
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）

No. 款 所管課名 件             名 補助の概要 補助の目的 補助の効果 交　付　先
令和２年度
当初予算額

令和３年度
当初予算額

予算額
増減額

見直し及び廃止の理由と内容

1 衛生費 環境総務課
高松市女木・男木海底送水管損
害保険加入補助金

離島への水道水の安定供給を図るために設置をしている女
木・男木海底送水管の維持管理を行う香川県広域水道企業
団に対し、同海底送水管の損害保険加入に係る保険料を補
助するもの。

不採算である離島への給水事業に対し経費補助
を行うことを目的とする。

不測かつ突発的な事故により損害が発生した際
の、企業団における海底送水管の復旧費用の削
減。

香川県広域水道企業団 2,699 2,775 76 ―

2 衛生費 環境総務課
高松市生活用水確保対策事業
補助金

香川県広域水道企業団が行う水道事業の給水対象外の区
域に居住する者が、自己の用に供する飲用水の安定的な確
保を図るため、自家用給水装置の新設又は改修を行う場合
に、予算の範囲内でその費用の一部を補助するもの。

給水対象外の区域に居住する者の、公衆衛生の
向上に資することを目的とする。

給水対象外の区域に居住する者の、公衆衛生の
向上。

香川県広域水道企業団が行う水
道事業の給水対象外の区域に居
住する者

300 300 0 ―

3 衛生費 環境総務課
高松市飲用水給水ホース等購入
補助金

香川県広域水道企業団が行う水道事業の給水対象外の区
域に居住する者が、自己の用に供する飲用水の安定的な確
保を図るため、給水ホース又は貯水用タンクを購入した場合
に、予算の範囲内でその購入に係る費用の一部を補助する
もの。

給水対象外の区域に居住する者の、公衆衛生の
向上に資することを目的とする。

給水対象外の区域に居住する者の、公衆衛生の
向上。

香川県広域水道企業団が行う水
道事業の給水対象外の区域に居
住する者

50 50 0 ―

4 衛生費 環境総務課
高松市衛生組合活動推進補助
金（衛生組合連合会運営補助）

高松市衛生組合連合会の運営に対し、補助するもの。

地域住民の自主的な活動及び健康で明るい地域
社会づくりを支援し、もって市と協議会の協働によ
る環境衛生面における住みよいまちづくりを推進
する。

環境衛生面における住みよいまちづくりの推進。
高松市衛生組合連合会

2,225 2,093 △ 132 ―

5 衛生費 環境総務課
高松市衛生組合活動推進補助
金（クリーン高松推進事業保険料
補助）

高松市衛生組合連合会全協議会の清掃活動参加者を対象
とした傷害・損害賠償保険加入に必要な経費に対し、補助す
るもの。

地域住民の自主的な活動及び健康で明るい地域
社会づくりを支援し、もって市と協議会の協働によ
る環境衛生面における住みよいまちづくりを推進
する。

環境衛生面における住みよいまちづくりの推進。 高松市衛生組合連合会 819 771 △ 48 ―

6 衛生費 環境総務課
高松市衛生組合活動推進補助
金（クリーン高松推進事業啓発活
動補助）

高松市衛生組合連合会の啓発資料作成配布に必要な経費
に対し、補助するもの。

地域住民の自主的な活動及び健康で明るい地域
社会づくりを支援し、もって市と協議会の協働によ
る環境衛生面における住みよいまちづくりを推進
する。

環境衛生面における住みよいまちづくりの推進。 高松市衛生組合連合会 379 379 0 ―

7 衛生費
環境総務課地
球温暖化対策
室

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

28,750 0 △ 28,750

本市では、地球温暖化対策として、太陽
光発電システム等の設置費の補助を行っ
てきたが、家庭部門における更なる温室
効果ガスの削減に向け、より費用対効果
が高い制度への移行に伴い、廃止。
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8 衛生費
環境総務課地
球温暖化対策
室

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

60 0 △ 60

本市では、地球温暖化対策として、太陽
光発電システム等の設置費の補助を行っ
てきたが、家庭部門における更なる温室
効果ガスの削減に向け、より費用対効果
が高い制度への移行に伴い、廃止。

9 衛生費
環境総務課地
球温暖化対策
室

スマートハウス等普及促進補助
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と連携する蓄電設備（家庭用蓄電システ
ム、電気自動車等充給電設備）、ＨＥＭＳを設置する方又は
住宅のＺＥＨ化若しくは断熱リフォームを行う方に対し、その
経費の一部を補助するもの。

エネルギーの地産地消及び市民の暮らしの脱炭
素化を図り、もって地球温暖化の防止に寄与する
ことを目的とする。

家庭部門のＣＯ2排出量の低減により、高松市の
ゼロカーボンシティ達成に寄与する。

市内の自己居住用住宅に蓄エネ
及びＨＥＭＳ設備等を設置する、
又は断熱リフォームを行う者

0 21,400 21,400

本市では、地球温暖化対策として、太陽
光発電システム等の設置費の補助を行っ
てきたが、家庭部門における更なる温室
効果ガスの削減に向け、より費用対効果
が高い制度へ移行する。

10 衛生費
環境保全推進
課

高松市環境美化都市推進会議
運営補助金

「環境美化推進運動功労者表彰」及び「啓発ポスター製作」
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
都市宣言」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 671 330 △ 341 ―

11 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 ―

12 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 686 645 △ 41 ―

13 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 7,850 10,171 2,321 ―

14 衛生費
環境施設対策
課

土地改良事業地元負担金補助
金

共同施行者が施工する水路整備に係る地元負担金を補助す
るもの。

陶最終処分場第２処分地の整備に伴う周辺対策
を図る。

陶最終処分場第２処分地の整備及び円滑な運営
に寄与する。

西村池地区土地改良事業共同施
行

14,993 16,599 1,606 ―
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15 衛生費 衛生センター 塩江町環境整備事業等補助金
塩江町（し尿）貯留槽を設置している地元自治会が実施す
る、自治会区域の環境整備事業及び地域振興事業に要する
費用の一部を補助するもの。

塩江町（し尿）貯留槽を設置している自治会区域
の環境保全及び地域振興を図る。

地元自治会に、し尿中継貯留槽の使用やバ
キューム車通行に対する理解が得られ、し尿等収
集運搬の効率化が図られる。

関係自治会 50 550 500 ―

16 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 ―

17 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 ―

18 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 156 156 0 ―

19 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 760 760 0 ―

72,754 69,285 △ 3,469計
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