
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 政策課 移住促進家賃等補助金
県外から本市へ移住する方が負担する民間賃貸住宅の家
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。

住居移動時の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が見込まれる。

県外転入者 9,186 8,263 △ 923

2 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

700 665 △ 35

3 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

1,000 950 △ 50

4 総務費
コミュニティ推
進課

高松市連合自治会連絡協議会
運営活動事業補助金

連合自治会連絡協議会に対し、運営費の補助をするもの。
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。
高松市連合自治会連絡
協議会

5,412 4,435 △ 977

5 総務費
コミュニティ推
進課

高松市コミュニティ協議会連合会
運営活動事業補助金

コミュニティ協議会連合会に対し、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。
高松市コミュニティ協議
会連合会

22,637 21,658 △ 979

(単位：千円）
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6 総務費
コミュニティ推
進課

高松市民のねがい推進事業補
助金

地域でのふれあい交流事業や高松市コミュニティ協議会連
合会主催行事、その他様々な市民活動団体の行事におい
て、啓発グッズの配布等を行い、高松市民のねがいを広く市
民に浸透させ、一層豊かで住みよいまちづくりを推進に係る
経費について補助するもの。

昭和55年９月25日に制定された高松市民のねが
いを広く市民に浸透させる。

豊かで住みよいまちづくりを推進する。
高松市コミュニティ協議
会連合会

100 100 0

7 総務費
コミュニティ推
進課

地域活性化センター地域イベン
ト助成金

公益財団法人地域社会振興財団の交付金を財源とし、地域
で実施されるイベント事業に要する経費を補助するもの。

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。 地域コミュニティ協議会 0 1,000 1,000

8 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 116,128 116,744 616

9 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 308,345 308,345 0

10 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 29,133 24,908 △ 4,225
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11 総務費 地域振興課
地域おこし協力隊との活動支援
補助金

地域おこし協力隊との連携・協力による事業を実施する地域
コミュニティ協議会又は地域おこし協力隊員に対し、その事
業の経費の一部を補助するもの。

地域おこし協力隊が活動している地域の活性化
を図る。

地域おこし協力隊との連携・協力により、地域コ
ミュニティの活動に新たなアイデアが生まれる可
能性が広がるとともに、事業に必要なマンパワー
が確保される。

・地域コミュニティ協議会
・地域おこし協力隊員

1,500 2,500 1,000

12 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 110 110 0

13 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。

安全安心まちづくりの推進に資する。 高松市防犯協会 9,210 8,750 △ 460

14 総務費
くらし安全安心
課

防犯水銀灯維持管理事業補助
金

防犯水銀灯の維持管理費に対して補助するもの。 防犯水銀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 937 801 △ 136

15 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する補助するもの。
防犯活動や防犯団体の指導・育成の実施を目的
とする。

安全安心まちづくりの推進に資する。 高松東地区防犯協会 928 882 △ 46
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16 総務費
くらし安全安心
課

防犯水銀灯維持管理事業補助
金

防犯水銀灯の維持管理費に対して補助するもの。 防犯水銀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。

高松東地区防犯協会 575 505 △ 70

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。

安全安心まちづくりの推進に資する。
高松西地区防犯協会連
合会

625 594 △ 31

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に対して補助するもの。 防犯水銀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。

高松市連合自治会連絡
協議会

98,958 63,704 △ 35,254

19 総務費
くらし安全安心
課

安全・安心防犯環境整備事業補
助金

防犯環境の整備に必要な経費に対して補助するもの。 緊急通報装置等の維持管理を目的とする。
犯罪のない安全安心なまちづくりの推進に資す
る。

地域コミュニティ協議会 784 838 54

20 総務費
くらし安全安心
課

老朽危険空き家除却支援事業
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
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21 総務費
くらし安全安心
課

空き家バンク登録空き家改修等
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 5,000 5,000 0

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

3,800 3,600 △ 200

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

2,015 2,000 △ 15

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
員協議会活動推進費補助金

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。

違法駐車防止対策の一環として、地域における
交通の安全と円滑に資する。

違法駐車防止に寄与する。
高松北地域交通安全活
動推進委員協議会他1
団体

129 129 0

25 総務費 市民課
通知カード・マイナンバーカード
関連事務交付金

通知カード・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。

業務を地方公共団体情報システム機構に委任
し、全国統一の処理を行う。

カード作成等を市単独で行う場合に比べ業務量
が減少する。

地方公共団体情報シス
テム機構

49,085 42,812 △ 6,273
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26 総務費 交通政策課 ネットワークバス維持費補助金 路線バスの運行経費の一部を補助するもの。
多核連携型コンパクト・エコシティの実現に向けた
効率的な公共交通ネットワークの構築に資するバ
ス路線を支援することを目的とする。

公共交通（バス路線）の維持・確保に資する。
ことでんバス株式会社
高松丸亀町商店街振興
組合

17,050 29,061 12,011

27 総務費 交通政策課 鉄道・バス乗り継ぎ割引補助金
鉄道とバスを乗り継ぎ利用した場合の運賃割引分（差額）を
補助するもの。

利用しやすい公共交通利用環境の形成及び過度
に自動車に依存した交通体系から公共交通中心
の交通体系への転換を図る。

公共交通の利便性の向上と利用促進に寄与す
る。

高松琴平電気鉄道株式
会社

23,328 23,328 0

28 総務費 交通政策課 高齢者割引補助金
ゴールドＩｒｕＣａを利用し公共交通運賃を支払った場合の運
賃割引分（差額）を補助するもの。

利用しやすい公共交通利用環境の形成及び過度
に自動車に依存した交通体系から公共交通中心
の交通体系への転換を図る。

公共交通の利便性の向上と利用促進に寄与す
る。

高松琴平電気鉄道株式
会社

98,400 97,090 △ 1,310

29 総務費 交通政策課 バス待ち環境整備事業補助金 バスの待合所の新設又は更新経費の一部を補助するもの。
バスの待合環境の向上並びにバス交通の利用促
進及び活性化を図る。

公共交通の利便性の向上と利用促進に寄与す
る。

バス事業者等 1,300 1,000 △ 300

30 総務費 交通政策課
大型ノンステップバス車両購入
補助金

交通事業者が大型ノンステップバスを購入する場合に費用
の一部を補助するもの。

大型ノンステップバスの導入により、市内バス路
線の利便性の向上と効率化を促進する。

大型ノンステップバスの導入により、市内バス路
線の利便性の向上と効率化を促進する。

ことでんバス株式会社 0 6,800 6,800
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31 総務費 交通政策課
地域間幹線系統確保維持費補
助金

路線バスの運行経費の一部を補助するもの。 公共交通（バス路線）を維持・確保する。 公共交通（バス路線）の維持・確保に資する。 ことでんバス株式会社他 11,072 8,120 △ 2,952

32 総務費 交通政策課 準幹線系統確保維持費補助金 路線バスの運行経費の一部を補助するもの。 公共交通（バス路線）を維持・確保する。 公共交通（バス路線）の維持・確保に資する。 ことでんバス株式会社 22,700 17,000 △ 5,700

33 総務費 交通政策課
塩江町コミュニティバス維持費補
助金

塩江町コミュニティバスの運行経費の一部を補助するもの。
塩江地区住民の日常生活の交通手段を確保す
る。

塩江地区住民の日常生活の交通手段の確保に
資する。

マルイ観光バス株式会
社

7,813 7,759 △ 54

34 総務費 交通政策課
香川町コミュニティバス維持費補
助金

香川町コミュニティバスの運行経費の一部を補助するもの。
香川地区住民の日常生活の交通手段を確保す
る。

香川地区住民の日常生活の交通手段の確保に
資する。

マルイ観光バス株式会
社

6,378 8,104 1,726

35 総務費 交通政策課
香川町シャトルバス維持費補助
金

香川町シャトルバスの運行経費の一部を補助するもの。
香川地区住民の日常生活の交通手段を確保す
る。

香川地区住民の日常生活の交通手段の確保に
資する。

ことでんバス株式会社他 10,031 13,346 3,315
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36 総務費 交通政策課
国分寺町コミュニティバス維持費
補助金

国分寺町コミュニティバスの運行経費の一部を補助するも
の。

国分寺地区住民の日常生活の交通手段を確保
する。

国分寺地区住民の日常生活の交通手段の確保
に資する。

マルイ観光バス株式会
社

9,041 10,338 1,297

37 総務費 交通政策課
山田地区乗合タクシー維持費補
助金

山田地区乗合タクシーの運行経費の一部を補助するもの。
公共交通空白地帯である山田地区住民の日常生
活の交通手段を確保する。

公共交通空白地帯である山田地区住民の日常生
活の交通手段の確保に資する。

山田地区乗合タクシー等
実行委員会

3,050 3,250 200

38 総務費 交通政策課
コミュニティバス等導入検討支援
補助金

コミュニティバス等の導入及び運行の見直しについてかかる
経費を補助するもの。

地域主導による持続可能な公共交通の構築を支
援する。

地域主導によるコミュニティバス等の運行に資す
る。

地域コミュニティ協議会
等

1,000 1,000 0

39 総務費 交通政策課
コミュニティバス等IruCaシステム
運用支援割引差額補助金

コミュニティバス等利用者が、高松琴平電気鉄道株式会社
の発行するＩＣカード「ＩｒｕＣａ」を利用し乗車した場合に適用さ
れる割引分を交通事業者に補助するもの。

コミュニティバス等の利便性を向上し、利用促進
を図る。

コミュニティバス等の利便性の向上や、利用促進
に資する。

バス事業者等 1,637 5,025 3,388

40 総務費 交通政策課 宇高航路補助金
宇高航路に供する船舶の修繕に要した経費の一部を補助す
るもの。

宇高航路における安全を確保し、同航路を維持
する。

宇高航路における安全を確保し、同航路の維持
に資する。

四国急行フェリー株式会
社

3,750 3,750 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）

41 総務費 交通政策課
準幹線系統車両減価償却費等
補助金

交通事業者が準幹線系統に供するノンステップバスを購入
する場合に費用の一部を補助するもの。

ノンステップバスの導入により、準幹線系統のバ
リアフリー化を促進する。

ノンステップバスの導入により、準幹線系統のバ
リアフリー化の促進に資する。

ことでんバス株式会社 6,676 7,637 961

42 総務費 交通政策課
小型ノンステップバス購入補助
金

交通事業者が小型ノンステップバスを購入する場合に費用
の一部を補助するもの。

小型ノンステップバスの導入により、市内バス路
線のバリアフリー化を促進する。

小型ノンステップバスの導入により、市内バス路
線のバリアフリー化の促進に資する。

ことでんバス株式会社 6,800 7,500 700

43 総務費 交通政策課
「男木～高松航路」運賃割引事
業補助金

「男木～高松航路」において高齢者割引、拡大島発往復割
引を適用した割引分等を航路事業者に補助するもの。

「男木～高松航路」の利用促進と離島振興を図
る。

「男木～高松航路」の利用促進と離島振興に資す
る。

雌雄島海運株式会社 8,102 8,130 28

44 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

1,288 1,288 0

45 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

276 276 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）

46 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。

地元管理墓地における環境整備の促進に寄与す
る。

地元管理墓地管理団体 2,565 2,971 406

47 衛生費
市民やすらぎ
課

市民葬儀助成金 市民葬儀における霊柩車（寝台車）運行料を助成するもの。 葬儀に対する経済的負担を軽減する。 市民葬儀の普及・促進に寄与している。 市民葬儀取扱指定業者 12,182 12,364 182

48 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

1,435 1,235 △ 200

946,171 919,665 △ 26,506

10


