
単位：円

所管課名 補助・交付金名 補助・交付先（団体名等） 金額

平成１８年度補助金・交付金交付実績

所管課名 補助・交付金名 補助・交付先（団体名等） 金額

自治活動推進交付金 町内各区 4,506,780

砥部交番レディース連絡協議会補助金 町交番レディース連絡協議会 15,000

4,521,780

企画課 有線放送施設整備事業費補助金 三角区、永立寺区、幸田区 701,000

県更正保護会交付金 県更生保護会 22,807

課　　　　　　　　計

総務課

県更正保護会交付金 県更生保護会 22,807

伊予地区保護司会交付金 伊予地区保護司会 507,679

伊予地区更正保護女性会交付金 伊予地区更正保護女性会 88,292

更生保護女性会砥部支部交付金 更生保護女性会砥部支部 50,000

町遺族会交付金 町遺族会各支部 490,000

県更生保護会施設改築費補助金 県更生保護会 341,940

町民生児童委員協議会交付金 町民生児童委員協議会 480 000

民生こども課

町民生児童委員協議会交付金 町民生児童委員協議会 480,000

町社会福祉協議会交付金 町社会福祉協議会 6,428,000

地域組織活動事業費補助金 町内各保育所地域活動クラブ 384,000

8,792,718

精神障害者小規模通所授産施設運営費補助金 ハートピアみなみ 5,000,000

身体障害者福祉協議会補助金 町身体障害者福祉協議会 72,000

精神障害者地域家族会みなみ会補助金 砥部精神障害者地域家族会みなみ会 70 000

課　　　　　　　　計

精神障害者地域家族会みなみ会補助金 砥部精神障害者地域家族会みなみ会 70,000

手をつなぐ育成会補助金 町手をつなぐ育成会 136,000

とべ・ひびき会補助金 町とべ・ひびき会 91,000

社会福祉法人砥部寿会借入償還金補助金 社会福祉法人砥部寿会 9,677,462

老人クラブ補助金 町老人クラブ連合会 3,000,000

介護予防住宅改修事業費補助金 ※申請なし 0

バ 人材セ タ 運営費交付金 町 バ 人材セ タ

生きがい推進課

シルバー人材センター運営費交付金 町シルバー人材センター 500,000

低所得者対策補助金 ※申請なし 0

介護予防地域活動支援事業費補助金 2団体 65,000

18,611,462

健康づくり課 町保健栄養推進活動補助金 町食生活改善推進協議会 300,000

砥部地区勤労者協議会補助金 砥部地区勤労者協議会 100 000

課　　　　　　　　計

砥部地区勤労者協議会補助金 砥部地区勤労者協議会 100,000

町商工会交付金 町商工会 6,500,000

中小企業制度資金利子補給補助金 町商工会（対象94件） 1,025,989

砥部焼協同組合補助金 砥部焼協同組合 1,000,000

砥部焼販売協同組合補助金 砥部焼販売協同組合 400,000

アートの里づくり推進事業補助金 ※申請なし 0

ほたるまつり運営費補助金 広田地区ほたるまつり実行委員会 71 985

商工観光課

ほたるまつり運営費補助金 広田地区ほたるまつり実行委員会 71,985

七折梅まつり運営費補助金 七折梅生産出荷組合 200,000

町観光協会補助金 町観光協会 500,000

9,797,974

合併処理浄化槽設置整備事業補助金 ２０基 9,603,000

ごみ減量化・資源化推進事業補助金 ２７件 804,260

課　　　　　　　　計

環境保全課



所管課名 補助・交付金名 補助・交付先（団体名等） 金額

認定農業者協議会育成交付金 町認定農業者協議会 100,000

生活研究グループ連絡協議会育成交付金 町生活研究グループ連絡協議会 100,000

農業用廃プラスチ ク適正処理補助金 ＪＡえひめ中央（対象133件） 385 000農業用廃プラスチック適正処理補助金 ＪＡえひめ中央（対象133件） 385,000

ベンチャー農業者支援補助金 ＪＡえひめ中央　（対象2件） 611,000

農業経営基盤強化資金利子補給補助金 対象1件 6,247

農業近代化資金利子補給補助金 ＪＡえひめ中央　（対象49件） 342,108

競争力強化生産総合対策事業交付金 満穂野菜出荷組合 640,000

青年農業者協議会育成交付金 町青年農業者協議会 100,000

有害鳥獣捕獲対策交付金 町内猟友会 1,701,250

町単独土地改良事業補助金 ２２件 9 173 000町単独土地改良事業補助金 ２２件 9,173,000

国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 道後平野土地改良区 1,095,000

奨励果樹育成対策事業補助金 ＪＡえひめ中央　（対象22件） 311,000

マルチ栽培推進事業補助金 ＪＡえひめ中央　（対象44件） 1,343,000

わくわく農業支援事業補助金 ＪＡえひめ中央　（対象14件） 1,460,600

中山間地域等直接支払交付金 対象集落83集落 30,899,060
県営砥部地区かんがい排水事業償還金特別助
成補助金

砥部町土地改良区 5,600,000
農林課

成補助金
しいたけ生産活性化補助金 町森林組合（対象36件） 1,200,000

間伐材出荷促進事業交付金 町森林組合（対象93件） 6,667,000

森林組合育成交付金 町森林組合 2,000,000

㈱グリーンキーパー人材育成交付金 ㈱グリーンキーパー 10,000,000

少年自然愛護活動事業補助金 広田中学校緑の少年団 40,000

林内作業車道開設事業補助金 町森林組合（対象26路線） 1,334,000

造林事業補助金 町森林組合（対象79件） 2,800,624

林業研究実践会交付金 町林業研究実践会 100,000

森林整備担い手確保育成対策事業補助金 ㈱グリーンキーパー、町森林組合 1,510,000

森林整備地域活動支援交付金 町森林組合、伊予森林組合 3,287,700

水源の森林づくり実施事業補助金 町森林組合 204,120

えひめ農林水産物ブランドづくり推進事業補助金 ＪＡえひめ中央（対象４件） 56,000

83,066,709

コミュニティ施設整備事業補助金 南ケ丘区 115,500

課　　　　　　　　計

ミュニティ施設整備事業補助金 南ケ丘区 115,500

道路維持管理費補助金 町内各区（広田地区） 1,705,000

木造住宅耐震診断補助金 ３件 60,000

1,880,500

私立幼稚園就園奨励費補助金 私立幼稚園（６施設） 3,552,000

地域の特性を生かす教育推進事業交付金 町内小・中学校 1,100,000

幼児教育振興補助金 愛育幼稚園 200,000

少年自然の家利用補助金 町内小・中学校 1 106 229学校教育課

建設課

課　　　　　　　　計

少年自然の家利用補助金 町内小・中学校 1,106,229

中学校選手派遣交付金 町内中学校 1,138,495

7,096,724

社会教育関係団体育成補助金
町ＰＴＡ連絡協議会、ボーイスカウト
砥部第１団、少年少女発明クラブ、町
青年団

310,000

伝統芸能育成費補助金
岩谷口獅子舞・北川毛万歳・大平獅子
舞・総津獅子舞

70,000

町人権教育協議会交付金 町人権教育協議会 1 860 000

学校教育課

課　　　　　　　　計

生涯学習課 町人権教育協議会交付金 町人権教育協議会 1,860,000

人権対策協議会砥部支部交付金 人権対策協議会砥部支部 856,840

企業連合会砥部支部交付金 企業連合会砥部支部 321,840

3,418,680

148,594,807合　　　　　　　計

生涯学習課

課　　　　　　　　計


