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作成者：企画財政課

平成３１年度負担金・補助金・交付金一覧表



　Q　負担金・補助金・交付金とは

　　●負担金

　　　　町の施策事業とほぼ同様あるいは、本来町が実施するような事業を補助事業者等が行うものに

　　　対する給付金です。

　　●補助金

　　　　公益性のある活動の中でも、補助事業者等の自主性、任意性が高い活動を補い助けるための

　　　金銭給付で、最も奨励、助成的な趣旨に近い給付金です。

　　●交付金

　　　　町からの一定要件の資金供与により、補助事業者等が労力等の負担提供を伴いながら活動を

　　　展開するもので、政策誘導的な給付金です。



単位：千円

補助・交付金 負担金 計 補助・交付金 負担金 計
A B C D E F C-F

1 議 会 費 0 2,109 2,109 0 2,109 2,109 0

2 総 務 費 26,104 7,467 33,571 44,732 7,365 52,097 △ 18,526

3 民 生 費 142,225 422,947 565,172 252,940 378,033 630,973 △ 65,801

4 衛 生 費 17,129 65,128 82,257 16,150 70,282 86,432 △ 4,175

5 労 働 費 0 0 0 0 0 0 0

6 農林水産 業費 92,536 21,390 113,926 96,204 10,592 106,796 7,130

7 商 工 費 23,648 13,557 37,205 24,071 11,603 35,674 1,531

8 土 木 費 149,754 25,801 175,555 145,164 19,347 164,511 11,044

9 消 防 費 0 399,736 399,736 0 400,267 400,267 △ 531

10 教 育 費 11,612 7,083 18,695 11,698 3,932 15,630 3,065

463,008 965,218 1,428,226 590,959 903,530 1,494,489 △ 66,263

　平成３１年度予算計上していない事業は各表から削除しているため、
　総括と各表の平成３０年度予算額は突合しない場合があります。

平成３１年度　負担金・補助金・交付金一覧表

※平成３０年度予算については、当初予算額としています。

平成３１年度
款

対前年差額

合　計

平成３０年度
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○負担金一覧

H29決算 H30当初 H31当初

【１款　議会費】

1 県町村議会議長会負担金 議会事務局
県内町議会の連絡協調を図り、町議会の円滑な運営と地方自治の
振興発展に寄与する。

県町村議会議長会 2,059 2,059 2,059

2
全国森林環境税創設促進議員
連盟負担金

議会事務局
森林のもつ公益的な機能と役割を広く国民に訴え森林環境税創設
の早期実現をめざすとともに、関係市町村の振興を図る。

全国森林環境税創設促
進議員連盟

20 20 20

3
四国土砂防災ネットワーク議
員連盟負担金

議会事務局
四国地域における土砂災害警戒区域のソフト対策、大規模地震防
災対策、ため池災害関連対策の推進を図る。

四国土砂防災ネット
ワーク議員連盟

30 30 30

2,109 2,109 2,109合                  計

№
補助金等額(千円)

名 称 所管課 交付先名称交付等の目的・内容
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○負担金一覧

H29決算 H30当初 H31当初

【２款　総務費】

1 県町村会負担金 総務課
地方自治の振興・発展に向けた政策に関する各種調査や町村職員
の各種共済事業を行う団体

愛媛県町村会 174 174 174

2
伊予地区行政相談業務協議会
負担金

総務課
行政相談員が組織する団体で、住民の行政に関する苦情等の解決
を促進し、行政の民主的な運営に寄与する。

伊予地区行政相談業務
協議会

30 30 30

3
中予第2地区行政相談業務研
修会負担金

総務課 行政相談委員及び担当職員を対象とした研修会の負担金
中予第２地区行政相談
業務研修会の担当協議
会

4 4 4

4
被害者支援センターえひめ負
担金

総務課 犯罪被害者支援団体が行っている支援活動に対する支援金
被害者支援センターえ
ひめ

22 22 22

5 関東愛媛県人会負担金 総務課
首都圏でふるさと愛媛と関東をつなぐ架け橋として活躍されてい
る関東愛媛県人会に対する負担金

関東愛媛県人会 10 10 10

6 平和首長会議負担金 総務課
核兵器のない平和な世界を実現することを目的に組織された平和
首長会議を加盟都市全体で支えるための負担金

平和首長会議 2 2 2

7 職員研修負担金 総務課
職務を遂行するため必要とされる知識や技能を習得するために、
県町村会等主催の職員研修や自治大学、市町村アカデミーなど全
国規模の研修に参加するための負担金

愛媛県町村会　等 212 298 243

8 公平委員会負担金 総務課
職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分
に関する不服申し立ての審査など、必要な措置を講ずる行政委員
会への負担金

愛媛県人事委員会 23 23 23

9 社会保険協会負担金 総務課
被保険者等の福祉の増進と社会保険制度の普及並びに社会保険事
業の円滑な運営を図る団体への負担金

愛媛社会保険協会 15 15 15

10 県・市町連携政策負担金 総務課
メンタルヘルス対策に係る精神科医及び保健師の共同設置、県主
催セミナーへの参加促進や復職支援システムの作成支援に係る負
担金

愛媛県市町村職員共済
組合

32 59 62

11 日本広報協会負担金 総務課
広報に関する調査、研究等を通じて関係団体の広報力アップを目
的とされた団体への負担金

社団法人日本広報協会 15 15 15

補助金等額(千円)
№ 名 称 所管課 交付等の目的・内容 交付先名称
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○負担金一覧

H29決算 H30当初 H31当初

【２款　総務費】

補助金等額(千円)
№ 名 称 所管課 交付等の目的・内容 交付先名称

12 広報編集講習会負担金 総務課 広報技術等の向上を目的に開催されるセミナーへの参加負担金 社団法人日本広報協会 32 32 32

13
えひめ電子入札共同システム
負担金

企画財政課 電子入札共同システムの開発及び運営費負担金 愛媛県 922 547 670

14 安全運転管理者協議会負担金 総務課
道路交通法に規定された安全運転管理者が、自動車の安全な運転
管理のために行う業務の充実を図る。

松山南安全運転管理者
協議会

23 23 23

15 安全運転管理者講習会負担金 総務課
講習会を受講し、安全運転管理者能力の向上と交通安全意識の向
上を図る。

愛媛県公安委員会 11 11 11

16
県過疎地域自立促進協議会負
担金

企画財政課
過疎市町における各種振興施策を推進し、住民福祉の安定を図
る。

県過疎地域自立促進協
議会

53 57 59

17
県新幹線導入促進期成同盟会
負担金

企画財政課
四国の新幹線導入を促進し、広域交通ネットワークの構築を図
る。

県新幹線導入促進期成
同盟会

7 7 7

18
地方公共団体情報システム機
構負担金

総務課
町字ファイルが安価に入手できる。また、e‐ラーニングによる職
員無料研修や情報化に関する助言を受けることができる。

地方公共団体情報シス
テム機構

45 45 45

19
えひめ地域政策研究センター
負担金

地域振興課
地域政策やまちづくりについて、総合的に調査・研究し、人材の
養成やまちづくり活動の支援を行い、活力ある地域づくりに寄与
する。

えひめ地域政策研究セ
ンター

100 100 100

20
県プロスポーツ地域振興協議
会負担金

地域振興課
県内プロスポーツチームを地域資源と位置づけ、積極的に活用し
地域活性化につなげる。

県プロスポーツ地域振
興協議会

44 44 44

21 愛・野球博実行委員会負担金 地域振興課

「野球王国・愛媛」の認知度の向上、「野球の聖地」として地位
の確立、魅力の発信等により交流人口の拡大、地域の活性化、野
球人口やファンの拡大、競技力の向上に取り組むことを通じて、
スポーツ立県えひめの実現を目指す。

愛・野球博実行委員会 0 250 250

22
えひめ移住交流促進協議会負
担金

地域振興課
県内への移住交流の促進に向け、受入体制の整備や情報発信、戦
略的・効果的な取組の実施等を通じ、魅力ある地域づくりを推進
する。

えひめ移住交流促進協
議会

100 100 100
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○負担金一覧

H29決算 H30当初 H31当初

【２款　総務費】

補助金等額(千円)
№ 名 称 所管課 交付等の目的・内容 交付先名称

23 地域おこし協力隊研修負担金 地域振興課 地域おこし協力隊の研修会参加費 研修主催者 0 6 6

24 松山南交通安全協会負担金 総務課
交通安全活動を推進するため、各種会議や研修会等を開催し、地
域交通安全に寄与する。

松山南交通安全協会 1,129 1,129 1,129

25 松山南地区防犯協会負担金 総務課
犯罪のない明るい地域社会を目指し、地域ぐるみの安全活動の推
進を図るとともに、各種防犯団体の円滑な発展に寄与する。

松山南地区防犯協会 1,483 1,483 1,483

26
県高速道路交通安全協議会負
担金

総務課
高速道路における交通安全意識の普及高揚と交通事故の防止に努
め、安全かつ円滑な交通の実現に寄与する。

県高速道路交通安全協
議会

20 20 20

27
愛媛地方税滞納整理機構負担
金

戸籍税務課
税の滞納整理を行うため、県下市町で構成された一部事務組合に
対する運営負担金

愛媛地方税滞納整理機
構

1,800 1,800 1,800

28
(財)資産評価システム研究セ
ンター負担金(研修負担金を含
む）

戸籍税務課
資産評価に関する調査研究、システム開発及び研究会・講習会等
を開催するための機関に対する正会員会費

(財)資産評価システム研
究センター

64 64 68

29
松山地区租税教育推進協議会
負担金

戸籍税務課
租税教育を推進するための教材制作や教室開催などの運営負担金
【松山税務署管内市町】

松山地区租税教育推進
協議会

17 17 17

30
軽自動車税申告書デジタル情
報化システム負担金

戸籍税務課 軽自動車異動処理のデジタル情報化に伴う分担金 県町村会 350 400 400

31 地方税共同機構負担金 戸籍税務課
地方税共同機構の事務経費に対し負担を行い、エルタックスシス
テムの安定的な運営を図る。

地方税共同機構 351 357 384

32
地方公共団体情報システム機
構負担金

戸籍税務課 軽自動車税の重課情報等の提供を受けるための負担金
地方公共団体情報シス
テム機構

89 112 104

33 県連合戸籍事務協議会負担金 戸籍税務課
総会及び研修会の開催通知、協議問題の印刷、会議費、会長表彰
などの運営負担金

県連合戸籍事務協議会 11 11 11
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○負担金一覧

H29決算 H30当初 H31当初

【２款　総務費】

補助金等額(千円)
№ 名 称 所管課 交付等の目的・内容 交付先名称

34
中予地域戸籍事務協議会負担
金

戸籍税務課
総会及び研修会の開催通知、協議問題の印刷、会議費、会長表彰
などの運営負担金

中予地域戸籍事務協議
会

1 1 1

35 県統計協会負担金 企画財政課
統計の改善向上と統計思想の普及・啓発を目的として設立された
団体への負担金

県統計協会 23 23 23

36 県町村監査委員協議会負担金 議会事務局
町村における監査の円滑適正な執行と監査委員制度の健全な発展
を図り、地方自治の振興発展に資する。

県町村監査委員協議会 50 50 80

7,264 7,341 7,467合                  計
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○補助金及び交付金一覧

H29決算 H30当初 H31当初

【２款　総務費】

1 自治活動推進交付金 総務課
区の自治活動を支援するため、良好な地域社会の維持及び形成に
資することを目的とした活動に対し助成する。

行政区 4,484 4,521 4,474

2
地方公共団体情報システム機
構交付金

総務課
社会保障・税番号制度における中間サーバー・プラットフォーム
の利用に係る交付金

地方公共団体情報シス
テム機構

1,445 2,030 5,313

3
集会所・広場整備事業費補助
金

地域振興課
地域の均衡な発展と住民の生活福祉の向上を図るため、地域が行
う集会所の改修や耐震診断、広場整備に対し補助する。

行政区 1,414 25,565 6,474

4 青少年国際交流事業費補助金 地域振興課
青少年を対象に海外研修を実施し、国際社会に対応する豊かな国
際感覚を身に付け、活力あるまちづくりに貢献する人材の育成を
図る。

青少年（研修生）の保
護者

3,420 3,520 1,208

5
移住者住宅改修支援事業費補
助金

地域振興課
移住者の生活拠点を確保し、多様なライフスタイルを実現できる
よう「住まいの確保」に要する経費を支援し、移住促進を図る。

移住者 4,000 4,200 4,200

6 LED防犯灯設置事業費補助金 総務課
各行政区の防犯灯整備要望に対し、犯罪のない安全・安心なまち
づくりと経費節減や地球温暖化対策を推進するため、補助金を交
付する。

行政区 3,237 2,768 2,771

7
通知カード・個人番号カード
関連事務委任交付金

戸籍税務課
地方公共団体情報システム機構へ通知カード・個人番号カードの
作成等の委任

地方公共団体情報シス
テム機構

1,664 2,128 1,664

19,664 44,732 26,104

補助金等額(千円)

合                  計

№ 名 称 所管課 交付等の目的・内容 交付先名称
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○負担金一覧

H29決算 H30当初 H31当初

【３款　民生費】

1 県民生児童委員協議会負担金 介護福祉課
民生委員・児童委員活動の推進をとおして、地域の人々が安心し
て暮らせる地域社会づくりを目的とした県単位の団体

県民生児童委員協議会 264 264 264

2
心身障害者扶養共済保険料負
担金

介護福祉課
障がい者を保護している方が健康なうちに掛金を拠出し、保護者
が死亡したり重度障がいとなった場合、障がい者に年金を支給す
る制度で、掛金の一部を負担し、加入促進を図る。

県 2,792 2,503 2,711

3
伊予市・伊予郡養護老人ホー
ム組合負担金

介護福祉課
伊予市・伊予郡養護老人ホーム和楽園の経常経費と建設経費に対
する、構成市町の負担金

伊予市・伊予郡養護老
人ホーム組合

33,289 37,332 44,055

4
松山広域福祉施設事務組合負
担金

介護福祉課
松山地区広域市町圏事業の一つとして近隣市町で事務組合が組織
され、特別養護老人ホーム久谷荘と救護施設みかさ荘の運営に対
する負担金

松山広域福祉施設事務
組合

3,408 3,408 3,408

5
県シルバー人材センター負担
金

介護福祉課
働く意欲のある高齢者に請負、委任により働く場を確保するため
組織された県単位の団体への負担金

社団法人愛媛県シル
バー人材センター連合
会

20 20 20

6 テレビ組合負担金 介護福祉課
テレビ共聴組合(総津テレビ組合)に対する負担金：広田老人憩い
の家

総津テレビ組合 2 2 2

7
総津地区NHK共聴ケーブル
改修工事負担金

介護福祉課
総津テレビ組合が実施するNHK光共聴ケーブル改修工事に対する
負担金：広田老人憩いの家

総津テレビ組合 0 0 60

8
総津地区NHK共聴ケーブル
改修工事負担金

介護福祉課
総津テレビ組合が実施するNHK光共聴ケーブル改修工事に対する
負担金：高齢者生活福祉センター

総津テレビ組合 0 0 60

9
県後期高齢者医療広域連合負
担金

保険健康課
医療に係る費用から被保険者が支払う自己負担額を引いた額の１
２分の１相当額に対する負担金

県後期高齢者医療広域
連合

244,734 232,705 234,815

10 県国保連合会負担金 保険健康課
広域連合より委託を受けて実施した後期高齢者健診費用（広域連
合より全額受託収入として歳入）

国民健康保険団体連合
会

3,494 4,363 6,370

11
子ども・子育て支援金
（幼稚園施設型給付費負担
金）

子育て支援課
幼稚園での教育に対する費用を、保護者に対し施設を介し給付す
る。

各幼稚園 3,310 2,940 4,435

交付先名称
補助金等額(千円)

№ 名 称 所管課 交付等の目的・内容
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○負担金一覧

H29決算 H30当初 H31当初

【３款　民生費】

交付先名称
補助金等額(千円)

№ 名 称 所管課 交付等の目的・内容

12
子ども・子育て支援金
（認定子ども園施設型給付費
負担金）

子育て支援課
認定こども園での教育・保育に要する費用を、保護者に対し施設
を介し給付する。

各認定子ども園 75,897 79,551 113,848

13
子ども・子育て支援金
（保育所施設型給付費負担
金）

子育て支援課
保育所での保育に要する費用を、保護者に対し施設を介し給付す
る。

各保育所 14,475 13,989 12,045

14
病児・病後児保育広域利用負
担金

子育て支援課
「まつやま圏域未来共創ビジョン」に基づき、病児保育施設利用
に対して負担を行い、利用者の利便性を図る。

松山市 25 80 80

15 松山圏域連携婚活事業負担金 子育て支援課
「まつやま圏域未来共創ビジョン」に基づき、未婚・晩婚化の解
消を図るため、中予圏域の3市3町が連携・共同して実施する、婚
活支援事業に対する負担金

松山市 291 267 257

16 保育協議会負担金 子育て支援課
公立私立の認可保育所・認定こども園で構成され、保育関係者の
研修活動、調査研究などを行う団体への負担金（宮内・麻生・広
田保育所）

伊予郡保育協議会 119 145 140

17
日本スポーツ振興センター負
担金

子育て支援課
認可保育所における児童が災害等にあった場合、その治療費や見
舞金の給付を行うための共済掛金（宮内・麻生）

日本スポーツ振興セン
ター

85 98 97

18 各種研修会負担金 子育て支援課 職員研修会参加負担金（宮内・麻生・広田保育所） 伊予郡保育協議会他 29 47 66

19 テレビ組合負担金 子育て支援課 テレビ共聴組合(総津テレビ組合)に対する負担金：広田保育所 総津テレビ組合 2 2 2

20
総津地区NHK共聴ケーブル
改修工事負担金

子育て支援課
総津テレビ組合が実施するNHK光共聴ケーブル改修工事に対する
負担金：広田保育所

総津テレビ組合 0 0 60

21 児童健全育成推進財団負担金 子育て支援課
児童館の活動を支援するとともに、児童福祉に関する調査研究、
情報の提供など児童福祉関連の事業を推進し、以て児童福祉の向
上に資することを目的とする。（砥部・麻生児童館）

児童健全育成推進財団 30 30 30

22 県児童館連絡協議会負担金 子育て支援課
児童館としての役割、機能を認識し、地域における児童健全育成
活動の拡充・推進を図る。また、児童厚生員の資質向上を積極的
に行い、児童館の活性化に寄与する。（砥部・麻生児童館）

県児童館連絡協議会 20 20 20

9



○負担金一覧

H29決算 H30当初 H31当初

【３款　民生費】

交付先名称
補助金等額(千円)

№ 名 称 所管課 交付等の目的・内容

23 保育協議会負担金 子育て支援課
公立私立の認可保育所・認定こども園で構成され、保育関係者の
研修活動、調査研究などを行う団体への負担金（砥部こども園）

伊予郡保育協議会 37 51 47

24
日本スポーツ振興センター負
担金

子育て支援課
認定こども園における児童が災害等にあった場合、その治療費や
見舞金の給付を行うための共済掛金（砥部こども園）

日本スポーツ振興セン
ター

36 39 30

25 各種研修会負担金 子育て支援課 職員研修会参加負担金（砥部こども園） 伊予郡保育協議会他 13 22 25

382,372 377,878 422,947合                  計

10



○補助金及び交付金一覧

H29決算 H30当初 H31当初

【３款　民生費】

1 社会福祉協議会運営費補助金 介護福祉課
地域福祉推進の中核組織として在宅福祉サービスや相談援助・ボ
ランティアの仲介等の公共的な活動を中立公正に推進している社
会福祉協議会に対し補助金を交付する。

町社会福祉協議会 23,558 23,551 22,144

2 県更生保護会交付金 介護福祉課
刑余者等の社会復帰のための補導及び援護を目的に活動する県更
生保護会に対し交付金を交付する。

県更生保護会 21 22 22

3 伊予地区保護司会交付金 介護福祉課
罪を犯した者の更生保護と施設に収容された者に対する環境調整
等につとめ、地域社会の犯罪予防を目的に活動する保護司会に対
し交付金を交付する。

伊予地区保護司会 488 489 489

4
伊予地区更生保護女性会交付
金

介護福祉課
更生保護の心を広め、次代を担う青少年の健全な育成に努め、過
ちに陥った人の更生の支えとなり、明るく住みよい社会づくりを
目指す地区女性会に対し交付金を交付する。

伊予地区更生保護女性
会

85 85 85

5
更生保護女性会砥部支部交付
金

介護福祉課
更生保護の心を広め、青少年の健全な育成に努め、過ちに陥った
人の更生の支えとなり、明るく住みよい社会づくりを目指す女性
会砥部支部に対し定額で交付金を交付する。

伊予地区更生保護女性
会砥部支部

50 50 50

6 町遺族会交付金 介護福祉課
遺族に対する福祉増進を図るため行われる平和、反戦等社会福祉
活動を、各地区（砥部・原町・広田）で行っている遺族会に対し
交付金を交付する。

町各地区遺族会 465 440 440

7 町民生児童委員協議会交付金 介護福祉課
民生児童委員活動の推進と委員相互の連携を図るための経費とし
て交付する

町民生児童委員協議会 404 283 283

8
障がい者福祉団体活動費補助
金

介護福祉課
障がい者団体が行う公益性のある活動に対して、その活動費の一
部を補助することにより、団体の活性化及び障がい者福祉の増進
を図る。

とべ・ひびき会
町精神障害者地域家族
会みなみ会
町手をつなぐ育成会

163 343 248

9
地域活動支援センターⅢ型事
業費補助金

介護福祉課

社会福祉法人等が行う地域活動支援センターⅢ型事業の実施に要
する経費に対し、補助金を交付することにより、障がい者等の地
域生活支援の促進を図るとともに障がい者等に対する理解の促進
を図る。

社会福祉法人南風会 6,360 6,360 7,613

10 介護基盤整備等事業費補助金 介護福祉課
砥部町における介護基盤整備（小規模多機能型居宅介護の新設、
介護療養型医療施設から介護医療院への転換）を行う費用を支援
する。

砥部寿会
広寿会
八倉医院

0 0 79,424

補助金等額(千円)
№ 名 称 所管課 交付等の目的・内容 交付先名称
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○補助金及び交付金一覧

H29決算 H30当初 H31当初

【３款　民生費】

補助金等額(千円)
№ 名 称 所管課 交付等の目的・内容 交付先名称

11
介護施設開設準備経費助成事
業補助金

介護福祉課
砥部町における介護基盤整備（小規模多機能型居宅介護の新設、
介護療養型医療施設から介護医療院への転換）を行う施設開設準
備経費を支援する。

砥部寿会
広寿会
八倉医院

0 0 17,600

12
砥部町老人クラブ育成事業交
付金

介護福祉課
高齢者の生きがいと健康づくりを目的に、砥部町老人クラブ連合
会が行う各種事業に対して交付する。

町老人クラブ連合会 2,975 3,079 2,887

13
砥部町シルバー人材センター
運営事業交付金

介護福祉課 運営事業費の一部を補助
町シルバー人材セン
ター

1,957 2,768 700

14
社会福祉法人等利用者負担軽
減措置事業費補助金

介護福祉課
社会福祉法人等が生計困難者に対し介護保険サービスに係る利用
者負担額軽減を行った場合に、法人等に対し助成する。

国民健康保険団体連合
会

0 28 28

15
ファミリー・サポート・セン
ター利用料補助金

子育て支援課
ファミリー・サポート・センターの利用促進のため、１月当たり
２５時間分を限度とした利用料の半額助成を行なう。

利用会員 798 792 972

16 子育て用品購入費助成金 子育て支援課
子育てに必要なおむつ等の子育て用品の購入費用を助成すること
で子育ての経済的負担を軽減し、福祉の向上及び少子化対策に寄
与する。

乳児の保護者 4,939 6,120 5,490

17 愛顔の子育て応援事業助成金 子育て支援課
子育てに必要な紙おむつの購入費用を助成することで子育ての経
済的負担を軽減し、愛媛の将来を担う子どもの子育てを応援する
とともに、県内の出生率の向上につなげる。

第2子以降の乳児の保護
者

1,156 3,750 3,750

43,419 48,160 142,225合                  計
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○負担金一覧

H29決算 H30当初 H31当初

【４款　衛生費】

1 職員研修参加負担金 保険健康課 職員研修会への参加負担金 各種講習会の主催団体 13 5 5

2 病院群輪番制市町負担金 保険健康課
救急車により直接搬入される重症救急患者に対応するため、松山
圏域の救急医療体制の整備に対する負担金

松山市 9,163 9,409 10,265

3
伊予地区救急医療対策協議会
関係市町分担金

保険健康課 伊予地区救急医療対策協議会の経費に係る分担金
伊予地区救急医療対策
協議会

47 47 47

4
伊予地区在宅当番医制運営費
関係市町分担金

保険健康課 伊予地区休日診療を行なう在宅当番医制運営事業に対する分担金 伊予市 890 895 890

5 伊予消防等事務組合負担金 生活環境課 伊予地区広域斎場(聖浄苑)の運営に係る負担金 伊予消防等事務組合 9,035 7,631 8,476

6 小田藤華苑使用料助成負担金 生活環境課
広田地区火葬場の廃止に伴い、当該地区住民が小田藤華苑を使用
する際の火葬料の差額を助成

申請者 0 60 60

7 県自然保護協会負担金 生活環境課
県内の優れた自然の風景地を保護し、自然保護と環境意識の高揚
を図るため設立された団体への負担金

県自然保護協会 8 8 8

8
エネルギー管理講習受講負担
金

生活環境課
改正省エネ法の「特定事業者」指定による、職員の技能習得のた
めの受講負担金

一般財団法人　省エネ
ルギーセンター

17 18 18

9
肱川流域清流保全推進協議会
負担金

生活環境課
肱川に関係する団体等で構成され、河川についての情報連絡調整
するための運営負担金

肱川流域清流保全推進
協議会

11 11 11

10
松山圏域連携浄化槽普及促進
協議会負担金

生活環境課
合併浄化槽の普及促進を図ることにより生活排水による河川等公
共水域の水質汚濁防止に寄与する。

松山圏域連携浄化槽普
及促進協議会

11 23 23

11 松山衛生事務組合負担金 生活環境課
松山市・東温市・砥部町により構成され、し尿及び浄化槽汚泥を
処理するための運営・建設負担金

松山衛生事務組合 43,223 43,223 43,223

補助金等額(千円)
№ 名 称 所管課 交付等の目的・内容 交付先名称

13



○負担金一覧

H29決算 H30当初 H31当初

【４款　衛生費】

補助金等額(千円)
№ 名 称 所管課 交付等の目的・内容 交付先名称

12
大洲・喜多衛生事務組合負担
金

生活環境課
大洲市・伊予市・内子町・砥部町で構成されており、し尿及び浄
化槽汚泥を処理するための運営・建設負担金

大洲・喜多衛生事務組
合

4,704 8,632 1,778

13
作業主任者技能講習受講料負
担金

生活環境課
乾燥設備作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主
任者技能講習受講料負担金

（公社）愛媛労働基準
協会

0 0 24

14 水道事業会計負担金 上下水道課 水道事業会計における、児童手当負担金 町 285 320 300

67,407 70,282 65,128合                  計
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○補助金及び交付金一覧

H29決算 H30当初 H31当初

【４款　衛生費】

1 予防接種費助成金 保険健康課 里帰り等により県外で予防接種を実施した者への助成金 申請者 198 50 50

2
犬・ねこの不妊去勢手術補助
金

生活環境課
犬・ねこの不必要な繁殖を未然に防ぎ、不妊去勢の推進を図るた
めの費用の一部を補助

申請者 345 400 370

3
野良猫（地域猫）対策支援事
業助成金

生活環境課
公益社団法人愛媛県獣医師会が実施する「野良猫（地域猫）対策
支援事業」への支援を行い、地域猫活動の活性化を促すための助
成金

公益社団法人愛媛県獣
医師会

10 10 10

4
住宅用新エネルギー機器設置
費補助金

生活環境課
住民の省エネ意識を高め、環境に優しいまちづくりを推進するた
め、家庭用蓄電池・燃料電池の設置費用の一部を補助

申請者 0 0 1,000

5 浄化槽設置整備事業補助金 生活環境課
当面の間、下水道の整備が見込まれない区域に浄化槽を設置する
者に対し費用の一部を補助

申請者 7,834 13,666 13,666

6 妊婦一般健康診査費助成金 保険健康課 妊婦一般健康診査（里帰り）の助成金 里帰り妊婦 35 152 153

7 特定不妊治療費助成金 保険健康課
体外受精及び顕微授精（特定不妊治療）を行っている夫婦に対す
る助成金

申請者 400 500 500

8 新生児聴覚検査費助成金 保険健康課 里帰り等により県外で新生児聴覚検査を実施した者への助成金 申請者 0 4 12

9
食生活改善推進活動事業補助
金

保険健康課 食生活改善推進活動に対する補助
町食生活改善推進協議
会

250 250 250

10
ごみ減量化・資源化推進事業
補助金

生活環境課
生ごみ処理機購入、ごみ集積場所整備、廃品回収などを実施する
団体、個人へ補助

申請者 742 1,118 1,118

9,814 16,150 17,129

補助金等額(千円)

合                  計

№ 名 称 所管課 交付等の目的・内容 交付先名称
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○負担金一覧

H29決算 H30当初 H31当初

【６款　農林水産業費】

1 県農業会議負担金 農林課
町農業委員会長が常設審議委員となる都道府県ごとに設置された
農業委員会等に関する法律第43条の業務をする団体への拠出金

県農業会議 402 402 402

2
農業委員会職員研究協議会負
担金

農林課 農業委員会職員が研修するための協議会への負担金
県農業委員会職員研究
協議会

6 6 4

3 農業者年金連絡協議会負担金 農林課
農業者年金機関の連絡協調体制を整え、愛媛県における農業者年
金事業の円滑な推進を図る団体への負担金

県農業者年金連絡協議
会

12 12 12

4
伊予地区農業改良普及事業推
進協議会負担金

農林課
農業改良普及事業の推進を図るため、その発展と効率化に寄与す
ることを目的とする団体への負担金（平成29年度より伊予広域営
農団地推進協議会を統合）

伊予地区農業改良普及
事業推進協議会

145 145 145

5
伊予地区農業技術者連絡協議
会負担金

農林課
伊予地区の農業振興の発展並びに農家生活の向上に寄与すること
を目的とする団体への負担金

伊予地区農業技術者連
絡協議会

4 4 4

6
農業用廃プラスチック適正処
理推進協議会負担金

農林課
廃プラスチック適正処理に関する今後の方向づけを行い、農村に
おける環境の保全及び施設園芸の健全な発展に資することを目的
とする団体への負担金

えひめ中央地区農業用
廃プラスチック適正処
理推進協議会

10 10 10

7
えひめ愛フード推進機構負担
金

農林課
愛媛県産農林水産物の販売拡大及び地産地消の活動等を積極的に
推進するための事業を行う団体への負担金

えひめ愛フード推進機
構

20 20 20

8 全国山村振興連盟負担金 農林課
山村の経済、文化、社会等各面の開発向上を促進し、住民の生活
と福祉の向上を図ることを目的とする団体への負担金

全国山村振興連盟愛媛
県支部

40 40 45

9
中予家畜衛生推進協議会負担
金

農林課
家畜防疫、家畜衛生技術の総合指導及び家畜衛生情報の相互交換
を円滑にし、家畜衛生技術の浸透を図るとともに地域の畜産発展
に資することを目的とする団体への負担金

県中予家畜衛生推進協
議会

50 48 47

10 県畜産協会負担金 農林課
農業者等の畜産経営の発展を図るとともに、良質な畜産物の生産
と安定的供給に貢献し、畜産の振興に寄与することを目的とする
協会への会費

公益社団法人愛媛県畜
産協会

38 36 36

11
県グリーン・ツーリズム推進
協議会負担金

農林課
愛媛型グリーン・ツーリズムを推進し、都市と農山漁村の交流等
により農山漁村の活性化等を図ることを目的とする団体への負担
金

県グリーン・ツーリズ
ム推進協議会

20 20 20

補助金等額(千円)
№ 名 称 所管課 交付等の目的・内容 交付先名称
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○負担金一覧

H29決算 H30当初 H31当初

【６款　農林水産業費】

補助金等額(千円)
№ 名 称 所管課 交付等の目的・内容 交付先名称

12
まつやま圏域農林水産業活性
化事業実施負担金

農林課
圏域6市町の地場産品・特産品を活用した商品開発を行うため、
六次産業化プランナーへコーディネート委託を行うための負担金

松山市 50 50 50

13
えひめ・まつやま産業まつり
参加負担金

農林課
県内の市町、商工団体、農林水産団体等の連携のもと、地域特産
品の展示・即売、伝統工芸品の製造実演などにより、ふるさと情
報を広く発信することを目的とする団体への参加負担金

えひめ・まつやま産業
まつり実行委員会

15 15 15

14
県営事業負担金
（土地改良施設）

建設課
愛媛県が実施する県営の土地改良事業の費用について、事業費の
一部を負担している

県 4,000 2,500 13,125

15 道後平野土地改良区賦課金 建設課 道後平野農業水利施設の維持管理のための賦課金 道後平野土地改良区 5,825 5,831 5,831

16
愛媛県土地改良事業団体連合
会賦課金

建設課
土地改良事業の適切かつ効率的な運営を確保し、及びその共同の
利益を増進することを目的とする団体への賦課金（特別賦課金含
む）

県土地改良事業団体連
合会

137 103 176

17
伊予市伊予郡土地改良事業協
議会賦課金

建設課
県土地改良事業団体連合会の下部組織で、関係市町の首長が会員
の代表を務めている団体への賦課金（特別賦課金含む）

伊予市伊予郡土地改良
事業協議会

172 156 229

18 県ダム発電関係協議会負担金 建設課
水源地域及び電源地域が担う公益的役割に鑑み、交付金等の適切
な行財政措置の確立を図ることを目的とする団体への会費（全国
協議会費含む）

県ダム所在・発電関係
市町協議会

16 16 16

19
伊予市伊予郡土地改良事業協
議会現地研修負担金

建設課 研修負担金
伊予市伊予郡土地改良
事業協議会

60 60 60

20
松山地区林材業振興会議負担
金

農林課
市町及び林材業関係団体等が一体となって、地区林材業振興のた
めの施策推進することを目的とした団体への負担金

松山地区林材業振興会
議

124 124 124

21 県森林土木協会負担金 農林課
森林土木事業に関する施策を考究し、事業の普及に努め、森林土
木事業の円滑な事業推進を図ることを目的とした団体への負担金

県森林土木協会 65 365 410

22
今治・松山流域森林林業活性
化センター負担金

農林課
今治・松山流域の森林整備、林業生産活動の活性化を図ることを
目的とした団体への負担金

今治・松山流域森林林
業活性化センター

416 416 416

17



○負担金一覧

H29決算 H30当初 H31当初

【６款　農林水産業費】

補助金等額(千円)
№ 名 称 所管課 交付等の目的・内容 交付先名称

23
えひめ農林漁業振興機構負担
金

農林課
林業就業促進の貸付け、林業雇用改善事業を実施している団体へ
の負担金

えひめ農林漁業振興機
構

37 37 37

24 緑の少年団愛媛県連盟負担金 農林課
次代を担う子供たちが、緑と親しみ、緑を愛し、緑を守り育てる
活動を通じて、ふるさとを愛し、人を愛する心豊かな人間に育っ
ていくことを目的とした自主的な団体への会費

緑の少年団愛媛県連盟 9 12 12

25 公有林野対策協議会負担金 農林課
公有林の適正な管理経営の啓発指導等、合理的経営の推進を図
る。

公有林野対策協議会 6 7 7

26 テレビ組合負担金 農林課 テレビ共聴組合(総津テレビ組合)に対する負担金：林間休憩施設 総津テレビ組合 2 2 2

27 猟友会加入負担金 農林課 猟友会加入に係る負担金 伊予地区猟友会各支部 160 135 135

11,841 10,572 21,390合                  計
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○補助金及び交付金一覧

H29決算 H30当初 H31当初

【６款　農林水産業費】

1 愛媛県農業共済組合補助金 農林課
農業共済組合が行う共済制度の運用費対し助成を行い、農業者の
経営安定化を図る。

愛媛県農業共済組合 367 303 303

2 農業近代化資金利子補給金 農林課
農業者及びその組織する団体に対し低利資金の融資を円滑にする
措置を講じて農業の経営の近代化と合理化を図り、その振興に資
する。

農業近代化資金を貸し
付ける融資機関

123 158 127

3
農業用廃プラスチック適正処
理事業費補助金

農林課
農家から排出される産業廃棄物を適正に処理するとともに、農家
負担の軽減に努める。

えひめ中央農協 308 400 416

4
奨励果樹等育成対策事業費補
助金

農林課
農業団体が奨励する果樹等の苗木購入費に対し助成を行うことで
優良系統等への転換を図り、産地の強化に努める。

えひめ中央農協 2,236 3,065 2,892

5 マルチ栽培推進事業費補助金 農林課
果樹のマルチ資材購入費に対し助成を行うことでマルチ栽培を推
進し、果樹の品質向上を図る。

えひめ中央農協 1,725 2,756 2,672

6
果樹産地強化支援事業費補助
金

農林課
奨励果樹の果皮障害防止のため、施設栽培における雨水侵入対策
や被覆資材の耐久性向上等に係る資材導入の助成を行うことで、
産地力の強化を図る。

えひめ中央農協 0 6,000 6,000

7
経営所得安定対策直接支払推
進事業費補助金

農林課
経営所得安定対策を円滑に実施するために事務費として交付す
る。

砥部町農業再生協議会 260 200 200

8 柑橘放任園対策事業費補助金 農林課
柑橘放任園から発生する病害虫の被害拡大を防ぐため、柑橘放任
園伐採に要する経費に対し助成を行う。

えひめ中央農協 100 576 576

9
次代を担う若い農林漁業就業
促進事業費補助金

農林課
就農研修資金償還免除事業の対象認定者が、借り受けた就農研修
資金の償還に要する経費に対し助成を行う。

青年就農者 150 150 150

10
生活研究グループ育成費交付
金

農林課 農林家女性で組織する団体に助成し活動を支援する。
町生活研究グループ連
絡協議会

100 100 100

11
青年農業者協議会育成費交付
金

農林課 農業後継者で組織する団体に助成し活動を支援する。 町青年農業者協議会 150 150 150

交付先名称
補助金等額(千円)

№ 名 称 所管課 交付等の目的・内容
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○補助金及び交付金一覧

H29決算 H30当初 H31当初

【６款　農林水産業費】

交付先名称
補助金等額(千円)

№ 名 称 所管課 交付等の目的・内容

12
認定農業者協議会育成費交付
金

農林課 認定農業者で組織する団体に助成し活動を支援する。 町認定農業者協議会 150 150 150

13 農業次世代人材投資資金 農林課
経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対し資金を交付し、
青年農業者の就農意欲の喚起と就農後の定着を図る。

青年就農者 9,750 8,250 10,500

14 広田自然薯組合育成費交付金 農林課
自然薯の生産・販売を促進するために広田自然薯組合に助成し活
動を支援する。

広田自然薯組合 100 100 100

15
砥部陶街道グリーン・ツーリ
ズム推進協議会育成費交付金

農林課
農山漁村地域において自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型
の余暇活動を行う農淋漁家で組織する団体に助成し活動を支援す
る。

砥部陶街道グリーン・
ツーリズム推進協議会

0 150 150

16 川井営農組合育成費交付金 農林課
担い手が不足する川井地域で、農業・農地を守るために組織され
た集落営農組織に助成し活動を支援する。

川井営農組合 250 250 250

17 中山間地域等直接支払交付金 農林課
中山間地域の多面的機能の維持及び確保のために協定参加集落に
助成し、農業生産活動を支援する。

協定参加集落 11,506 11,520 11,560

18
環境保全型農業直接支払交付
金

農林課
農業の有する多面的機能のうち自然環境の保全に資する農業生産
活動を支援する。

農業者の組織する団体 0 137 119

19
農村環境保全向上活動支援事
業交付金

農林課
農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の
共同活動と、地域資源の適切な保全管理を支援するための交付金
及び、事業を推進するための交付金

活動組織
愛媛県多面的機能支援
推進協議会

375 394 396

20
六次産業化推進グループ活動
事業費交付金

農林課 ひろた地域で取り組む六次産業化推進事業を支援する。
ひろた地域づくり協議
会

966 700 700

21
国営造成施設管理体制整備促
進事業補助金

建設課
国営造成施設の管理をしている道後平野土地改良区への管理支援
費

道後平野土地改良区 799 799 799

22
砥部地区かんがい排水施設維
持管理費補助金

建設課 銚子ダムの維持管理費に対する助成
伊予郡砥部町土地改良
区

3,900 3,900 3,900
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○補助金及び交付金一覧

H29決算 H30当初 H31当初

【６款　農林水産業費】

交付先名称
補助金等額(千円)

№ 名 称 所管課 交付等の目的・内容

23 町単独土地改良事業補助金 建設課 国・県の補助対象とならない土地改良事業に対する補助 受益者代表 11,025 12,000 10,000

24
しいたけ生産活性化対策事業
費補助金

農林課 しいたけの種駒に補助し、しいたけ生産の活性化を図る。 砥部町森林組合 977 1,200 1,200

25 町単独補助林道事業費補助金 農林課
森林整備の基盤である林内路網の整備、改良をし、森林整備の効
率化を図る。

林家 6,070 5,373 4,231

26 造林事業費補助金 農林課 森林組合が行う間伐等に対し助成することで、森林整備を図る。 砥部町森林組合 5,468 5,933 5,933

27 間伐材出荷促進事業費交付金 農林課 間伐を促進し、木材の利用拡大を図る。 砥部町森林組合 6,667 7,500 7,500

28 町森林組合育成事業費交付金 農林課
森林組合の運営に対し助成し、組合組織の強化を図り、町内林業
の振興を図る。

砥部町森林組合 2,000 2,000 2,000

29 林業事業体人材育成費交付金 農林課 林業の担い手確保と育成活動に対し助成する。 (株)グリーンキーパー 7,000 8,000 8,000

30
林業研究実践会育成事業費交
付金

農林課 林業経営者で組織された団体の運営に対し助成する。 林業研究実践会 100 100 100

31 緑の少年団活動事業費交付金 農林課
自然に親しむ心豊かな少年少女を育成することを目的とし、麻
生・宮内・砥部・広田小学校緑の少年団活動に対し支援する。

麻生・宮内・砥部・広
田小学校緑の少年団

120 160 160

32
森林整備担い手確保育成対策
事業費補助金

農林課 林業事業体が行う労働安全衛生、福利厚生の充実を図る。 (株)グリーンキーパー 2,568 2,790 2,790

33
有害鳥獣捕獲隊支援事業費補
助金

農林課
捕獲技術の向上や計画的な捕獲の取組を支援することにより野生
鳥獣による農林作物等の被害の軽減を図る。

砥部町鳥獣被害防止対
策協議会

372 451 470
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○補助金及び交付金一覧

H29決算 H30当初 H31当初

【６款　農林水産業費】

交付先名称
補助金等額(千円)

№ 名 称 所管課 交付等の目的・内容

34
鳥獣被害防止緊急捕獲等対策
事業費補助金

農林課
有害鳥獣緊急捕獲活動を通じて、効果的な捕獲対策を実施するこ
とで、鳥獣による農林作物等の被害の軽減を図る。

砥部町鳥獣被害防止対
策協議会

2,154 2,328 1,991

35 有害鳥獣捕獲事業費交付金 農林課
有害鳥獣による農作物への被害を防止するため、猟友会に対し助
成し、生産意欲向上に努める。

砥部町有害鳥獣捕獲隊 5,067 6,099 5,781

36 水産動植物増殖事業費交付金 農林課
水系維持促進のため漁業協同組合が実施する放流事業に対し助成
する。

重信川漁業協同組合
肱川漁業協同組合

170 170 170

83,073 94,312 92,536合                  計
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○負担金一覧

H29決算 H30当初 H31当初

【７款　商工費】

1 県職業能力開発協会負担金 地域振興課
職業訓練その他職業能力の開発並びに技能評価制度を普及し促進
させることを目的にしている。能力開発や技能検定を行うなど砥
部焼の振興にもつながっている。

県職業能力開発協会 5 5 5

2 県発明協会県負担金 地域振興課
発明思想を県民に普及し、発明考案を奨励して産業の振興を図る
ことを目的にしている。

（一社）愛媛県発明協
会

45 45 45

3
東温・砥部販路拡大ステップ
アップ事業負担金

地域振興課
主に食に限定される、連携中枢都市圏で実施する商談力向上支援
事業に加え、1市1町合同で、食以外の分野を中心にバイヤーを招
致し、販路拡大を目指すもの。

東温・砥部販路拡大ス
テップアップ事業実行
委員会

203 245 203

4
松山圏域中小企業商談力向上
支援事業負担金

地域振興課 連携中枢都市圏構想に基づき実施する中小企業対策事業費負担金
松山圏域中小企業販路
開拓市実行委員会

144 120 78

5
県地域産業活性化協議会負担
金

地域振興課
県と市町及び関係機関の連携により、企業誘致の推進を図ること
を目的にしている。

県地域産業活性化協議
会

72 90 90

6 砥部焼まつり運営費負担金 地域振興課 砥部焼まつり開催に係る経費負担
砥部焼まつり実行委員
会

7,500 2,000 2,000

7
秋の砥部焼まつり運営費負担
金

地域振興課 秋の砥部焼まつり開催に係る経費負担
秋の砥部焼まつり実行
委員会

3,364 5,946 6,239

8
松山BEERフェス運営費負担
金

地域振興課 松山BEERフェス開催に係る経費負担
松山BEERフェス実行委
員会

0 0 1,200

9
伝統的工芸品産業振興協会負
担金

地域振興課
伝統的工芸品産業の振興に関する法律に基づき、伝統的工芸品産
業の振興を図ることを目的にしている。情報収集や産地指導等を
受けることは、砥部焼の振興につながる。

（一財）伝統的工芸品
産業振興協会

50 50 50

10 県観光物産協会負担金 地域振興課
県内における観光事業の健全な発達と振興並びに地域の活性化を
図るとともに、観光旅行の普及発達と国際観光の振興、国際親善
に寄与することを目的にしている。

（一社）愛媛県観光物
産協会

70 70 70

11
四国観光立県推進愛媛協議会
負担金

地域振興課
観光キャンペーンなどの観光宣伝活動・誘客促進・受入れ体制整
備などの事業を実施し、愛媛県のイメージアップと観光客の誘致
を図ることを目的にしている。

四国観光立県推進愛媛
協議会

73 71 69

補助金等額(千円)
№ 名 称 所管課 交付等の目的・内容 交付先名称
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○負担金一覧

H29決算 H30当初 H31当初

【７款　商工費】

補助金等額(千円)
№ 名 称 所管課 交付等の目的・内容 交付先名称

12
松山観光コンベンション協会
負担金

地域振興課
松山市の観光・物産振興と松山市及び愛媛県におけるコンベン
ションの振興を図ることを目的にしている。砥部町への誘客等、
観光振興のため、広域観光の推進を行う。

（公財）松山観光コン
ベンション協会

20 20 20

13
県国際観光テーマ地区推進協
議会負担金

地域振興課
愛媛県の国際観光を振興するため、瀬戸内国際観光テーマ地区推
進協議会が実施する事業を円滑に推進するとともに、県独自の観
光振興対策の推進に取り組む。

県国際観光テーマ地区
推進協議会

120 120 120

14
広域観光連携推進協議会負担
金

地域振興課
観光客の増加及び滞在型観光の推進に資するため、松山市、東温
市、砥部町が相互に連携を図り宣伝、調査、誘客活動を行う。

松山市・東温市・砥部
町広域観光連携推進協
議会

1,114 1,114 1,114

15
愛媛・韓国経済観光交流推進
協議会負担金

地域振興課
松山・ソウル定期航空路線の安定的な運航を確保し、韓国からの
旅行者誘致、県産品の輸出その他経済・観光交流を推進する。

愛媛・韓国経済観光交
流推進協議会

120 120 120

16 愛媛国際映画祭事業負担金 地域振興課
県民が映画文化に接する機会を提供するほか、大勢の映画関係者
やファンが来県し、交流人口を拡大することや映画を通じた愛媛
の情報を発信することにより地域活性化を図る。

愛媛国際映画祭実行委
員会

0 0 1,200

17
一般社団法人日本自動車連盟
負担金

地域振興課 観光及び交通安全にかかる包括協定に基づき加入したJAF年会費
（一社）日本自動車連
盟

4 4 4

18 四国地区道の駅連絡会負担金 地域振興課
四国地区における「道の駅」の企画から経営に至る多くの事項に
ついて「道の駅」相互の連絡を図り、道の駅の利便性向上、資質
向上等に寄与することを目的にしている。

四国地区道の駅連絡会 50 50 50

19 全国道の駅連絡会負担金 地域振興課
「道の駅」に関する情報交換、「道の駅」相互の連携などによ
り、「道の駅」の質の確保や向上を図り、各地域の地域振興や利
用者サービスの向上に寄与する。

全国地区道の駅連絡会 20 20 20

20 みかん人倶楽部負担金 地域振興課
陶芸創作館及び伝統産業会館における、携帯情報端末「スマート
フォン」を活用したポイントラリー参画負担（県事業）

愛媛県 10 10 10

21
消費者行政職員研修参加負担
金

地域振興課 消費者行政の研修会参加費 国民生活センター 5 3 3

22 消費者生活相談員設置負担金 地域振興課
３市町で個別雇用していた相談員について、待遇改善及び事務の
効率化を図るため、東温市が雇用し、砥部町、松前町へ派遣する
方式へ変更したことによる負担金

東温市 0 0 847

12,989 10,103 13,557合                  計
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○補助金及び交付金一覧

H29決算 H30当初 H31当初

【７款　商工費】

1 中小企業制度資金利子補給金 地域振興課
中小企業の経営の安定・振興
政府系中小企業融資機関、町内に支店を有する金融機関から借り
受けた愛媛県中小企業融資制度に基づく資金への利子補給

商工業者 1,305 2,180 2,650

2 信用保証協会保証料補給金 地域振興課
町中小企業振興資金融資制度の信用保証料率を引き下げることに
よる信用保証協会の減収額を補填する補給金（覚書）

県信用保証協会 0 0 30

3
町商工会交付金
（商工業振興事業費交付金）

地域振興課
商工業の振興及び商工業者の指導・支援
商工会の行う経営改善普及事業や地域総合振興事業に対する交付
金

町商工会 7,000 7,000 7,000

4
砥部焼協同組合交付金
（砥部焼振興事業費交付金）

地域振興課
砥部焼産業の振興
砥部焼関係イベントの開催や原材料の確保・研究に対する交付金

砥部焼協同組合 5,000 5,000 5,000

5
砥部焼販売協同組合交付金
（砥部焼振興事業費交付金）

地域振興課 砥部焼の販売促進及び販路開拓に対する交付金 砥部焼販売協同組合 400 400 800

6
愛媛陶芸協会交付金
（砥部焼振興事業費交付金）

地域振興課 砥部焼産業の振興及び愛媛の陶芸展開催への交付金 愛媛陶芸協会 300 300 300

7
砥部焼女性団体交付金
（砥部焼振興事業費交付金）

地域振興課 砥部焼女性作家集団「とべりて」への交付金 とべりて 200 200 200

8
松山南高等学校砥部分校交付
金
（砥部焼振興事業費交付金）

地域振興課 砥部分校セラミックコース専攻者（後継者対象）への交付金
砥部分校セラミック
コース専攻者（後継者
対象）

300 300 300

9
町観光協会補助金
（観光振興事業費補助金）

地域振興課
観光振興・各種イベントの開催や広告宣伝など観光ＰＲ事業に対
する補助金

町観光協会 5,641 8,041 5,718

10 砥部陶街道応援事業補助金 地域振興課
町の活性化を図り、観光のまちづくり構想を達成するための事業
に対する補助金

観光のまちづくりを推
進する団体

650 650 650

11
（有）砥部町産業開発公社経
営健全化支援事業補助金

地域振興課
町産業開発公社の経営状態を改善させるための各種事業に対する
補助金

町産業開発公社 0 0 1,000

20,796 24,071 23,648

交付先名称
補助金等額(千円)

合                  計

№ 名 称 所管課 交付等の目的・内容
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○負担金一覧

H29決算 H30当初 H31当初

【８款　土木費】

1 県土木協会負担金 建設課 建設事業の発展と建設業務の改善を図ることを目的に設置 県土木協会 257 350 350

2
県市町道路整備促進期成同盟
会負担金

建設課
県内の市町道の整備促進を強力に推進することを目的とし、道路
予算の拡大、道路財源の確保等について積極的に活動する。県内
全２０市町が参加

県市町道整備促進期成
同盟会

16 16 16

3
国道33号整備促進期成同盟
会負担金

建設課
国道３３号の早期整備促進と沿線市町村の総合発展に寄与するこ
とを目的とする。愛媛県及び高知県の沿線市町村により組織す
る。

国道33号線整備促進期
成同盟会

50 50 50

4
国道379・380号改良促進
期成同盟会負担金

建設課
国道379号・380号の早期整備を図ることを目的とする。内子
町、久万高原町、砥部町で構成

国道379号・380号改
良促進期成同盟会

40 40 40

5
重信川・石手川治水同盟会負
担金

建設課
重信川・石手川にかかる治水事業を促進し、流域市町の水害の未
然防止を期することを目的とする。松山市、伊予市、東温市、松
前町、砥部町で構成

重信川・石手川治水同
盟会

105 105 105

6
用地対策連絡協議会県支部負
担金

建設課
公共用地の取得の適正化・円滑化を図るため、公共事業の起業者
が、事業計画や補償内容等に関する情報の交換、損失補償基準の
運用についての調整を行う。県内20市町が参加

県用地対策連絡協議会 50 50 50

7 日本道路協会負担金 建設課
国内外の道路の果たす多様な役割を通じて、 国民生活に不可欠な
道路政策のあり方を研究し、道路に関する知識の普及、 道路及び
交通の発達を推進することを目的とする。

日本道路協会 30 30 30

8
県道大平砥部線整備促進協議
会負担金

建設課
県道大平砥部線の早期整備を図ることを目的とする。伊予市、砥
部町で構成

県道大平砥部線整備促
進協議会

100 100 100

9 四国国道協会負担金 建設課 四国内の道路整備の要望等を行なう。８７市町村で構成 四国国道協会 30 30 30

10
県四国縦貫・横断自動車道建
設促進協議会負担金

建設課
四国縦貫・横断自動車道の建設に協力、促進を図ることを目的と
する。横断自動車道の通過する愛媛県の市町をもって組織する。

県四国縦貫・横断自動
車道建設促進協議会

41 41 41

11
松山都市圏道路整備促進期成
同盟会負担金

建設課
松山外環状道路及び国道56号伊予インター関連道路の早期整備に
より、広域交通体系の確立と松山都市圏の活性化を図ることを目
的とする。久万高原町を除く中予市町で構成

松山都市圏道路整備促
進期成同盟会

55 55 55

補助金等額(千円)
№ 名 称 所管課 交付等の目的・内容 交付先名称
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○負担金一覧

H29決算 H30当初 H31当初

【８款　土木費】

補助金等額(千円)
№ 名 称 所管課 交付等の目的・内容 交付先名称

12 四国河川協議会負担金 建設課
四国地方の河川事業の整備促進，適正な維持管理への支援及び河
川等への愛護心の育成を図ることを目的とする。

四国河川協議会 20 20 20

13
松山自動車道・大洲道路４車
線化整備促進期成同盟会負担
金

建設課
松山自動車道・大洲道路の早期４車線化整備を図ることを目的と
する。整備効果の見込める6市6町で構成

松山自動車道・大洲道
路４車線化整備促進期
成同盟会

20 20 40

14 技術職員研修負担金 建設課
伊予市、東温市、松前町、砥部町及び久万高原町の2市3町で実施
する自治体技術職員の研修費

県建設技術支援セン
ター

0 0 74

15
社会基盤メンテナンスエキス
パート養成講座負担金

建設課
社会生活の基盤となるインフラ施設の維持管理を担う人材の育成
を目的として愛媛大学と連携して実施するME養成講座の負担金

愛媛大学 0 0 200

16
公共下水道舗装補修工事に伴
う道路管理者負担金

建設課 公共下水道事業会計が実施した町道舗装補修工事に対する負担金 町 24,590 7,000 12,000

17
県営事業負担金
（公共土木施設）

建設課
愛媛県土木建設事業負担金条例に基づき町内の県道整備に要する
経費の一部を負担する。

県 12,963 11,200 11,200

18 公共下水道事業会計負担金 上下水道課 公共下水道事業会計における、児童手当負担金 町 240 240 260

19
総津地区NHK共聴光ケーブ
ル改修工事負担金

建設課
総津テレビ組合が実施するNHK光共聴ケーブル改修工事に対する
町営住宅分の負担金

総津テレビ組合 0 0 1,140

38,607 19,347 25,801合                  計
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○補助金及び交付金一覧

H29決算 H30当初 H31当初

【８款　土木費】

1 広田地区道路維持管理補助金 建設課 町道の維持管理を実施する広田地区の各区に対する補助 行政区 1,724 1,724 1,714

2 公共下水道事業会計補助金 上下水道課 公共下水道事業の経営に対する補助金 町 126,000 114,000 116,000

3
木造住宅耐震診断補助事業費
補助金

建設課
町内の戸建ての木造住宅を所有する者が、耐震診断を行なう費用
の一部を補助

申請者 0 40 40

4
木造住宅耐震改修補助事業費
補助金

建設課
耐震診断の結果、倒壊する恐れがある木造住宅を所有する者に対
して、耐震改修を行なう費用の一部を補助

申請者 9,113 22,800 25,500

5
民間建築物アスベスト対策事
業補助金

建設課 民間建築物に係るアスベスト含有調査に要する経費の一部を補助 申請者 0 0 100

6
老朽危険空き家等除去支援事
業費補助金

建設課
老朽化が進行し倒壊した場合、避難路を塞ぐ恐れのある危険な空
家の所有者等を対象に、空家の除却に要する費用の一部を補助

申請者 2,400 4,000 4,000

7
住宅リフォーム補助事業費補
助金

建設課
良質な住宅ストックや良好な住環境の形成と人口流出に歯止めを
かけることを目的に、住宅リフォームを行う方へ補助金を交付す
る。

申請者 346 2,600 2,400

139,583 145,164 149,754

交付先名称
補助金等額(千円)

合                  計

№ 名 称 所管課 交付等の目的・内容
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○負担金一覧

H29決算 H30当初 H31当初

【９款　消防費】

1 伊予消防等事務組合負担金 総務課 伊予消防等事務組合負担金 伊予消防等事務組合 387,556 387,267 385,251

2 市町総合事務組合負担金 総務課
団員定数と人口を基礎に、消防団員の公務災害認定及び損害補償
並びに退職報奨金の支給や、災害業務に当たり殉職者または障害
者となった場合の賞じゅつ金の授与に係る負担金

県市町総合事務組合 7,209 7,209 7,209

3 県消防協会負担金 総務課
会員の福祉厚生、消防諸施設の改善及び消防活動の強化等を図る
とともに消防思想の普及を促進する団体

県消防協会 188 224 224

4 消防団福祉共済負担金 総務課 全国の消防団員・消防職員等のための福利厚生制度 日本消防協会 903 915 915

5 消防学校入校負担金 総務課 消防団員が消防学校で受講する各種研修費 県消防学校 78 64 73

6
水道負担金(消火栓維持管理・
・消火栓新設、改修)

総務課 消火栓の維持管理・新設及び改修に対する負担金 水道事業会計 6,316 3,770 4,362

8
県被災者生活再建支援システ
ム整備負担金

総務課
災害時の被災者の速やかな生活再建のため、住家の被害認定から
罹災証明書の発行までを、県下統一のシステムを構築するための
負担金

県 0 0 1,024

8 県防衛協会負担金 総務課
防衛基盤の育成及び自衛隊の健全な育成発展に協力することを目
的とする団体

県防衛協会 10 10 10

9
県防災行政無線維持管理負担
金

総務課 県防災行政無線（地上系・衛星系）の維持管理負担金 県 402 477 477

10
町防災行政無線電波利用負担
金

総務課
固定系防災行政無線において電波を利用するため、電波法第百三
条の二による電波利用料

国 100 191 71

11 防災士養成講座負担金 総務課 防災士の育成講座における負担金 日本防災士機構 545 110 120

403,307 400,237 399,736合                  計

補助金等額(千円)
№ 名 称 所管課 交付等の目的・内容 交付先名称
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○負担金一覧

H29決算 H30当初 H31当初

【１０款　教育費】

1
県市町教育委員会連合会負担
金

学校教育課
地方教育行政に関する基本方策ならびに学校教職員の人事その他
必要な事項について、県内の教育委員会相互の連絡調整を図るこ
とを目的に設置

県市町教育委員会連合
会

30 30 30

2 県町教育長会負担金 学校教育課
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の趣旨により町教育長
の連絡を密にし、民主的な教育行政の進展を図り、本県の教育水
準の向上を目的に設置

県町教育長会 44 44 44

3
伊予地区教育委員会連絡協議
会負担金

学校教育課
地方教育行政に関する基本方策ならびに学校教職員の人事その他
必要な事項について、伊予地区の教育委員会相互の連絡調整を図
ることを目的に設置

伊予地区教育委員会連
絡協議会

50 50 50

4
四国ブロック町村教育長協議
会参加負担金

学校教育課
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の趣旨により町村教育
長の連絡を密にし、民主的な教育行政の進展を図り、四国の教育
水準の向上を目的に開催される会議への参加負担金

四国ブロック
町村教育長協議会

4 4 4

5 全国町村教育長会参加負担金 学校教育課
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の趣旨により町村教育
長の連絡を密にし、民主的な教育行政の進展を図り、教育水準の
向上を目的に開催される会議への参加負担金

全国町村教育長会 5 5 5

6 県へき地教育振興会負担金 学校教育課
へき地教育に関する調査研究や様々な施策の展開を通じてへき地
教育の振興を図ることを目的に設置

県へき地教育振興会 83 84 83

7 とべ動物園写生大会負担金 学校教育課
幼児、児童生徒とその保護者等を対象に情操教育、美術教育の一
助としてとべ動物園写生大会を、愛媛新聞社他と共催するための
町負担金

愛媛新聞社 0 100 100

8
伊予地区結核対策委員会負担
金

学校教育課
伊予地区の小中学校における結核対策の管理方針を検討するため
の組織

伊予地区結核対策委員
会

37 33 38

9 防災士養成講座受講負担金 学校教育課
学校防災力強化を目的とした教職員の防災士養成講座に係る負担
金

日本防災士機構 17 22 6

10
松前･砥部地区教科用図書採
択協議会負担金

学校教育課
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律に基づき、
松前･砥部町立小中学校において使用する教科用図書の採択につい
て協議を行う組織

松前･砥部地区教科用図
書採択協議会

11 11 11

11
総津地区NHK共聴ケーブル
改修工事負担金（教職員住
宅）

学校教育課
総津テレビ組合が実施するNHK光共聴ケーブル改修工事に対する
負担金：教職員住宅

総津テレビ組合 0 0 60

補助金等額(千円)
№ 名 称 所管課 交付等の目的・内容 交付先名称
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○負担金一覧

H29決算 H30当初 H31当初

【１０款　教育費】

補助金等額(千円)
№ 名 称 所管課 交付等の目的・内容 交付先名称

12 テレビ組合負担金（留学セ） 学校教育課 山村留学センターの高市テレビ組合への負担金 高市テレビ組合 4 4 4

13 全国山村留学協会負担金 学校教育課
山村留学実施地域の情報交換や、制度理念に関する研修会、全国
調査を通じ、山村留学制度の普及啓発活動を実施する組織

全国山村留学協会 50 50 50

14
県学校保健会保健主事部会負
担金（小学校）

学校教育課
子どもたちの健康に関する調査研究、情報提供など、学校保健に
関する活動を行うための組織で、学校保健活動の企画・調整にあ
たる教員(保健主事)が加盟（小学校分）

県学校保健会保健主事
部会

8 8 8

15
県学校保健会養護教員部会負
担金（小学校）

学校教育課
子どもたちの健康に関する調査研究、情報提供など、学校保健に
関する活動を行うための組織で、養護教諭が加盟（小学校分）

県学校保健会養護部会 12 12 12

16
県青少年赤十字指導者協議会
負担金（小学校）

学校教育課
いのちと健康を大切に、地域社会や世界のために奉仕し、世界の
人々との友好親善の精神を育成することを目的に、学校教育の中
で赤十字活動を展開する組織（小学校分）

県青少年赤十字指導者
協議会

4 4 4

17
県特別支援学級設置学校長協
会負担金（小学校）

学校教育課
特別支援学級の管理運営に関する調査研究、特別支援教育につい
ての研修活動等を展開する組織で、特別支援学級を設置している
学校が加盟する（小学校分）

県特別支援学級設置学
校長協会

9 9 9

18
中予地区小学校管楽研究連盟
負担金

学校教育課
小学校における管楽器の普及と技術の向上を図るために研究する
組織（麻生・砥部小学校）

中予地区小学校管楽研
究連盟

10 10 10

19
中予地区金管バンドフェス
ティバル参加負担金

学校教育課
麻生小学校及び砥部小学校の中予地区小学校金管バンドフェス
ティバルへの参加費

中予地区小学校管楽研
究連盟

18 18 18

20
全国へき地教育研究連盟負担
金（小学校）

学校教育課
へき地学校等の教育の充実を図るために、へき地諸条件の整備運
動や研究活動その他の事業を展開する組織（広田小学校）

県教育研究協議会へき
地部

3 3 3

21
テレビ組合負担金（広田小学
校）

学校教育課 広田小学校の総津テレビ組合への負担金 総津テレビ組合 10 10 10

22
総津地区NHK共聴ケーブル
改修工事負担金（広田小学
校）

学校教育課
総津テレビ組合が実施するNHK光共聴ケーブル改修工事に対する
負担金：広田小学校

総津テレビ組合 0 0 60

31



○負担金一覧

H29決算 H30当初 H31当初

【１０款　教育費】

補助金等額(千円)
№ 名 称 所管課 交付等の目的・内容 交付先名称

23
日本スポーツ振興センター負
担金(小学校）

学校教育課
小学校において、児童が災害にあった場合、その治療費や見舞金
の給付を行うための共済掛金

日本スポーツ振興セン
ター

1,073 1,123 1,115

24 学校保健会負担金（小学校） 学校教育課
小学校の保健安全管理と健全な生活習慣の定着を図り、豊かな情
操、健康でたくましい児童を育成することを目的に学習保健・安
全活動を展開する組織

県学校保健会 9 11 11

25 伊予地区小学校体育会負担金 学校教育課
小学校におけるスポーツに関する競技水準の向上並びに学校保健
体育の健全な振興を図るための調査研究及び事業を展開する組織

伊予地区小学校体育会 201 207 207

26
県学校保健会保健主事部会負
担金（中学校）

学校教育課
子どもたちの健康に関する調査研究、情報提供など、学校保健に
関する活動を行うための組織で、学校保健活動の企画・調整にあ
たる教員(保健主事)が加盟(中学校分）

県学校保健会保健主事
部会

2 2 2

27
県学校保健会養護教員部会負
担金（中学校）

学校教育課
子どもたちの健康に関する調査研究、情報提供など、学校保健に
関する活動を行うための組織で、養護教諭が加盟(中学校分）

県学校保健会養護部会 3 3 3

28
県青少年赤十字指導者協議会
負担金（中学校）

学校教育課
いのちと健康を大切に、地域社会や世界のために奉仕し、世界の
人々との友好親善の精神を育成することを目的に、学校教育の中
で赤十字活動を展開する組織（中学校分）

県青少年赤十字指導者
協議会

1 1 1

29
県特別支援学級設置学校長協
会負担金（中学校）

学校教育課
特別支援学級の管理運営に関する調査研究、特別支援教育につい
ての研修活動等を展開する組織で、特別支援学級を設置している
学校が加盟する。(中学校分）

県特別支援学級設置学
校長協会

3 3 3

30
日本スポーツ振興センター負
担金(中学校）

学校教育課
中学校において、生徒が災害にあった場合、その治療費や見舞金
の給付を行うための共済掛金

日本スポーツ振興セン
ター

551 560 576

31 学校保健会負担金（中学校） 学校教育課
中学校の保健安全管理と健全な生活習慣の定着を図り、豊かな情
操、健康でたくましい生徒を育成することを目的に学習保健・安
全活動を展開する組織

県学校保健会 5 5 5

32 伊予地区中学校体育会負担金 学校教育課
中学校におけるスポーツに関する競技水準の向上並びに学校保健
体育の健全な振興を図るための調査研究及び事業を展開する組織

伊予地区中学校体育会 423 418 428

33
日本スポーツ振興センター負
担金(幼稚園）

子育て支援課
幼稚園において、児童が災害にあった場合、その治療費や見舞金
の給付を行うための共済掛金

日本スポーツ振興セン
ター

33 35 30
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○負担金一覧

H29決算 H30当初 H31当初

【１０款　教育費】

補助金等額(千円)
№ 名 称 所管課 交付等の目的・内容 交付先名称

34
県国公立幼稚園・こども園教
育研究協議会負担金

子育て支援課
県内の国公立幼稚園・こども園教育の振興発展と幼児教育関係者
の福祉増進を図る団体への負担金

県国公立幼稚園・こど
も園教育研究協議会

46 77 61

35
県幼稚園・こども園連合会負
担金

子育て支援課
県内の国公私立幼稚園・こども園が研究、実践の向上を図り、愛
媛県幼児教育の振興に寄与することを目的に設置された団体への
負担金

県幼稚園・こども園連
合会

12 13 12

36
全国国公立幼稚園・こども園
長会負担金

子育て支援課
全国国公立幼稚園・こども園の連絡連携を図るとともに、幼児教
育に関する重要問題を研究協議するための団体へ負担金

全国国公立幼稚園・こ
ども園長会

16 16 16

37 各教科講習会負担金 子育て支援課 各発表会、研究大会等への参加負担金 各諸団体 12 22 14

38
県社会教育委員連絡協議会負
担金

社会教育課
県市町社会教育委員相互の協調を図り、社会教育諸問題の研究を
推進し、社会教育の振興に寄与する。

県社会教育委員連絡協
議会

33 33 33

39 伊予郡市PTA連合会負担金 社会教育課
伊予郡市の各単位PTA相互の緊密な連絡提携を図り、学校・家庭
及び社会の協力により児童・生徒の健全育成を図る。

伊予郡市PTA連合会 124 121 120

40 県視聴覚教育協会負担金 社会教育課
県内の視聴覚教育に関する行政、事業を推進する関係官庁、団
体、企業等の連絡協調と視聴覚教育の推進を図る。

県視聴覚教育協会 20 20 12

41 県愛護班連絡協議会負担金 社会教育課
県内の愛護班連絡協議会の連携を図り、青少年の健全育成に努め
る。

県愛護班連絡協議会 20 20 20

42
中国・四国地区社会教育研究
大会参加負担金

社会教育課
中・四国の社会教育委員会の代表者が一同に会し、学び、情報交
換する場に参加することで、本町の社会教育行政に寄与する。

中国・四国地区社会教
育委員連絡協議会

3 6 6

43
県少年補導センター連絡協議
会負担金

社会教育課
県内の少年補導センター相互の連絡提携を密にし、その活動の促
進と非行防止を図り、青少年の健全育成に寄与する。

県少年補導センター連
絡協議会

15 15 15

44
県少年補導委員連絡協議会負
担金

社会教育課
少年補導センターの業務に協力する立場から、少年補導活動の活
発化を図り、合わせて会員相互の資質と連携の強化に努める。

県少年補導委員連絡協
議会

15 15 15
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○負担金一覧

H29決算 H30当初 H31当初

【１０款　教育費】

補助金等額(千円)
№ 名 称 所管課 交付等の目的・内容 交付先名称

45
県中予地区青少年育成補導連
絡協議会負担金

社会教育課
中予地区内の青少年育成センターの連携を密にし、青少年の非行
防止と健全育成を図る。

県中予地区青少年育成
補導連絡協議会

5 5 5

46
四国地区少年補導センター連
絡協議会負担金

社会教育課
四国内の少年補導センターの連絡を密にし、青少年の非行防止と
健全育成を図る。
大会参加費　1,500円×参加人数

四国地区少年補導セン
ター連絡協議会

9 15 15

47
全国史跡整備市町村協議会愛
媛県支部負担金

社会教育課
加盟市町が協調して文化財の保護に関する調査研究及びその具体
的方策の推進を図る。

全国史跡整備市町村協
議会愛媛県支部

5 5 5

48 県人権教育協議会負担金 社会教育課
人権と共生の社会を実現するため、同和教育を中核とした人権教
育の研究と実践に努める団体

県人権教育協議会 106 105 105

49 県人権擁護委員連合会負担金 社会教育課
人権擁護委員による組織で、地域に根ざした人権擁護、人権啓発
活動を展開する。

県人権擁護委員連合会 150 150 148

50
県人権対策協議会定期大会負
担金

社会教育課 県人権対策協議会定期大会参加費 県人権対策協議会 6 6 6

51 県企業連合会定期総会負担金 社会教育課 県企業連合会定期総会参加費 県企業連合会 1 1 1

52 県企業連合会負担金 社会教育課
人権対策の一環として関係者が連携し、人権問題に関する認識を
深めて生活の向上を図るとともに、企業の発展を期する団体

県企業連合会 42 42 42

53 県人権協会負担金 社会教育課
基本的人権を尊重する立場から、人権教育の正しいあり方を研究
協議し、その推進を図る団体

県人権協会 114 114 113

54 県公民館研究大会負担金 社会教育課
公民館関係者が一同に会し、当面する諸課題について研究協議を
行い、公民館活動の充実とさらなる生涯学習社会の構築を目指
す。

県公民館連合会 4 12 6

55
全国・中国四国地区公民館研
究集会負担金

社会教育課
全国・中国四国地区の公民館関係者が一同に会し、諸課題につい
て研究協議を行い、公民館活動の充実とさらなる生涯学習社会の
構築を目指す。

県公民館連合会 5 3 6
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○負担金一覧

H29決算 H30当初 H31当初

【１０款　教育費】

補助金等額(千円)
№ 名 称 所管課 交付等の目的・内容 交付先名称

56
伊予地区公民館連絡協議会負
担金

社会教育課
伊予市・松前町・砥部町で組織し、職員の広域的な交流や研修を
行い、地域に根ざした公民館活動を展開する。

伊予地区公民館連絡協
議会

94 94 93

57 テレビ組合負担金 社会教育課
ひろた交流センターに設置しているテレビの共同アンテナ負担金
（１台分）

総津テレビ組合 2 2 2

58
総津地区NHK共聴ケーブル
改修工事負担金

学校教育課
総津テレビ組合が実施するNHK光共聴ケーブル改修工事に対する
負担金：ひろた交流センター

総津テレビ組合 0 0 60

59 愛媛県博物館協会負担金 社会教育課
愛媛県における博物館・美術館・資料館等の教育的展示施設等の
普及発達を図ることを目的とする。

県博物館協会 3 3 3

60 観光パスポート負担金 社会教育課
携帯情報端末「スマートフォン」及び「スタンプ冊子」を活用し
た観光パスポート「みかん人倶楽部」参画施設負担（県事業）

愛媛県 5 5 5

61 県スポーツ振興会負担金 社会教育課
スポーツ選手の技術の向上等、広く県民スポーツを振興し、県民
総ぐるみの体力づくりをはじめ、青少年の健全育成を図る。

県スポーツ振興会 31 31 31

62
県スポーツ推進委員協議会負
担金

社会教育課
県内スポーツ推進委員相互の連絡を密にし、協力して社会体育の
振興を図る。

県スポーツ推進委員協
議会

32 32 32

63
全国スポーツ推進委員協議会
負担金

社会教育課
全国スポーツ推進委員相互の連絡を密にし、協力して社会体育の
振興を図る。

県スポーツ推進委員協
議会

6 6 6

64
マレーシアバドミントンチー
ムえひめキャンプ実行委員会
負担金

社会教育課
マレーシアバドミントンチームを県内にお迎えし、オリンピック
合宿等交流を行うため、県実行委員会へ負担する。平成３２年度
まで負担。

マレーシアバドミント
ンチームえひめキャン
プ実行委員会

0 0 3,000

65
自転車を活用したまちづくり
を推進する全国市区町村長の
会負担金

社会教育課
自転車を活用し、健康、生きがい、友情を育む「自転車新文化」
の普及・拡大を図ることにより、地方創生の先進的、先駆的な取
組を行うため設立された全国市区町村長の会に対する負担金。

自転車を活用したまち
づくりを推進する全国
市区町村長の会

0 0 10

66
プール衛生管理者講習会負担
金

社会教育課 プール衛生管理者資格講習負担金
公益社団法人 日本プー
ルアメニティ協会

35 35 35
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○負担金一覧

H29決算 H30当初 H31当初

【１０款　教育費】

補助金等額(千円)
№ 名 称 所管課 交付等の目的・内容 交付先名称

67
甲種防火管理新規講習会負担
金

学校教育課 給食センターの甲種防火管理新規講習会の受講負担金 日本防火・防災協会 7 0 8

68 県学校栄養士協議会負担金 学校教育課
子どもたちの健康増進と食育の推進及び学校給食の充実をめざし
て学校給食に関する活動を行うための組織で、栄養教諭・学校栄
養職員が加盟

県学校栄養士協議会 0 0 22

3,691 3,903 7,083合                  計
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○補助金及び交付金一覧

H29決算 H30当初 H31当初

【１０款　教育費】

1
地域の特性を生かす教育推進
事業交付金

学校教育課
教育を振興し、心豊かで潤いのある充実した生活の創造を図るた
め、小中学校が行う地域の実態を生かした特色ある教育活動に要
する経費を助成する。

各小中学校 950 950 950

2
少年自然の家利用助成金（小
学校）

学校教育課
小学校の集団宿泊体験活動に要する経費を助成する。交通費の
1/2の額、施設利用料全額

麻生･宮内･砥部小学校
(広田小学校隔年:Ｈ30
実施無)

977 1,051 956

3
少年自然の家利用助成金（中
学校）

学校教育課
中学校の集団宿泊体験活動に要する経費を助成する。交通費の
1/2の額、施設利用料全額

砥部中学校 407 359 407

4 選手派遣費助成金（中学校） 学校教育課
中学校の各種大会参加に要する旅費及びその他町長が認める経費
を助成する。

砥部中学校 2,252 1,800 2,000

5 私立幼稚園就園奨励費補助金 子育て支援課
私立幼稚園在籍園児の保護者の経済的負担軽減と公私幼稚園間の
格差軽減を目的に、私立幼稚園設置者が行なった入園料及び保育
料の軽減に要する経費に対し助成する。

私立幼稚園 1,757 1,016 1,000

6 社会教育関係団体育成補助金 社会教育課
町少年少女発明クラブ、ボーイスカウト砥部第1団、町ＰＴＡ連
絡協議会の各活動に対しての育成補助金

町少年少女発明クラブ、
ボーイスカウト砥部第1
団、町ＰＴＡ連絡協議会

280 280 280

7
ショパン・ビレッジ・フェス
ティバルin砥部町開催補助金

社会教育課
ポーランドの芸術文化を通して子どもたちの国際交流感覚を養
い、同時に一流の芸術（音楽）に触れる機会を提供する。

NPO法人国際交流支援
協会

1,500 1,500 1,500

8
国際交流サマースクール開催
補助金

社会教育課
国際交流キャンプを通して子どもたちが外国文化を知るとともに
コミュニケーション能力を身につけ、国際感覚豊かな人材の育成
を図る。

NPO法人国際交流支援
協会

0 700 700

9
伝統芸能保存伝承事業費補助
金

社会教育課 伝統芸能の保存伝承活動を支援し、その育成を図る。 伝統芸能保存団体 80 80 80

10 砥部町人権教育協議会交付金 社会教育課
基本的人権を尊重する立場から、人権教育の正しいあり方を研究
協議し、その推進を図る団体

町人権教育協議会 1,203 1,346 1,175

11
県人権対策協議会砥部支部交
付金

社会教育課
今なお社会に存在する部落問題をはじめ、あらゆる人権問題を解
決して民主社会の実現を図り、権利と自由を確保することを目的
とする団体

県人権対策協議会砥部
支部

683 883 880

補助金等額(千円)
№ 名 称 所管課 交付等の目的・内容 交付先名称
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○補助金及び交付金一覧

H29決算 H30当初 H31当初

【１０款　教育費】

補助金等額(千円)
№ 名 称 所管課 交付等の目的・内容 交付先名称

12 県企業連合会砥部支部交付金 社会教育課
人権対策の一環として関係者が連携し、人権問題に関する認識を
深めて生活の向上を図るとともに、企業の発展を期する団体

県企業連合会砥部支部 297 333 334

13 スポーツ少年団等育成補助金 社会教育課
少年を対象としたスポーツ活動を計画的に実施するスポーツクラ
ブを育成し、少年スポーツの活性化を目的とする。

スポーツ少年団等 750 800 750

14
スポーツ少年団陶街道ゆとり
公園武道場利用補助金

社会教育課
陶街道ゆとり公園武道場を利用する町内のスポーツ少年団に対し
て、利用料の補助を行う。

スポーツ少年団 400 600 600

11,536 11,698 11,612合                  計
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○負担金・補助金・交付金補正予定額一覧

種別 予定額(千円)

H31

【６款　農林水産業費】

1
認定農業者経営改善支援事業
費補助金

農林課
地域農業を維持・発展させるために必要な生産・加工・出荷に係る農業機
械・営農用施設を導入する認定農業者に対し助成する。

6月 補助金 803

2
次世代につなぐ果樹産地づく
り推進事業費補助金

農林課
労働力や担い手の確保、園地力強化、商品力向上を図り、次世代につなぐ果
樹産地の育成を図る。

6月 補助金 14,820

3

えひめ次世代ファーマーサ
ポート事業費補助金（旧：新
規就農者拡大促進事業費補助
金）

農林課
農業を担う新規就農者を積極的に確保・育成するため、農業用機械・施設の
導入を支援する。

6月 補助金 5,000

4
紅い雫・さくらひめ生産拡大
支援事業費補助金

農林課
「紅い雫」、「さくらひめ」は今後の農業振興の一翼を担う品種になると期
待されていることから、新規栽培時等の種苗や品質向上技術の導入を支援
し、生産拡大を図る。

6月 補助金 809

5
広域林道（万年鵜崎線）負担
金

建設課
広域林道を開設することにより、障子山周辺の森林整備が効率的かつ効果的
に実施できるため当路線の整備を図る。

３月 負担金 6,000

6
乾たけのこ生産基盤整備事業
費補助金

農林課
放置竹林対策につながる「乾たけのこ」の生産体制の構築、生産量の確保・
増産を支援し、農林家の所得向上と農山村地域の地域活性化を図る。

9月 補助金 206

7
鳥獣害防止施設整備事業費補
助金

農林課 鳥獣による被害の軽減を図るため防止施設の整備に対し助成する。 6月 補助金 1,907

29,545合                  計

交付等の目的・内容 補正予定№ 名 称 所管課
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愛媛県伊予郡砥部町宮内１３９２番地

砥部町企画財政課
089-962-7250

砥部町ホームページ http://www.town.tobe.ehime.jp/




