
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 教育費 学校教育課 高松市奨学金
高松市に居住し、高等学校等に在学する者のうち、成績優秀
かつ向学心おう盛な生徒であって、家庭の経済的理由のた
め進学困難なものに対して補助するもの。

奨学金を支給することにより進学の機会を与え、
有為な人材を育成する。

就学を希望する者が経済的理由で、その機会を失
うことがないよう就学の機会を与える。

該当者 26,892 23,544 △ 3,348

2 教育費 学校教育課 大学等教育資金利子補給金
大学等に進学する者の保護者が、その入学に要する費用に
ついて、金融機関の教育資金融資制度を利用して資金を借
り入れた場合において、利子補給を行うもの。

保護者の経済的負担の軽減を図り、教育の機会
均等を図る。

利子補給を行うことにより、保護者の経済的負担
の軽減に資する。 該当者 127 105 △ 22

3 教育費 学校教育課
帰国児童生徒・外国人児童生徒
指導援助事業補助金

帰国児童等に日本語指導及び学習支援を行う団体に対し、
予算の範囲内で補助するもの。

日本語の使用に困難を有する帰国児童等の学校
生活への適応を促進する。

帰国児童等に対する教育の充実に寄与する。 「わ」の会 440 440 0

4 教育費 学校教育課
高松市立学校文化部全国大会
等参加補助金

大会参加に係る交通費を補助するもの。
児童生徒が文化活動に係る大会に参加する経費
の負担軽減を図る。

児童生徒が文化活動に係る大会に参加する経費
の負担軽減につながる。

全国大会等参加校 2,120 2,120 0

5 教育費 学校教育課
総合的な学習の時間活性化推進
事業補助金

総合的な学習を推進するため、学校の規模に応じて補助す
るもの。

地域社会の人材の活用や、児童生徒の体験活動
の充実を図る。

総合的な学習の時間の活性化を推進する。
総合的な学習の時間活
性化推進事業実施校

5,035 4,980 △ 55

(単位：千円）
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6 教育費 学校教育課
香川県小学校教育研究会高松
支部負担金補助金

各教員の資質の向上のため、教員数に応じ補助するもの。
教科・教科外研究等を通して、地域や児童の実態
に応じた指導等を行い、確かな学力や豊かな人間
性、社会性を育む教育実践等に寄与する。

各教員の資質の向上を図り、諸課題の解決に寄
与する。

香川県小学校教育研究
会高松支部

2,059 2,077 18

7 教育費 学校教育課
香川県小学校長会負担金補助
金

校長の教養、識見と管理能力、指導力の向上のため、学級
数に応じて補助するもの。

研修活動を通して校長の教養、識見と管理能力、
指導力の向上を図る。

学校運営の適正化と教育効果の高揚に寄与す
る。

高松市小学校長会 503 495 △ 8

8 教育費 学校教育課
香川県小学校教頭会負担金補
助金

教頭の教養、識見と管理能力、指導力の向上のため、学級
数に応じて補助するもの。

各種研修を通して教頭としての資質の向上を図
る。

学習指導要領の趣旨に基づいた学校運営のため
に寄与する。

高松市小学校教頭会 452 458 6

9 教育費 学校教育課
離島児童生徒通学費補助金（女
木地区）

離島に居住している児童生徒及び通学補助者に対し、通学
に係る費用（船、バス、タクシー代等）を補助するもの。

通学費を補助することにより、保護者の経済的負
担の軽減を図り、義務教育の円滑な運営に資す
る。

通学費を補助することにより、保護者の経済的負
担の軽減につながる。

該当者 719 719 0

10 教育費 学校教育課
遠距離通学児童生徒通学費補
助金(塩江町)

通学が困難な地域から通学する児童及び生徒の保護者に対
し補助するもの。

編入前の塩江町区域内の、通学が困難な地域か
ら通学する児童及び生徒の保護者に対し、補助金
を交付することにより、経済的負担の軽減を図ると
ともに、義務教育の円滑な運営に寄与する。

補助金を交付することにより、保護者の経済的負
担の軽減につながる。

該当者 54 27 △ 27
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11 教育費 学校教育課
遠距離通学児童生徒通学費補
助金(香川町)

通学が困難な地域から通学する児童及び生徒の保護者に対
し補助するもの。

編入前の香川町区域内の、通学が困難な地域か
ら通学する児童及び生徒の保護者に対し、補助金
を交付することにより、経済的負担の軽減を図ると
ともに、義務教育の円滑な運営に寄与する。

補助金を交付することにより、保護者の経済的負
担の軽減につながる。

該当者 241 203 △ 38

12 教育費
総合教育セン
ター

高松市小学校特別支援学級連
合宿泊学習事業補助金

特別支援学級連合宿泊学習に係る経費に対して補助するも
の。

市内の小学校特別支援学級に在籍する児童が集
団生活を通じて協力の精神を養い、身体を鍛え
る。

本市の小学校障害児教育の振興に寄与する。
高松市小学校特別支援
教育研究会

700 600 △ 100

13 教育費
総合教育セン
ター

全日本特別支援教育研究連盟
負担金補助金

特別支援学級の管理運営に関する経費を特別支援学級の
数に応じて補助するもの。

講演会等の開催や研究誌の編集刊行等により、
心身に障害のある児童についての心理学的・教育
学的・医学的研究を促進する。

心身に障害のある者への教育・福祉・精神衛生の
向上発展に寄与する。

高松市小学校特別支援
教育研究会

76 82 6

14 教育費
総合教育セン
ター

全国特別支援学級設置学校長
協会負担金補助金

特別支援学級の管理運営に関する経費を特別支援学級の
数に応じて補助するもの。

特別支援学級設置学校の役割任務等を、新しい
角度から究明する。

市民の障害児理解・推進に寄与する。
香川県特別支援学級設
置学校長協会高松支部

104 104 0

15 教育費
総合教育セン
ター

高松市中学校特別支援学級連
合宿泊学習事業補助金

特別支援学級連合宿泊学習に係る経費に対して補助するも
の。

生徒の自主的・主体的活動を通じて、集団生活の
意義や協力することの大切さを学ぶことを推進す
る。

本市の特別支援教育の振興に寄与する。
香川県中学校教育研究
会高松支部特別支援教
育部会

345 300 △ 45
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16 教育費
総合教育セン
ター

全日本特別支援教育研究連盟
負担金補助金

特別支援学級の管理運営に関する経費を特別支援学級の
数に応じて補助するもの。

講演会等の開催や研究誌の編集刊行等により、
心身に障害のある児童についての心理学的・教育
学的・医学的研究を促進する。

心身に障害のある者への教育・福祉・精神衛生の
向上発展に寄与する。

香川県中学校教育研究
会高松支部特別支援教
育部会

31 33 2

17 教育費 学校教育課
香川県中学校教育研究会負担
金高松支部補助金

各教員の資質の向上のため、教員数に応じ補助するもの。
教科・教科外研究等を通して、地域や児童の実態
に応じた指導等を行い、確かな学力や豊かな人間
性、社会性を育む教育実践等に寄与する。

各教員の資質の向上を図り、諸課題の解決に寄
与する。

香川県中学校教育研究
会高松支部

1,153 1,170 17

18 教育費 学校教育課
香川県中学校長会負担金補助
金

校長の教養、識見と管理能力、指導力の向上のため、学級
数に応じて補助するもの。

研修活動を通して校長の教養、識見と管理能力、
指導力の向上を図る。

学校運営の適正化と教育効果の高揚に寄与す
る。

高松市中学校長会 313 313 0

19 教育費 学校教育課
香川県中学校教頭会負担金補
助金

教頭の教養、識見と管理能力、指導力の向上のため、学級
数に応じて補助するもの。

各種研修を通して教頭としての資質の向上を図
る。

学習指導要領の趣旨に基づいた学校運営のため
に寄与する。

高松市中学校教頭会 251 251 0

20 教育費 学校教育課
香川県高等学校教育研究会負
担金補助金

香川県高等学校教育研究会各部会・各種県外大会への参加
等に係る経費に対して補助するもの。

各種研究会等に参加し、広く情報交換の場を求め
ることにより、各分野の研究を深め、指導力の向
上を図る。

高等学校教育の振興に寄与する。
高松第一高等学校教育
研究会

114 114 0
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21 教育費 学校教育課
高松市私立高等学校教育研究
会補助金

各種研究会への参加、校内研究・研修の実施等に係る経費
に対して補助するもの。

高松市内の私立高等学校における教育研究を活
発化し、教育水準の向上を図る。

本市における私立高等学校教育の充実に寄与す
る。

高松市私立高等学校教
育研究会

890 890 0

22 教育費 学校教育課
高松市定時制教育振興会補助
金

生徒会活動、部活動等の充実を図るために要する経費に対
して補助するもの。

定時制教育の振興と充実を図る。 本市における高等学校教育振興に寄与する。
高松市定時制教育振興
会

90 90 0

23 教育費 学校教育課
高松型学校・地域連携システム
推進事業補助金

学校と地域が連携・協働し、円滑に地域とともにある学校づく
りをめざすため、高松型学校運営協議会を各小・中学校に設
置し、学校とＰＴＡや地域住民、各種団体等との連携を図る高
松型コミュニティ・スクールを推進するもの。

学校と地域が連携・協働し、円滑に地域とともにあ
る学校づくりを推進する。

学校が家庭や地域と連携・協力することにより、子
どもの健やかな成長を育む中で、子どもの成長だ
けでなく、地域住民の信頼に応え、地域との連携
強化につながる。

各小・中学校の高松型学
校運営協議会

0 700 700

24 教育費 保健体育課 高松市学校保健会補助金

高松市学校保健会は、学校医・学校歯科医・学校薬剤師と、
学校保健関係者（保健部会・養護部会・栄養教諭等）で組織
されている。
学校保健推進のために本会が実施する、会議・講演会、保健
教育・保健管理に関する研究・調査、学校保健関係者の研修
派遣の事業運営費用を補助するもの。

学校保健に関する総合施策を推進し、その充実向
上を図るとともに、本市の学校保健活動（健康教
育・食育等、児童生徒の健康維持・増進に関わる
様々な活動）を推進する。

学校保健関係者の資質向上及び学校保健に関す
る先進的研究や啓発活動を推進し、児童生徒の
心身の健康増進に寄与する。また、児童生徒と対
峙する関係者一人一人の学校保健に関する指導
力の一層の向上に寄与する。

高松市学校保健会 1,369 1,369 0

25 教育費 保健体育課
公益財団法人高松市学校給食
会補助金

当該給食会の人件費、燃料費（学校給食調理用）、給食管理
システム賃貸借料等の経費に対し、補助するもの。

高松市立学校の給食事業の充実発展とその運営
の適正を図り、もって学校教育の円滑な遂行に寄
与することを目的とする、公益財団法人高松市学
校給食会を補助することにより、円滑な運営と食
材等給食用物資の安定供給を図り、給食の質の
向上と保護者負担の軽減を図る。

給食用物資の安定供給と地産地消を推進すること
で、安全で安心な学校給食を提供するとともに保
護者負担の軽減につながる。

公益財団法人高松市学
校給食会

59,119 65,408 6,289
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26 教育費 保健体育課 高松市学校給食研究会補助金
　当該研究会が行う研修会、講習会及び調査・研究等の活動
に要する経費に対し、補助するもの。

　当該研究会は、本市学校給食の指導管理の充
実発展を図ることを目的とし、本市公立小・中学校
の教職員で組織するもので、その活動を支援す
る。

当該研究会の活動を支援することにより、食に関
する指導の充実と学校給食の円滑な運営に資す
る。

高松市学校給食研究会
補助金

90 80 △ 10

27 教育費 保健体育課
高松市小学校体育研究会事業
補助金

児童が市内小学校の代表として、自分の目標をしっかりと持
ち、その目標が達成されるよう、日頃の練習の成果を存分に
発揮することを目的として開催される記録会の運営費を補助
するもの。また、高松市立小学校の児童の体力・競技力の向
上、並びに小学校体育の充実発展を図るための研修・研究
費を補助するもの。

小学校体育の充実・発展を図る。
児童の体力・運動技能の向上及び連帯意識の高
揚、並びに教職員の体育指導の資質向上を図る
とともに、高松市小学校体育の振興に寄与する。

高松市小学校体育研究
会

285 285 0

28 教育費 保健体育課
高松市中学校体育連盟事業補
助金

香川県中学校体育大会の主催団体である、香川県中学校体
育連盟への生徒負担金拠出等を含む事業運営費用を補助
するもの。

高松市立中学校の生徒が本市代表選手として、
県体育大会に誇りを持って参加できるよう、運営
費を負担することにより保護者負担の軽減を図
る。また、スポーツ精神の育成と体力の向上及び
生徒の健全育成を図り、高松市中学校体育の発
展と振興に寄与する。

県大会に参加することで、県内の生徒と親睦を図
ることができ、技術の向上につながる。また、大会
にかかる負担金を補助することにより、保護者の
負担の軽減につながる。

高松市中学校体育連盟 1,650 1,650 0

29 教育費 保健体育課
四国中学校総合体育大会参加
生徒派遣補助金

高松市立中学校の生徒が本市代表選手として四国・全国大
会に出場する際の交通費について、「高松市中学校体育連
盟（以下「連盟」という。）」が集約し本市へ申請する。申請の
あった額を連盟に交付し、連盟から各学校に交付するもの。

中学生スポーツの振興を推進するうえで、体育大
会への参加は教育的意義が大きい。また、高松市
立中学校の生徒が本市代表選手として、四国・全
国体育大会に誇りを持って参加できるよう、交通
費を補助することにより保護者負担の軽減を図
る。

四国・全国大会に参加することで、四国域内や全
国の生徒と親睦を図ることができ、技術の向上に
つながる。また、大会参加に係る交通費に関して、
保護者の負担の軽減につながる。

高松市中学校体育連盟 3,066 3,593 527

30 教育費 保健体育課
全国中学校体育大会参加生徒
派遣補助金

高松市立中学校の生徒が本市代表選手として四国・全国大
会に出場する際の交通費について、「高松市中学校体育連
盟（以下「連盟」という。）」が集約し本市へ申請する。申請の
あった額を連盟に交付し、連盟から各学校に交付するもの。

中学生スポーツの振興を推進するうえで、体育大
会への参加は教育的意義が大きい。また、高松市
立中学校の生徒が本市代表選手として、四国・全
国体育大会に誇りを持って参加できるよう、交通
費を補助することにより保護者負担の軽減を図
る。

四国・全国大会に参加することで、四国域内や全
国の生徒と親睦を図ることができ、技術の向上に
つながる。また、大会参加に係る交通費に関して、
保護者の負担の軽減につながる。

高松市中学校体育連盟 6,512 3,346 △ 3,166
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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）

31 教育費 保健体育課
高松地区中学校総合体育大会
参加生徒輸送補助金

高松市立中学校の生徒が地区大会に出場する際の交通費
について、「高松市中学校体育連盟（以下「連盟」という。）」が
集約し高松市へ申請する。予算の範囲内で連盟に交付し、連
盟から各学校に交付するもの。

中学生スポーツの振興を推進するうえで、体育大
会への参加は教育的意義が大きい。また、地区大
会に参加することで、周辺町の生徒と相互の親睦
を図るとともに、スポーツ技術の向上を図り、心身
ともに健全な生徒を育成する。よって、体育大会参
加生徒の交通費を補助することにより保護者負担
の軽減を図る。

地区大会に参加することで、地区大会を構成して
いる周辺町の生徒と親睦を図ることができ、技術
の向上につながる。また、大会参加に係る交通費
に関して、保護者の負担の軽減につながる。

高松市中学校体育連盟 2,345 2,345 0

32 教育費 保健体育課
高松地区中学校新人体育大会
参加生徒輸送補助金

高松市立中学校の生徒が地区大会に出場する際の交通費
について、「高松市中学校体育連盟（以下「連盟」という。）」が
集約し高松市へ申請する。予算の範囲内で連盟に交付し、連
盟から各学校に交付するもの。

中学生スポーツの振興を推進するうえで、体育大
会への参加は教育的意義が大きい。また、地区大
会に参加することで、周辺町の生徒と相互の親睦
を図るとともに、スポーツ技術の向上を図り、心身
ともに健全な生徒を育成する。よって、体育大会参
加生徒の交通費を補助することにより保護者負担
の軽減を図る。

地区大会に参加することで、地区大会を構成して
いる周辺町の生徒と親睦を図ることができ、技術
の向上につながる。また、大会参加に係る交通費
に関して、保護者の負担の軽減につながる。

高松市中学校体育連盟 2,210 2,210 0

33 教育費 保健体育課
高松地区中学校駅伝競走大会
参加生徒輸送補助金

高松市立中学校の生徒が地区大会に出場する際の交通費
について、「高松市中学校体育連盟（以下「連盟」という。）」が
集約し高松市へ申請する。予算の範囲内で連盟に交付し、連
盟から各学校に交付するもの。

中学生スポーツの振興を推進するうえで、体育大
会への参加は教育的意義が大きい。また、地区大
会に参加することで、周辺町の生徒と相互の親睦
を図るとともに、スポーツ技術の向上を図り、心身
ともに健全な生徒を育成する。よって、体育大会参
加生徒の交通費を補助することにより保護者負担
の軽減を図る。

地区大会に参加することで、地区大会を構成して
いる周辺町の生徒と親睦を図ることができ、技術
の向上につながる。また、大会参加に係る交通費
に関して、保護者の負担の軽減につながる。

高松市中学校体育連盟 382 382 0

34 教育費 生涯学習課
高松市ＰＴＡ連絡協議会運営補
助金

高松市ＰＴＡ連絡協議会の活動や運営に要する経費の一部
を助成するもの。

ＰＴＡ活動の活性化を促すことで、本市の生涯学習
の振興と発展を図る。

保護者と教員が協力して、学校及び家庭における
教育に関する理解を深めることで、児童生徒の健
全育成に貢献できる。

高松市ＰＴＡ連絡協議会 1,800 1,800 0

35 教育費 生涯学習課
高松市立幼稚園・高松市こども
園ＰＴＡ連絡協議会運営補助金

高松市立幼稚園・高松市こども園ＰＴＡ連絡協議会の活動や
運営に要する経費の一部を助成するもの。

ＰＴＡ活動の活性化を促すことで、本市の生涯学習
の振興と発展を図る。

保護者と教員が協力して、家庭及び幼稚園等にお
ける教育に関する理解を深めることで、幼児の健
全育成に貢献できる。

高松市立幼稚園・高松市
こども園ＰＴＡ連絡協議会

90 90 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。
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交　付　先
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増減額

(単位：千円）

36 教育費 生涯学習課
高松市ＰＴＡ連絡協議会メール配
信事業補助金

高松市ＰＴＡ連絡協議会が構築した、携帯電話の電子メール
を活用し、保護者等に不審者情報等を提供するシステムの運
用に要する経費の一部を助成するもの。

携帯電話の電子メールを活用し、保護者等に不審
者情報や学校からの連絡事項を配信することによ
り、次代を担う子どもたちの健全育成を図る。

保護者や教職員、地域のボランティア等に、情報
を素早く提供することで、子どもたちの安全を確保
することに貢献できる。

高松市ＰＴＡ連絡協議会 910 910 0

37 教育費 生涯学習課
子どもを中心にした地域交流事
業補助金

地域の複数の各種団体で構成された実行委員会が、子ども
と保護者及び地域の大人が交流できる事業を年間７日以上
実施した場合や２泊３日以上の通学合宿を実施した場合に要
する経費の一部を助成するもの。

子どもと保護者並びに地域の大人が関わる事業
を実施することにより、子どもと保護者並びに地域
の大人が顔見知りになることで、地域の一体感を
醸成するとともに、地域ぐるみで子どもを育む機運
を高める。

行事に参加する保護者にとっては、他の家庭の子
どもと交流することで、自分の子育てを振り返る機
会となるほか、子どもにとっては、大人や異年齢の
友人との交流を通じて、情操や人間性の育成に貢
献できる。

地域交流事業について
は、新規３団体、継続８
団体を助成するとともに、
通学合宿については、３
団体を助成する予定。

1,500 1,080 △ 420

38 教育費 生涯学習課
高松市青年連絡協議会運営事
業補助金

高松市青年連絡協議会の活動や運営に要する経費の一部
を助成するもの。

事業運営費の一部を助成することにより、市内の
青年活動の活性化を促し、社会教育の振興と発
展を図る。

市内の青年相互の連絡と親和が密になり、成人式
のボランティアスタッフとして参加するなど、活動
が活発になることに貢献できる。

高松市青年連絡協議会 69 69 0

39 教育費 生涯学習課
高松市子ども会育成連絡協議会
補助金

高松市子ども会育成連絡協議会の活動や運営に要する経費
の一部を助成するもの。

子ども会活動の活性化を促進することで、本市の
生涯学習の振興と発展を図る。

子ども会の加入率の向上を始め、本市教育委員
会との共催事業の開催により、子どもたちに様々
な体験活動の場を提供できる。

高松市子ども会育成連
絡協議会

1,800 1,800 0

40 教育費 生涯学習課
子どもわくわく体験支援事業補助
金

わくわく体験支援事業の応募・採択団体に対し、予算の範囲
内で事業に要する経費の一部を助成するもの。

事業を通して、子どもたちの体験活動の場を充実
させ、子どもたちの創造性や積極性、社会性を養
い、心豊かな人間に育てる。

参加者が日常的な環境から離れ、参加者相互及
び異年齢層との交流を促進することで、友だちづく
りや他者とのふれあう機会の提供に貢献できる。

企画提案書等を提出す
る団体のうち、適当と認
める団体

150 150 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。
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(単位：千円）

41 教育費 生涯学習課 こども農園事業補助金
こども農園として遊休農地等を提供した農家に対し、整地や
灌水等に要する経費の一部を、予算の範囲内で助成する。

こどもの生活に自然をあたえ、土に親しみ、ものを
作るよろこびと、勤労の尊さを体験させ、健康で情
操豊かなこどもの成長を図る。

都市化等により、自然とふれあう機会が少なくなっ
たこどもたちに対し、貴重な体験活動の機会を提
供することに貢献できる。

こども農園を設置し、市
の指定を受けた農家

385 365 △ 20

42 教育費
生涯学習課少
年育成セン
ター

高松市少年育成委員連絡協議
会補助金

補導活動などに必要な専門性の向上に資する研修及び健全
育成作品展など広報啓発活動を実施するための事業費及び
事務費を補助するもの。

少年の非行の未然防止・早期発見のため、補導
活動や啓発活動を推進し、青少年の健全育成を
図る。

本市が委嘱した少年育成委員の街頭補導は、非
行や問題行動の未然防止・早期発見につながり、
啓発活動とともに、青少年の健全育成に効果的で
ある。

高松市少年育成委員連
絡協議会

720 670 △ 50

43 教育費
生涯学習課少
年育成セン
ター

高松市青少年健全育成市民会
議補助金

市民のつどい、健全育成パレード、未成年者の喫煙防止キャ
ンペーン等の事業費、広報紙「いくせい」などの広報啓発費、
研修費などを補助するもの。

青少年健全育成の15団体及び44小学校区(地区)
の青少年健全育成組織により構成され、市民総ぐ
るみで青少年の健全育成に取り組む気運を盛り
上げていく。

各種啓発活動等により、市民の青少年健全育成
に対する意識の向上が見られる。

高松市青少年健全育成
市民会議

1,110 1,030 △ 80

44 教育費
生涯学習課生
涯学習セン
ター

高松市民大学等補助金
講座開催経費における、講師謝金や広報に係る印刷製本費
等の一部を補助するもの。

市民の多様化・高度化する学習ニーズに対応する
ため、また、大学等の教育機能や人材を生かした
講座を開設することを目的に実施する。

幅広い分野の講師招聘が実現し、多様化・高度化
する市民の学習ニーズに応じた講座開催が実現
しており、高い学習効果に加え、生涯学習センター
のＰＲにもつながる。

高松大学・高松短期大学
地域連携センター

450 450 0

45 教育費 人権教育課 教育活動指導費補助金
学習指導、生徒指導、進路指導及び地域交流活動等の実施
に対しての運営に係る経費を補助するもの。

学習指導上、生徒指導上又は進路指導上の配慮
を有する児童生徒の基礎学力の向上、及び進路
保障等を実現することを図る。

学習・進路指導において児童、生徒の基礎学力を
向上させることで、将来の進路保障に寄与する。

教育活動指導推進委員
会

3,000 3,000 0

9



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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46 教育費 人権教育課
高松市小学校人権・同和教育研
究会補助金

人権尊重の実践をめざす人権教育のあり方を研究し、小学
校における人権教育の推進を図るための事業に係る経費を
補助するもの。

人権教育のあり方を研究し、人権教育の推進を図
るための事業を補助し、小学校教員の指導力、教
育力の向上を目指すことを図る。

研究会を通して、人権問題に対する正しい理解と
認識のもと、小学校における人権教育の充実に資
する。

高松市小学校人権・同和
教育研究会

743 721 △ 22

47 教育費 人権教育課
高松市中学校人権・同和教育研
究会補助金

人権尊重の実践をめざす人権教育のあり方を研究し、中学
校における人権教育の推進を図るための事業に係る経費を
補助するもの。

人権教育のあり方を研究し、人権教育の推進を図
るための事業を補助し、中学校教員の指導力、教
育力の向上を図る。

研究会を通して、人権問題に対する正しい理解と
認識のもと、中学校における人権教育の充実に資
する。

高松市中学校人権・同和
教育研究会

419 417 △ 2

48 教育費 人権教育課 教職員研究費補助金
人権をとりまく現状と課題を学び、教職員の認識を深めるた
めの事業に係る経費を補助するもの。

教職員の人権問題に対する認識を深めることを図
る。

人権をとりまく現状と課題について学ぶなかで、人
権問題に対する認識を深め、人権を尊重する教職
員の意識向上に資する。

教職員研究費事業 1,845 1,819 △ 26

49 教育費 人権教育課
地域学力向上・キャリア教育
総合推進事業補助金

学校、家庭、地域が連携し、総合的な教育に取り組むための
事業に係る経費を補助するもの。

児童、生徒の学力向上、進路指導の充実を図る。
学校、家庭、地域の連携のもと、児童、生徒の教
育に取り組むことで、学力向上、家庭、地域での教
育力の向上に資する。

中学校区学力向上・キャ
リア教育総合推進会議

700 600 △ 100

50 教育費 人権教育課 各種団体研修等補助金
各社会教育団体等に対し、人権教育及び子どもの健全育成
のための事業に係わる経費を補助するもの。

人権教育の正しい理解と実践について学ぶこと
で、市民の人権意識の高揚及び、子どもの健全育
成を図る。

様々な人権問題の解決に向け、人権教育の創造
と着実な教育実践を図り、人権を尊重する意識の
普及に資する。

各種団体 5,725 5,345 △ 380

141,153 140,799 △ 354
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