダーの活動に係る経費を補助するも
の。

地域の現状について情報収集や、困りごとに対す
る助言等を行い、自治会活動の再生及び活性化
を図る。

自治会活動の再生及び活性化に資する。 地域コミュニティ協議会 180 476 296 ―

7 総務費
コミュニティ推
進課

自治会実態把握調査補助
地域コミュニティ協議会が実施する自治会実態把握調査事
業に係る経費を補助するもの。

自治会の加入状況や課題等について実態の把握
を行うことにより、効果的・効率的な加入促進を行
い、自治会の再生及び活性化を図る。

自治会活動の再生及び活性化に資する。 地域コミュニティ協議会 4,820 0 △ 4,820 ―
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8 総務費
コミュニティ推
進課

一般社団法人高松市コミュニティ
連合会運営活動事業補助金

一般社団法人高松市コミュニティ連合会に対し、運営費を補
助するもの。

自治会活動及び地域コミュニティ活動の推進等、
地域まちづくり活動の活性化を図る。

地域まちづくり活動の活性化に資する。
一般社団法人高松市コミュニティ
連合会

24,568 24,825 257 ―

9 総務費
コミュニティ推
進課

高松市地域コミュニティ協議会事
務局体制強化支援事業補助金

地域コミュニティ協議会事務局職員の人件費を補助するも
の。

地域コミュニティ協議会の事務局の事務が円滑か
つ継続的に行えるよう支援する。

地域まちづくり活動の活性化に資する。 地域コミュニティ協議会 117,925 117,971 46 ―

10 総務費
コミュニティ推
進課

地域まちづくり交付金
地域コミュニティ協議会が実施する事業に係る費用の一部を
補助するもの。

地域コミュニティ協議会が主体的に行うまちづくり
活動を支援する。

住民自治及び市民と行政との協働による地域み
ずからのまちづくりの推進に資する。

地域コミュニティ協議会 296,595 292,845 △ 3,750
課題解決応援加算事業の新規受付を停
止したことにより補助金額を抑えた

11 総務費
コミュニティ推
進課

自治会集会所新築等補助金
自治会が自治会集会所の新築、増築又は改修工事を施工す
る場合に必要となる経費の一部を補助するもの。

地域住民の福祉の向上を図る。 地域まちづくり活動の活性化に資する。 単位自治会 12,970 10,534 △ 2,436 ―

12 総務費 地域振興課
地域おこし協力隊起業支援補助
金

地域おこし協力隊員又は、その任期修了者に対し、市内で起
業するための経費の一部を補助するもの。

地域おこし協力隊員の起業支援、本市への定住
及び地域活性化を図る。

地域おこし協力隊員が退任後に、本市で起業し定
住することで、本市の地域活性化に寄与する。

地域おこし協力隊員 2,000 2,000 0 ―

13 総務費 地域振興課 離島救急患者輸送費補助金
救急患者を借り上げ船舶で輸送した場合に、その経費を補
助するもの。

離島住民及び離島訪問者の負担軽減と福祉の向
上を図る。

消防局の救急艇が使用できない場合の対応など
離島住民等の救急搬送に寄与する。

離島救急患者等 110 40 △ 70 ―

14 総務費
くらし安全安心
課

防犯活動事業補助金 防犯協会の活動費に対して補助するもの。
防犯活動や防犯団体の指導・育成の実施を目的
とする。

安全で安心なまちづくりの推進に資する。 高松市防犯協会 8,750 8,575 △ 175 ―
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15 総務費
くらし安全安心
課

防犯灯維持管理事業補助金 防犯灯の維持管理費に対して補助するもの。 防犯灯等の維持管理を目的とする。
夜間における犯罪の防止と通行の安全に寄与し
ている。

高松市防犯協会 540 0 △ 540
高松市防犯協会が所有する防犯灯が全
て地域に移管等されたため廃止。

16 総務費
くらし安全安心
課

防犯活動事業補助金 防犯協会の活動費に対して補助するもの。
防犯活動や防犯団体の指導・育成の実施を目的
とする。

安全で安心なまちづくりの推進に資する。 高松東地区防犯協会 882 864 △ 18 ―

17 総務費
くらし安全安心
課

防犯活動事業補助金 防犯協会の活動費に対して補助するもの。
防犯活動や防犯団体の指導・育成の実施を目的
とする。

安全で安心なまちづくりの推進に資する。 高松西地区防犯協会連合会 594 582 △ 12 ―

18 総務費
くらし安全安心
課

防犯灯設置・維持管理補助金 防犯灯の維持管理費等に対して補助するもの。 防犯灯等の維持管理を目的とする。
夜間における犯罪の防止と通行の安全に寄与し
ている。

一般社団法人高松市コミュニティ
連合会

69,504 68,703 △ 801 ―

19 総務費
くらし安全安心
課

防犯カメラ設置費等補助金 防犯カメラの設置・維持管理費に対して補助するもの。 防犯カメラの維持管理を目的とする。
犯罪の抑止効果が高く、地域の安全安心に寄与し
ている。

地域コミュニティ協議会
地区・校区連合自治会

3,629 4,076 447 ―

20 総務費
くらし安全安心
課

老朽危険空家除却支援事業補
助金

老朽危険空き家の除去に対して補助するもの。 倒壊等のおそれのある空き家の除却促進を図る。 地域の住環境の向上に資する。 所有者 24,000 24,000 0 ―

21 総務費
くらし安全安心
課

空家改修支援事業補助金 空き家バンク登録物件の改修等に対して補助するもの。 空き家の利活用を図る。
空き家の利活用と高松市内への移住促進に資す
る。

所有者又は利用者 5,800 5,200 △ 600 ―
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22 総務費
くらし安全安心
課

高松市交通安全都市推進協議
会補助金

当該協議会が実施する交通安全教育・啓発活動などに必要
な費用を補助するもの。

交通事故防止のための施策を推進することによ
り、交通安全都市の実現を図る。

高松市内の交通事故件数及び死者数の減少に寄
与する。

高松市交通安全都市推進協議会 3,600 3,528 △ 72 ―

23 総務費
くらし安全安心
課

高松市交通安全母の会連絡協
議会補助金

当該協議会が実施する交通安全啓発活動などに必要な費用
を補助するもの。

交通安全に果たす母親の重要性に基づき、地域
における母親たちの連帯感と指導力を養い、もっ
て交通事故防止を促進する。

高松市内の交通事故件数及び死者数の減少に寄
与する。

高松市交通安全母の会連絡協議
会

2,000 1,960 △ 40 ―

24 総務費
くらし安全安心
課

高松地域交通安全活動推進委
員協議会補助金

当該協議会が実施する交通安全啓発活動などに必要な費用
の一部を補助するもの。

地域における交通の安全と円滑に資する。 交通事故件数及び死者数の減少に寄与する。
高松北地域交通安全活動推進委
員協議会他1団体

122 113 △ 9 ―

25 商工費
くらし安全安心
課

高松市消費者団体連絡協議会
運営補助金

消費生活に関する各種調査・研究及び啓発事業等を実施す
る団体に対して運営に係る経費を補助するもの。

諸活動を通じて本市消費者行政に寄与するととも
に、市民の消費生活の安定と向上を図る。

消費者被害の防止、消費者の権利意識の高揚及
び省資源・資源の再利用意識の向上につながる。

高松市消費者団体連絡協議会 1,135 1,135 0 ―

26 衛生費
市民やすらぎ
課

地元管理墓地整備事業補助金

地元管理墓地の整備を実施する者が行う事業に係る工事費
を補助をするもの。
①境界整備事業
②給排水整備事業
③通路整備事業
④擁壁整備事業
⑤環境整備事業
⑥無縁墳墓改葬整備事業
⑦公共的設備の整備事業

地元管理墓地の環境整備事業に係る経済的負担
を軽減し、環境整備事業を促進する。

地元管理墓地の荒廃防止に寄与する。 地元管理墓地管理団体 3,222 1,830 △ 1,392 ―

27 総務費 市民課 個人番号カード関連事務交付金
個人番号カード関連事務の委任に係る費用について交付す
るもの。

地方公共団体情報システム機構に委任している、
マイナンバーカードの発行等に関する事務に要す
る費用を補助するもの。

全国のマイナンバーカードの交付等に関する事務
を一括して処理するため、地方自治体の事務負担
の軽減と経費削減に繋がる。

地方公共団体情報システム機構 80,000 154,376 74,376 ―

28 民生費 人権啓発課
香川県人権擁護委員連合会事
業補助金

人権啓発活動や相談事業等の実施に要する費用を補助する
もの。

人権尊重思想の普及高揚を図る。
人権擁護の根幹をなす活動として、成果をあげて
いる。

香川県人権擁護委員連合会 1,223 1,161 △ 62 ―
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29 民生費 人権啓発課
高松人権擁護委員協議会高松
地区部会事業補助金

人権啓発活動や相談事業等の実施に要する費用を補助する
もの。

人権尊重思想の普及高揚を図る。
人権擁護の根幹をなす活動として、成果をあげて
いる。

高松人権擁護委員協議会高松地
区部会

276 262 △ 14 ―

682,053 743,120 61,067計
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