
単位：千円

所管課名 件             名

夢励人プロジェクト事業補助金 0 1,300 △ 1,300 合併協議により廃止

男女共同参画市民フェスティバル補助
金

900 900 0
高松市男女共同参画市民
フェスティバル実行委員

高松市婦人団体連絡協議会補助金 1,360 1,360 0
高松市婦人団体連絡協議
会

離島航路補助金 24,089 20,295 3,794 雌雄島海運株式会社

水環境会議部会活動交付金 180 240 △ 60 高松水環境会議

移住・交流促進事業補助金 1,000 0 1,000 NPO（※H20は委託料）

塩江町コミュニティバス維持費補助金 7,100 6,700 400 バス事業者

香川町コミュニティバス維持費補助金 5,400 6,200 △ 800 バス事業者

香川町シャトルバス維持費補助金 9,900 9,000 900 バス事業者

国分寺町コミュニティバス維持費補助
金

15,800 14,100 1,700 バス事業者

山田地区乗合タクシー維持費補助金 2,900 3,000 △ 100
山田地区乗合タクシー等
実行委員会

準生活交通路線維持費補助金 17,394 7,600 9,794 ことでんバス㈱

生活交通路線維持費補助金 0 300 △ 300

ノンステップバス購入費補助金 7,500 15,000 △ 7,500 ことでんバス㈱

小型バス購入費補助金 0 5,000 △ 5,000

地域政策課 離島救急患者輸送費補助金 145 145 0 離島救急患者等

地域政策課 市連合自治会連絡協議会補助金 8,187 8,187 0
高松市連合自治会連絡協
議会

地域政策課 自治会集会所管理運営補助金 4,500 4,500 0
高松市連合自治会連絡協
議会

地域政策課 自治会加入・結成奨励補助金 3,000 2,800 200
高松市連合自治会連絡協
議会

地域政策課 市コミュニティ協議会連合会補助金 4,425 2,370 2,055
高松市コミュニティ協議
会連合会

地域政策課 コミュニティ政策学会補助金 250 0 250
高松市コミュニティ協議
会連合会

地域政策課 自治会集会所新築等補助金 21,000 20,000 1,000 各自治会

地域政策課 高松市民のねがい補助金 700 700 0
高松市コミュニティ協議
会連合会

地域政策課 安全・安心活動基盤整備事業補助金 700 1,400 △ 700
各地区地域コミュニティ
組織

地域政策課 防犯活動事業補助金 10,160 10,500 △ 340 高松市防犯協会

地域政策課 防犯水銀灯維持管理事業補助金 1,149 1,095 54 高松市防犯協会

地域政策課
盛り場における防犯水銀灯維持管理事
業補助金

267 255 12 高松市防犯協会
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地域政策課 防犯活動事業補助金 1,047 1,160 △ 113 高松東地区防犯協会

地域政策課 防犯水銀灯維持管理事業補助金 327 312 15 高松東地区防犯協会

地域政策課 防犯活動事業補助金 691 765 △ 74
高松西地区防犯協会連合
会

地域政策課 防犯活動事業補助金 0 775 △ 775

地域政策課 防犯灯設置・維持管理補助金 126,823 121,541 5,282
高松市連合自治会連絡協
議会

地域政策課 高松災害ボランティア協議会補助金 150 300 △ 150
高松災害ボランティア協
議会

地域政策課 地域コミュニティ構築支援事業補助金 1,000 2,200 △ 1,200
各地区地域コミュニティ
組織

地域政策課
地域コミュニティまちづくり活動支援
事業補助金

4,000 5,800 △ 1,800
各地区地域コミュニティ
組織

地域政策課 地域まちづくり交付金 157,793 78,000 79,793
各地区地域コミュニティ
組織

地域政策課 地域ゆめづくり提案事業補助金 1,500 0 1,500
地域コミュニティ組織等
から選定される３団体

高松市国際交流協会運営補助金 15,755 18,255 △ 2,500 (財)高松市国際交流協会

下野国分寺・讃岐国分寺親善友好交流
事業補助金

300 0 300
下野国分寺・讃岐国分寺
親善友好交流協会

人事課 放送大学科目履修受講助成金 41 68 △ 27 受講者

人事課 大学公開講座受講助成金 46 46 0 受講者

人事課
香川大学大学院地域マネジメント研究
科入学料

282 282 0 受講者

人事課
香川大学大学院地域マネジメント研究
科授業料助成金

857 857 0 受講者

人事課 自主研究グループ助成金 60 60 自主研究グループ

人事課 高松市職員共済会交付金 31,680 31,776 △ 96 高松市職員共済会

危機管理課 戸別受信機設置助成（庵治町） 0 59 △ 59 合併協議により廃止

危機管理課 戸別受信機設置助成（香南町） 0 68 △ 68 合併協議により廃止

情報政策課 超高速情報通信網整備推進事業補助金 0 1,500 △ 1,500

財産活用課 部落有財産処分補助金 333 1,613 △ 1,280 所有者

公共交通旅客施設バリアフリー化整備
事業費補助金

0 10,000 △ 10,000

高松市交通安全都市推進協議会補助金 4,000 4,000 0
高松市交通安全都市推進
協議会

高松市交通安全母の会連絡協議会補助
金

2,048 3,368 △ 1,320
高松市交通安全母の会連
絡協議会

高松地域交通安全活動推進委員協議会
活動推進費補助金

200 200 0
高松北地域交通安全活動
推進委員協議会ほか2団
体

高松市違法駐車防止対策推進協議会補
助金

735 750 △ 15
高松市違法駐車防止対策
推進協議会

自転車等駐車場施設整備等事業補助金 9,252 13,159 △ 3,907
常磐町商店街振興組合ほ
か3団体

塩江町・牟礼町・庵治町・香南町チャ
イルドシート推進助成金

0 300 △ 300 合併協議により廃止

国際文化振興
課
国際文化振興
課

440,101 66,825合　　　　　　　　　　計 506,926
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