
№ 新規 申請団体名 補助事業の名称 主な事業内容 区分
補助対象
事業費

H24
申請額

一次審査 備考

1 総合政策課
大島使用済自動車等海上
輸送費補助金

離島における使用済自動車及び解体
自動車の適正かつ円滑な処理を促進
する。

認定 4 4 －

2 新居浜地区防犯協会 防犯協会運営事業
犯罪のない地域社会実現のため、防
犯意識を高め、地域ぐるみの防犯活
動を推進する。

認定 9,450 6,000 －

3 NPO法人守ってあげ隊
安全安心まちづくり支援
事業

学校、家庭、地域との連携による地
域安全向上のため、各種研修活動と
地域防犯体制を支援し、地域犯罪発
生の減少に寄与する。

公開審査 925 425 37.50
一次採択決

定

4 新居浜市職員互助会
新居浜市職員互助会運営
事業

市職員の相互共済、福利厚生を行う
ことにより職員の意欲向上を図る。 認定 35,509 16,781 －

5
新居浜市納税貯蓄組合
連合会

納税貯蓄組合補助事業
市税の納期内納付及び納税意識の高
揚を図り、納期内納付及び市税収入
の安定確保を図る。

認定 200 200 －

6 地域福祉課
生活資金貸付金等利子補
給事業

台風災害により被害を受け、生活福
祉資金借入者に対して利子補給を行
う。

認定 871 871 －

7 愛媛県更生保護会 更生保護事業
更生保護施設の運営により、刑余者
及び犯罪少年の自立教育を図り、社
会復帰へ向けた支援を行う。

認定 32,480 120 －

8 地域福祉課
心身障害者扶養共済費補
助事業

心身障害者世帯の負担軽減を図るた
め、加入者掛金の市・県負担分を補
助し、生活の安定を図る。

認定 23,151 5,341 －

9 地域福祉課
自動車運転免許取得費・
改造費助成事業

障害者の自動車運転免許取得及び自
動車改造に要する経費を補助するこ
とにより、社会参加と自立への意欲
向上を図る。

認定 800 400 －

10 地域福祉課
地域活動支援センター等
運営補助事業

地域活動支援センター等の運営に要
する経費を助成することにより、在
宅の精神障害者等の社会参加及び自
立促進を図る。

認定 36,813 30,384 －

11
新居浜市社会福祉協議
会

社会福祉協議会運営補助
事業

福祉のまちづくりを推進するため、
社協が行う地域福祉活動に対して補
助する。

認定 111,021 56,528 －

12 新居浜地区保護司会
新居浜地区保護司会活動
事業

犯罪や非行をした者への保護観察、
更生指導・援助を行い、安全安心の 公開審査 3,071 1,200 35.50

一次採択決
定

（単位：千円）

平成24年度公募補助金　一次審査結果一覧表（全体）

12 新居浜地区保護司会
事業

更生指導・援助を行い、安全安心の
まちづくりに寄与する。

公開審査 3,071 1,200 35.50 定

13
新居浜市民生児童委員
協議会

民生児童委員活動強化事
業

民生委員を対象とした課題別研修等
を行うことにより、必要な知識と技
能の習得及び資質の向上を図る。

公開審査 1,800 790 34.67
一次採択決

定

14
愛媛県原爆被害者の会
新居浜支部

原爆被害者の会新居浜支
部活動事業

核兵器廃絶と広島・長崎の惨状を後
世に伝えるための原爆パネル展示及
び語り部のつどい等を開催し、平和
について考える。

公開審査 91 30 27.83
二次審査対

象

15
新居浜市聴覚障害者協
会

新居浜市聴覚障害者協会
活動事業

聴覚障害者の社会参加を進めるため
の研修会・学習会等を開催すること
により、社会参加を促進する。

公開審査 315 85 35.83
一次採択決

定

16
精神障がい者新居浜家
族会

精神障がい者新居浜家族
会活動事業

精神障がい者家族会による相談及び
家族会員相互の支え合いへの支援を
行うことにより、偏見等がなく自立
した生活につなげる。

公開審査 338 112 35.83
一次採択決

定

17
新居浜市身体障害者更
生会

身体障害者更生会活動補
助事業

各大会に参加することなどにより、
社会参加と自立を促進し、障害者が
地域で安心して暮らせる社会をつく
る。

公開審査 233 50 36.00
一次採択決

定

18
新居浜市身体障害者
（児）団体連合会

心身障害者（児）団体連
合会活動事業

障害者の社会参加を促し、研修会に
参加することにより、生きる力を養
う。

公開審査 345 100 35.00
一次採択決

定

19
新居浜市おもちゃ図書
館きしゃポッポ

新居浜市おもちゃ図書館
きしゃポッポ活動事業

おもちゃ図書館において、障害児と
健常児が安心して遊べ、親子の交流
の場作りを行うほか、障害者（児）
と地域との交流促進を図る。

公開審査 310 100 35.33
一次採択決

定

20
NPO障害者（児）自立
支援たんぽぽの会

障害者（児）自立支援事
業

たんぽぽの会運営の｛みちくさ亭｝
の営業により、障害者（児）の在宅
者自立支援及び余暇活動支援を行
う。

公開審査 1,600 500 36.00
一次採択決

定

21 にいはまローズ
発達障害児に対するｿｰｼｬﾙ
ｽｷﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ及び支援ﾈｯﾄﾜｰ
ｸ作り事業

対象児に対して専門家によるソー
シャルスキルトレーニングや保護者
に対する学習会・懇談会等を行う。

公開審査 730 350 36.67
一次採択決

定

22
新居浜市社会福祉協議
会

地域福祉活動バス運営事
業

高齢者福祉センターの利用者等をバ
スで送迎することにより、交通手段
を確保し、高齢者の社会参加を促進
する。

公開審査 4,829 2,138 37.67
一次採択決

定

23
新居浜市社会福祉協議
会

社会福祉大会・生き生き
幸せフェスティバル開催
事業

福祉のまちづくりと福祉意識の高揚
を図るため、生き生き幸せフェス
ティバルを開催する。

公開審査 1,490 700 33.83
一次採択決

定

24
傾聴ボランティア　ク
ローバー

傾聴ボランティア研修事
業

傾聴ボランティアに対する会員の資
質向上等を行うために研修会を行
う。

公開審査 81 40 33.67
一次採択決

定
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25
新居浜市傷痍軍人会同
妻の会

傷痍軍人会、同妻の会活
動事業

戦没者追悼式等に参加し、悲惨な戦
争体験を風化させず恒久平和の意識
高揚を図る。

公開審査 418 200 26.00
二次審査対

象

26 新居浜市遺族会 遺族会活動事業
慰霊塔や忠魂碑の環境整備や各種研
修会への参加等を通じて、市民に対
する平和意識を高める。

公開審査 1,221 330 28.50
二次審査対

象

27 新規 新居浜リウマチ友の会
リウマチ早期発見啓発の
ための市民講座事業

リウマチの早期発見啓発のために専
門家を講師に招き、リウマチ早期発
見啓発のための市民講座を実施す
る。

公開審査 24 12 30.83
二次審査対

象

28 新規
愛媛県聴覚障害者大会
inにいはま実行委員会

愛媛県聴覚障害者大会in
にいはま事業

県内の聴覚障害者の福祉向上・社会
参加及び組織率アップを目指すな
ど、聴覚障がい者が安心して暮らす
ことができるまちづくりのために英
眼県聴覚障害者大会を開催する。

公開審査 640 100 38.00
一次採択決

定

29 介護福祉課
総合福祉施設建設補助事
業（やすらぎの郷）

老人福祉施設建設に伴う借入金償還
補助を行う。 認定 43,307 15,648 －

30 介護福祉課 老人クラブ育成事業
高齢者を対象とした軽スポーツや演
芸大会、男性料理教室、社会奉仕活
動等を行う。

認定 1,970 1,970 －

31 老人クラブ連合会
老人クラブ連合会活性化
事業

単位老人クラブが地域社会に貢献す
るために、各単位クラブへの育成指
導を図る。

公開審査 3,886 1,000 32.83
一次採択決

定

32 老人クラブ連合会
単位老人クラブ活性化事
業

高齢社会への対応として、各単位ク
ラブにおいて自立を促進する健康と
生きがい活動を展開し、老人医療費
の削減に寄与する。

公開審査 4,200 1,750 32.50
一次採択決

定

33 老人クラブ連合会
老人クラブ「地域支え合
い」事業

「社会奉仕の日」「老人の日・老人
週間」の推進により、地域住民との
共生・交流を進め、創造と連帯の輪
を広げる。

公開審査 2,000 1,000 27.17
二次審査対

象

34 児童福祉課
新居浜市延長保育事業
（開所時間11時間以上
分）

保護者の延長保育需要を充足するた
めに、私立保育園に必要な保育士人
件費を補助する。

認定 73,600 73,600 －

35 児童福祉課
新居浜市延長保育事業
（夕方延長分）

保護者の延長保育需要を充足するた
めに、私立保育園に必要な保育士人
件費を補助する。

認定 25,288 20,500 －

36 児童福祉課
新居浜市認可外保育施設
児童育成支援事業

延長保育、乳児保育、児童の健康診
断、保育従事者の保菌検査等に対し
て補助することにより、認可外保育 認定 11,766 2,935 －

児童育成支援事業 て補助することにより、認可外保育
施設入所児童の処遇の向上を図る。

37 児童福祉課
母子家庭自立支援給付事
業

職業能力開発のための自立支援、技
能訓練を実施することにより母子家
庭の母親の就労の促進を図る。

認定 12,194 12,194 －

38 児童福祉課
私立保育所施設整備補助
金

老朽化した保育施設を整備すること
により、施設を利用する児童等の生
命の安全等を確保する。

認定 117,210 87,908 －

39 新居浜市保育協議会
人形劇団「プーク」公演
事業

世界に誇る人形劇団「プーク」を招
聘し、園児が鑑賞することにより豊
かな感性等を育てる。

公開審査 450 220 32.83
一次採択決

定

40
NPO法人子育てﾈｯﾄﾜｰｸ
えひめ新居浜ｵﾌｨｽ

子育てひろば「すくすく
ステーション」運営事業

0～2歳までの乳幼児を抱える親が気
軽に集い、情報交換や仲間づくり、
子育て力向上の学習の場となる子育
てひろばを設置、運営する。

公開審査 2,020 1,000 34.50
一次採択決

定

41 新規
NPO法人子育てﾈｯﾄﾜｰｸ
えひめ新居浜ｵﾌｨｽ

にいはま子育てガイド
ブック作成事業

育児に対する悩みや不安を解消させ
るなど子育て家庭への支援を推進す
ることを目的に、「にいはま子育て
ガイドブック」を作成し０歳～４歳
までの乳幼児を子育て中の親に配布
する。

公開審査 1,673 800 35.33
一次採択決

定

42 保健センター 特定不妊治療費助成事業

特定不妊治療を受け、県の助成対象
者となった者に対し、経済的負担を
軽減するため治療費の一部を負担す
る。

認定 6,000 3,000 －

43 保健センター 妊婦健康診査支援事業

妊婦の健康管理の充実、妊娠・出産
にかかる経済的軽減を図るために妊
婦健康診査に対して助成を行う。
（市外受診分についてのみ補助金）

認定 3,120 3,120 －

44 保健センター 産科医等確保支援事業

分娩を取り扱う産科医等へ分娩手当
を制度化している医療機関に対して
補助を行い、医師等の処遇改善によ
り産科医等の確保を図る。

認定 11,500 7,667 －

45
社団法人新居浜市医師
会

大島診療所運営事業
大島において週2回の診療所業務を
行うための赤字補填を行う。 認定 10,050 3,937 －

46
社団法人新居浜市医師
会

別子山診療所運営事業
別子山地域において月4回の診療所
業務を行うための赤字補填を行う。 認定 7,990 4,699 －
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47
西条・新居浜地区食品
衛生協会

食品衛生推進事業

会員に対して講習会、巡回指導等に
より衛生管理の徹底を図り、もって
市民の安全、安心な食生活を確保す
る。

公開審査 2,500 230 35.00
一次採択決

定

48 市民活動推進課
コミュニティ施設等整備
事業

地域コミュニティ活動の拠点である
自治会館の補修及び放送施設・防犯
灯の設置に対して補助する。

認定 19,400 9,700 －

49 市民活動推進課
コミュニティ助成事業補
助金

自治会館の建て替え、新築に対して
補助する。 認定 26,820 15,000 －

50
グローバルパーティー
を楽しもう会

第23回グローバルパー
ティー

市民と新居浜近郊在住の外国人を対
象に、異文化交流会を開催し、新居
浜市の国際化を推進する。

公開審査 205 80 34.00
一次採択決

定

51
社団法人新居浜青年会
議所

HAMA2ウインターフェス
ティバル

冬の新居浜市を活性化するためにマ
リンパーク新居浜で、市民参加型の
イベント（フリーマーケット、物産
展等）を実施する。

公開審査 4,546 1,000 31.83
二次審査対

象

52 日曜市をすすめる会
日曜市賑わいづくり事業
（事業名変更）

ふれあい感謝祭などの集客行事や環
境整備・広報を行い、世代間交流及
び住民同士の交流を進める。

公開審査 825 400 27.83
二次審査対

象

53
中萩まちづくり実行委
員会

東川河川敷花壇整備事業
東川河川敷の花壇を整備を通じて、
地域環境美化に対する住民意識の向
上を図る。

公開審査 300 150 34.00
一次採択決

定

55
愛媛県人権教育協議会
新居浜支部

人権教育協議会新居浜支
部活動事業

家庭・学校・行政が一体となり、学
校及び社会における人権同和教育の
推進及び市民啓発を図る。

認定 2,505 2,504 －

56
NPO法人　新居浜ほっ
とねっと

暴力に苦しむ女性と子ど
もの保護支援活動事業

相談業務や啓発講座、広報によりＤ
Ｖ被害者、不登校の子どもに対する
保護、支援を行う。

公開審査 2,100 1,000 38.00
一次採択決

定

57
新居浜市女性連合協議
会

男女共同参画社会づくり
推進事業

講演会の開催により、男女共同参画
社会の実現を目指す活動の積極的な
推進を図る。

公開審査 800 400 33.33
一次採択決

定

58 下水道管理課
新居浜市生活扶助世帯水
洗便所改造資金補助金

水洗化率向上のため、水洗便所改造
工事を施工する生活扶助世帯に水洗
便所改造資金を補助する。

認定 500 500 －

59 下水道管理課
新居浜市水洗便所改造資
金融資利子補給

水洗化率向上のため、水洗便所に改
造しようとする者が融資を受けた資
金に対する利子補給を行う。

認定 1,984 1,984 －

60
愛媛県公衆浴場業生活
衛生同業組合新居浜支
部

公衆浴場設備改善資金利
子補給事業

一般公衆浴場業者が設備改善のた
め、国民生活金融公庫から借り入れ
た資金の利息に対し、年利1.5％相
当額を補助する。

認定 50 25 －

当額を補助する。

61 環境保全課 浄化槽設置整備事業
国補助を受けて浄化槽を設置するも
のに対して補助する。 認定 63,400 19,550 －

62 環境保全課
住宅用太陽光発電システ
ム設置補助事業

地球温暖化防止、環境保全意識の高
揚のために、住宅用太陽光発電シス
テムの設置に対して助成を行う。

認定 600,000 28,800 －

63 夢遊友うずい
渦井川水系の環境保全活
動事業

渦井川の清掃、アメゴ放流、釣り大
会、蛍祭り、子どもへの環境教育等
を実施することにより、環境保全及
びモラルの向上を図る。

公開審査 300 100 34.50
一次採択決

定

64 ごみ減量課
生ごみ処理容器等設置補
助事業

ごみの減量化及びごみ処理経費の削
減を図るため、電気式生ごみ処理
器、コンポスト、水切り容器等の購
入・設置に対して補助する。

認定 8,507 2,816 －

65 環境施設課
磯浦町連合自治会館敷地
借地事業

最終処分場建設時の条件整備要望に
対する市の回答書に基づき、自治会
館敷地の借地料を補助する。

認定 358 358 －

66 環境施設課
下東田自治会館敷地借地
事業

平尾谷不燃物埋立所使用延長に伴う
覚書に基づき、自治会館敷地の借地
料を補助する。

認定 326 326 －

67 環境施設課
阿島土地改良区水路改良
及び維持管理事業

衛生センターの希釈水を阿島土地改
良区から取水することの協定書に基
づき、水路改良事業及び維持管理費
を補助する。

認定 4,100 4,100 －

68
（社）シルバー人材セ
ンター

高年齢者労働能力活用事
業

高年齢者に臨時的かつ短期的な仕事
を提供し、高年齢者の能力を活かし
た活力ある地域社会づくりを行う。

認定 63,627 12,690 －

69 商工労政課
中小企業振興対策補助事
業

中小企業振興条例に基づき、経営安
定及び雇用促進を図るために補助す
る。

認定 302,432 20,000 －

70 商工労政課
中小企業振興資金等保証
料助成事業

市内中小企業が融資金の借り入れに
際し、愛媛県信用保証協会に支払っ
た保証料相当額を助成する。

認定 9,005 9,005 －

71 商工労政課
中小企業振興資金等利子
補給事業

資金繰りに苦慮する中小企業者の金
利負担軽減を図り、経営の安定に寄
与する。

認定 7,800 7,800 －

72 商工労政課 企業立地促進事業
企業立地促進条例に基づき、本市へ
の立地や新規増設に伴う投下資本に
対して奨励金を補助する。

認定 10,000,000 100,000 －

73 商工労政課
休廃止鉱山鉱害防止対策
事業

住友金属鉱山が別子銅山から排出さ
れる抗廃水を処理する経費を補助す
る。

認定 27,082 3,289 －

74 新規 新居浜商工会議所
新居浜商工会議所小規模
事業

経営セミナー、社員研修、各種相談
等を実施することにより、小規模事
業者に的確な経営アドバイスを行
い、経営の安定を図る。

認定 5,222 1,000 －
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75
新居浜機械産業協同組
合

新居浜機械産業協同組合
地場産業雇用・人材育成
事業（事業名変更）

新たな受注先となる市場の開拓及び
人材育成・雇用確保による受注力の
強化等により、地域活力の強化、雇
用の安定を図る。

公開審査 3,000 1,000 34.00
一次採択決

定

76 新居浜商工会議所
新居浜商工会議所産業振
興対策事業

新居浜市経済の活性化のために各種
懇談会や事業を実施し、商工業の発
展に寄与する。

公開審査 9,295 3,000 34.33
一次採択決

定

77 新居浜商工会議所
新居浜商工会議所がんば
る店舗支援事業

中小小売店の売上増を図るために、
「にいはま一店逸品事業」「市民が
選ぶ・・・優良店顕彰事業」「プレ
ミアム商品券発行事業」を実施す
る。

公開審査 4,024 1,000 31.00
二次審査対

象

78
新居浜商工会議所青年
部

新居浜商工会議所青年部
マリン村事業

地元企業の製品展示、ものづくり体
験等を通じて、親子の絆を深め、次
世代の子供たちにものづくりの意識
醸成を図る。

公開審査 1,100 500 28.83
二次審査対

象

79
百縁笑点街＆さんさん
産直市実行委員会

百縁笑店街＆さんさん産
直市開催事業

中心商店街の賑わい創出イベントと
して、100円商品を販売する百縁笑
店街と生鮮食品を扱う産直市を開催
する。

公開審査 4,265 1,000 33.00
一次採択決

定

80
新居浜地域再生まちづ
くり協議会

はまさい開催事業

中心市街地活性化のための各種イベ
ントを開催し、市内・全国とのネッ
トワークの形成を図り、新居浜地域
を再生する。

公開審査 2,070 1,000 32.83
一次採択決

定

81 新居浜商店街連盟
第32回にいはま夏まつり
開催事業

市内太鼓台と市外の太鼓台を一同に
会し、新しい太鼓台文化・山車文化
を構築するとともに、賑わいを創出
し、地域の活性化を図る。

公開審査 4,150 1,500 33.17
一次採択決

定

82 まち元気ネットワーク
冬の七夕★未来へのメッ
セージ事業

飾り物を市内の保育園、デイサービ
ス施設などに作成してもらい、商店
街のアーケードに飾り、コンテスト
等を実施することにより、賑わいの
創出を図る。

公開審査 920 460 31.50
二次審査対

象

83 喜光地商栄会 夜市稲荷市事業

商店街の賑わいを創出するため夜市
稲荷市を開催し、小学生以下を対象
としたイベントなどにより商店街の
活性化を図る。

公開審査 1,505 700 31.00
二次審査対

象

84 喜光地商栄会 よっしゃコンガ実施事業
商店街を活性化し、賑わいを創出す
るため、喜光地商店街において市民
参加のコンガ踊り大会を実施する。

公開審査 2,280 1,000 31.50
二次審査対

象

最大の伝統文化行事である太鼓祭り

85 太鼓祭り推進委員会 太鼓祭り推進委員会事業

最大の伝統文化行事である太鼓祭り
を平和祭典として円滑実施すること
により、観光振興及び地域経済の発
展に寄与させる。

認定 8,069 8,069 －

86 運輸観光課
生活交通路線維持運行対
策事業

維持困難となっている生活路線にお
いて、運行費の一部を補助する。 認定 382,620 44,000 －

87
にいはま納涼花火大会
協賛会

第55回にいはま納涼花火
大会事業

四国最大級規模の花火大会を実施
し、新居浜市のＰＲ及び観光資源と
して地域の活性化を図る。

認定 14,770 4,361 －

88
社団法人新居浜市観光
協会

観光協会事業

市の観光の振興を図るため、観光宣
伝、観光資料の作成、各種イベント
を開催し、新居浜市の活性化を図
る。

認定 15,572 8,726 －

89
社団法人新居浜市観光
協会

春は子ども天国事業

ぼくの夢・わたしの夢絵画展、子ど
も太鼓台の運行等子ども向けのイベ
ントを行うことにより、新居浜市の
観光振興を図る。

公開審査 3,100 1,528 33.83
一次採択決

定

90
社団法人新居浜市観光
協会

サマーフェスティバルｉ
ｎマイントピア別子事業

親子で参加できるイベントやキャラ
クターショー等を通じて、地域コ
ミュニティ意識の向上を図り、地域
活性化に寄与する。

公開審査 3,300 1,000 34.00
一次採択決

定

91 新居浜市物産協会 新居浜市物産協会事業
物産展の開催、物産の紹介宣伝等を
通じて、新居浜市の知名度アップと
地域産業の活性化を図る。

公開審査 1,525 750 33.17
一次採択決

定

92 新居浜市物産協会
太鼓台を活用した観光物
産事業

松山空港での太鼓台展示及び特産品
の販売、アンケート実施を行い、観
光物産の振興を図る。

公開審査 2,030 1,000 32.67
一次採択決

定

93 新居浜商工会議所
とっておきの新居浜検定
及びボランティアガイド
養成事業

とっておきの新居浜検定、ボラン
ティア養成講座を行い、市民に新居
浜の良さを再発見する機会を提供す
るとともに、ホスピタリティの向上
を図る。

公開審査 492 245 30.17
二次審査対

象

94 新居宇摩農業共済組合
新居宇摩農業共済組合育
成事業

農業者が不慮の事故によって受ける
損失の補てんを行うことにより、農
業経営の安定を図る。

認定 209,367 1,000 －

95 農林水産課
農業漁業振興事業資金利
子補給事業

資金の利子補給に関する要綱に基づ
き、認定農業者、認定就農者、それ
に準じる担い手農業者及び漁業者の
負担軽減のための利子補給を行う。

認定 1,522 1,522 －

96
新居浜市農業再生協議
会（名称変更）

生産調整円滑化指導推進
事業（名称変更）

需給に応じた米づくりを基本に、水
田の高度利用等のために、生産調整
円滑化推進会議の実施、生産調整方
針の作成及び指導を行う。

認定 282 282 －

97 農林水産課 林業振興事業
森林組合が行う、林道開設等にかか
る経費の一部として、農林公庫から
借入れた資金の償還金を補助する。

認定 3,251 3,251 －
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98 農林水産課
地球温暖化防止森林環境
保全整備事業

地球温暖化防止のための森林吸収源
対策を促進するために、下刈り等の
造林費用を負担する。

認定 7,211 3,300 －

99 銅山川漁業協同組合 内水面種苗放流事業

銅山川流域各所に、あゆ、あめご、
虹鱒、鯉、鰻などの稚魚を放流し、
淡水魚資源の保護・繁殖を図り、漁
業資源の安定化に寄与する。

認定 1,020 100 －

100
新居浜市農業再生協議
会（名称変更）

農業者戸別所得補償制度
推進事業（名称変更）

戸別所得補償制度の周知や手続き等
の取り組みに対する支援を行い、制
度の円滑な導入を図る。

認定 3,443 3,443 －

101 新居浜市農業協同組合
にいはま農業まつり事業
（事業名称変更）

農業まつりを開催し、農協各支所単
位の催し物、農産物品評会などの展
示会を行うことにより、農産物の市
内消費につなげる。

公開審査 4,250 800 32.67
一次採択決

定

102 新居浜市農業協同組合
地域農業生産環境整備促
進事業（事業名称変更）

本市のほ場の特性を生かした農業施
設（野菜ハウス）を設置し、農産物
の付加価値を高めるとともに、安定
供給を図る。また、鳥獣被害の軽減
を図るため、作の設置を行う。

公開審査 3,300 1,650 29.67
二次審査対

象

103 食生活改善推進協議会
新居浜の農産物等を使用
する食育と地産地消推進
事業

地元の農産物の紹介やそれらを使用
した料理方法等の普及に努め、安
全・安心な農産物等の消費拡大と食
生活の改善による市民の健康に寄与
する。

公開審査 300 150 34.83
一次採択決

定

104 いしづち森林組合 森林環境保全整備事業

植栽、下刈り、間伐等による森林整
備を図ることにより、貯水能力の高
い水源林の造成と土砂流失を防ぐ維
持管理を図る。

公開審査 36,000 3,000 34.17
一次採択決

定

105 いしづち森林組合 林道維持管理事業
林道利用者の安全のために雑草刈り
など維持管理を行うことにより、通
行車両の安全を確保する。

公開審査 2,772 1,381 33.50
一次採択決

定

106
新居浜市漁業振興対策
協議会

中間育成放流・児童放流
体験事業

県栽培漁業センター等で孵化・生産
したクルマエビ・ガザミ等の稚魚
を、市内漁港で中間育成・放流する
ことにより、水産資源の維持、増殖
を図る。

公開審査 315 150 29.50
二次審査対

象

107
新居浜市漁業振興対策
協議会

抱卵ガザミ放流事業
燧灘一帯に生息するガザミ（ワタリ
ガニ）の維持増殖を図り、漁家所得
の向上に寄与する。

公開審査 543 270 30.00
二次審査対

象

国領川総合開発事業に関する協定書
108 金子土地改良区 農業振興事業

国領川総合開発事業に関する協定書
に基づき、農業用施設の整備補助と
して毎年度40万円を補助する。

認定 400 400 －

109 新居浜土地改良区 農業振興事業
国領川総合開発事業に関する協定書
に基づき、農業用施設の整備補助と
して毎年度20万円を補助する。

認定 200 200 －

110 吉岡泉土地改良区 石原水源対策事業

川東統合中学校の建設に伴う覚書に
基づき、豊田池の代替水源となる石
原水源施設の維持管理費を補助す
る。

認定 300 300 －

111 中村土地改良区
土地改良施設維持管理適
正化事業（中村幹線水
路）

国補助事業に基づき改良区管理の基
幹水利施設の機能保持及び安全管理
を図る。

認定 2,000 800 －

112 吉岡泉土地改良区
土地改良施設維持管理適
正化事業（小原揚水機）

国補助事業に基づき改良区管理の基
幹水利施設の機能保持及び安全管理
を図る。

認定 5,000 2,000 －

113 阿島土地改良区 土地改良事業
県単独土地改良事業に係る市の補助
金部分を農林漁業金融公庫から借り
入れた債務の償還補助を行う。

認定 3,944 3,944 －

114 垣生土地改良区 土地改良事業
県単独土地改良事業に係る市の補助
金部分を農林漁業金融公庫から借り
入れた債務の償還補助を行う。

認定 4,034 4,034 －

115 岸の下土地改良区 土地改良事業
県単独土地改良事業に係る市の補助
金部分を農林漁業金融公庫から借り
入れた債務の償還補助を行う。

認定 3,316 3,316 －

116 吉岡泉土地改良区 土地改良事業
県単独土地改良事業に係る市の補助
金部分を農林漁業金融公庫から借り
入れた債務の償還補助を行う。

認定 1,219 1,219 －

117 金子土地改良区 土地改良事業
県単独土地改良事業に係る市の補助
金部分を農林漁業金融公庫から借り
入れた債務の償還補助を行う。

認定 335 335 －

118 松神子土地改良区 土地改良事業
県単独土地改良事業に係る市の補助
金部分を農林漁業金融公庫から借り
入れた債務の償還補助を行う。

認定 744 744 －

119 上泉川土地改良区 土地改良事業
県単独土地改良事業に係る市の補助
金部分を農林漁業金融公庫から借り
入れた債務の償還補助を行う。

認定 2,236 2,236 －
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120 新須賀土地改良区 土地改良事業
県単独土地改良事業に係る市の補助
金部分を農林漁業金融公庫から借り
入れた債務の償還補助を行う。

認定 471 471 －

121
船木泉川（池田池）土
地改良区

土地改良事業
県単独土地改良事業に係る市の補助
金部分を農林漁業金融公庫から借り
入れた債務の償還補助を行う。

認定 11,841 11,841 －

122 多喜浜土地改良区 土地改良事業
県単独土地改良事業に係る市の補助
金部分を農林漁業金融公庫から借り
入れた債務の償還補助を行う。

認定 1,780 1,780 －

123 大生院土地改良区 土地改良事業
県単独土地改良事業に係る市の補助
金部分を農林漁業金融公庫から借り
入れた債務の償還補助を行う。

認定 1,404 1,404 －

124 大島土地改良区 土地改良事業
県単独土地改良事業に係る市の補助
金部分を農林漁業金融公庫から借り
入れた債務の償還補助を行う。

認定 3,780 3,780 －

125 旦の上土地改良区 土地改良事業
県単独土地改良事業に係る市の補助
金部分を農林漁業金融公庫から借り
入れた債務の償還補助を行う。

認定 289 289 －

126 中村土地改良区 土地改良事業
県単独土地改良事業に係る市の補助
金部分を農林漁業金融公庫から借り
入れた債務の償還補助を行う。

認定 900 900 －

127 萩生土地改良区 土地改良事業
県単独土地改良事業に係る市の補助
金部分を農林漁業金融公庫から借り
入れた債務の償還補助を行う。

認定 1,707 1,707 －

128 農地整備課
新居浜市ふるさと・水と
土保全対策事業

土地改良施設の多面的な利活用と地
域住民の共同活動を推進するため
に、親水・修景施設等の整備に助成
を行う。

認定 50 50 －

129 建築住宅課
地域優良住宅賃貸住宅
（高齢者型）整備事業

高齢者の居住環境の良好な賃貸住宅
の供給を促進するため、優良賃貸住
宅建設費の共用部分等建設費を補助
する。

認定 27,272 18,181 －

130 建築指導課
民間木造住宅耐震診断事
業

耐震改修を促進するため、専門家に
よる耐震診断に係る費用の一部を補 認定 750 500 －130 建築指導課

業
よる耐震診断に係る費用の一部を補
助する。

認定 750 500 －

131 建築指導課
民間木造住宅耐震改修事
業

民間住宅の耐震改修を促進するた
め、耐震改修工事に係る費用の一部
を助成する。

認定 23,400 12,600 －

132 新居浜市議会 市議会政務調査事業
議員の市政に関する調査研究に資す
るため、調査研究活動に要する経費
を各会派へ交付する。

認定 5,616 5,616 －

133 新居浜市ＰＴＡ連合会 市ＰＴＡ連合会活動事業

単位ＰＴＡの連携及び組織力強化と
活動の活性化を図るための情報交
換、各種研修を行うことにより、教
育環境を向上する。

公開審査 1,000 300 30.00
二次審査対

象

134
新居浜市文化祭実行委
員会

新居浜市校区文化祭事業

公民館を中心として文化祭を開催す
ることにより、市民の文化性及び協
調性を高め、一層の地域交流の向上
を図る。

公開審査 2,553 1,274 33.17
一次採択決

定

135
多喜浜塩のまちづくり
会議

多喜浜のまち全体が塩の
博物館事業

塩田文化の保存伝承のため、塩づく
り体験教室、多喜浜塩田遺跡巡り、
塩田讃歌の普及等を行うことによ
り、ふるさとへの誇りと愛着を深め
る。

公開審査 400 200 30.83
二次審査対

象

136 石鎚みすゞコスモス
金子みすゞトークinにい
はま～南京玉～（名称変
更）

思いやりの心、自然を大切にする心
などを育むために、太田治子さんと
金子みずず記念館館長などを招いて
の講演、童謡コンサートを行う。

公開審査 1,200 500 28.33
二次審査対

象

137 社会福祉法人　三恵会
放課後児童クラブともだ
ちパークの運営事業

放課後児童クラブを利用者の希望に
合わせ365日開設し、小学校低学年
の居場所を確保し、仕事と子育ての
両立支援と安全・安心な毎日を保障
する。

公開審査 12,625 1,000 34.50
一次採択決

定

138 新規 金子小学校PTA
（仮称）空からみる新居
浜・市政７５周年記念事
業

新居浜市を見つめ直し体感し、２５
年後のまちに思いを寄せてもらうた
め、小中学生を中心に、ヘリコプ
ターへの搭乗、スタンプラリーなど
を行う。

公開審査 2,000 1,000 34.00
一次採択決

定

139
新居浜市小・中学校音
楽教育振興会

小・中学校音楽教育振興
事業

寺尾音楽教育振興基金の果実運用に
より、外部講師を招き、音楽コン
クールに向けた指導者の技術向上を
図る。

認定 126 33 －

140 学校教育課
全日本合唱コンクール全
国大会派遣事業

全国音楽合唱コンクールに出場する
生徒に対して、保護者負担を軽減す
ることにより、音楽教育の振興を図
る。

認定 1,923 961 －

141 学校教育課 就園奨励事業
幼稚園園児保護者の保育料等経済的
負担の軽減を図る。 認定 37,470 37,470 －
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142
新居浜西高等学校定時
制教育振興会

定時制高校教育振興事業
定時制高校生徒の健全育成及び生徒
会活動を補助し、学習環境の充実及
び定時制教育の振興を図る。

公開審査 1,203 237 36.50
一次採択決

定

143 聖マリア幼稚園 私立幼稚園私学助成事業
幼児教育の充実と私立幼稚園経営の
安定を図るため、公私立格差の軽減
を図る。

公開審査 75,255 767 35.17
一次採択決

定

144 泉幼稚園 私立幼稚園私学助成事業
幼児教育の充実と私立幼稚園経営の
安定を図るため、公私立格差の軽減
を図る。

公開審査 30,850 290 35.17
一次採択決

定

145 ひかり幼稚園 私立幼稚園私学助成事業
幼児教育の充実と私立幼稚園経営の
安定を図るため、公私立格差の軽減
を図る。

公開審査 101,400 1,009 35.17
一次採択決

定

146 シオン幼稚園 私立幼稚園私学助成事業
幼児教育の充実と私立幼稚園経営の
安定を図るため、公私立格差の軽減
を図る。

公開審査 22,790 265 35.17
一次採択決

定

147 愛光幼稚園 私立幼稚園私学助成事業
幼児教育の充実と私立幼稚園経営の
安定を図るため、公私立格差の軽減
を図る。

公開審査 18,090 246 35.17
一次採択決

定

148 パコダ幼稚園 私立幼稚園私学助成事業
幼児教育の充実と私立幼稚園経営の
安定を図るため、公私立格差の軽減
を図る。

公開審査 58,280 605 35.17
一次採択決

定

149 菊本幼稚園 私立幼稚園私学助成事業
幼児教育の充実と私立幼稚園経営の
安定を図るため、公私立格差の軽減
を図る。

公開審査 104,020 933 35.17
一次採択決

定

150 グレース幼稚園 私立幼稚園私学助成事業
幼児教育の充実と私立幼稚園経営の
安定を図るため、公私立格差の軽減
を図る。

公開審査 46,081 363 35.17
一次採択決

定

151 グレース第二幼稚園 私立幼稚園私学助成事業
幼児教育の充実と私立幼稚園経営の
安定を図るため、公私立格差の軽減
を図る。

公開審査 12,150 195 35.17
一次採択決

定

152 スポーツ文化課
市指定天然記念物アツケ
シソウ保護管理事業

市指定天然記念物であるアツケシソ
ウの保護地の維持管理を行い、生育
を助成することにより文化財保護に
努める。

認定 126 63 －

153 スポーツ文化課
国民体育大会派遣補助事
業

国体に出場する市民に対して、奨励
金を交付し、生涯スポーツの振興を
図る。

認定 1,716 200 －

154 スポーツ文化課
愛媛スポーツ・レクリ
エーション祭派遣補助事
業

愛媛スポレク祭に出場する市民に対
して、奨励金を交付し、生涯スポー
ツの振興を図る。

認定 950 950 －

155 スポーツ文化課
市指定史跡「三義民の 市指定文化財である「三義民の碑」

が傾いているため、修繕し、文化財 認定 600 300 －155 スポーツ文化課
市指定史跡「三義民の
碑」修繕事業

が傾いているため、修繕し、文化財
保護に努める。

認定 600 300 －

156 新居浜文化協会 文化活動推進事業
芸術祭や展覧会・発表会などを開催
することにより、市民文化の向上に
寄与する。

公開審査 2,660 1,105 32.33
一次採択決

定

157 新居浜市体育協会
新居浜市体育協会育成事
業

32種目団体の大会開催助成、指導者
の育成・研修等を行い、市民の体力
向上とスポーツの振興を図る。

公開審査 3,240 1,400 35.17
一次採択決

定

158 新居浜市体育協会 国体強化事業

平成29年の愛媛県国民体育大会に向
け、競技力向上等を図るため、関係
種目協会と連携して強化練習や指導
者講習会を実施する。

公開審査 2,000 1,000 34.33
一次採択決

定

159 新居浜市剣道連盟
第32回少年剣道大会開催
事業

全国招待剣道大会を開催し、剣道の
振興及び青少年の健全育成を図る。 公開審査 2,355 100 31.33

二次審査対
象

160 新居浜市陸上競技協会
新居浜市駅伝競走大会事
業

市民駅伝大会を開催し、市民の健康
増進及びスポーツクラブの競技力の
向上を図る。

公開審査 800 400 33.17
一次採択決

定

161 新居浜市陸上競技協会
新居浜市民マラソン大会
補助事業

国領川河川敷において市民マラソン
大会を実施し、市民の健康増進と地
域交流を目指す。

公開審査 220 50 34.50
一次採択決

定

162 新規 新居浜市陸上競技協会
愛媛県クラブ対抗駅伝競
走大会

新居浜市で行われる愛媛県クラブ対
抗駅伝競走大会に参加し、生涯ス
ポーツの振興普及を図る

公開審査 2,840 1,000 36.17
一次採択決

定

164 新規
スペシャルオリンピッ
クス日本　愛媛　新居
浜ブランチ

知的障害者スポーツプロ
グラム実践事業

知的障害者がスポーツに励み、試合
に臨む喜びを経験するためのスペ
シャルオリンピックスの活動の周知
とアスリートの社会参加を図るた
め、バトミントンの練習を行った
り、協議会を開催したりする。

公開審査 300 150 37.50
一次採択決

定

165 新規
新居浜ジュニアセーリ
ングクラブ

ジュニアセーリングクラ
ブ活動強化事業

セーリング協議を普及し、青少年の
健全育成を図るため、ジュニアが使
用するヨット及びレスキュー用ゴム
ボートを購入し試乗体験、国体への
準備活動を行う。

公開審査 448 224 34.00
一次採択決

定

166 新居浜市学校給食会 学校給食米飯費補助事業

米飯購入校と、精米を購入し自校等
で炊飯する学校との米飯に係る価格
差を補助することで、子どもたちに
市内同一水準の給食を提供する。

認定 13,457 13,457 －

167 別子学校給食会 別子学校給食事業
市内統一の献立を採用するために給
食食材費を補助する。 認定 902 210 －

168 発達支援課
要医療行為児童看護支援
事業

医療行為を受けるために付き添う看
護師の派遣に要する経費を補助し、
障害児教育の充実を図る。

認定 1,633 816 －
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169
新居浜市自閉症・情緒
障がい児学級親の会

自閉症・情緒障がい児学
級通学費補助事業

通学区域外の自閉症・情緒障害児学
級に通学する児童生徒の保護者負担
を軽減し、障害者教育の振興を図
る。

認定 1,478 599 －

170 発達支援課
私立幼稚園特別支援教育
事業費補助事業

幼稚園における特別支援教育事業に
要する経費を助成することにより、
特別支援教育の振興と障害児の就園
機会の促進を図る。

認定 45,000 5,400 －

171 新規
新居浜市太鼓祭り一宮
の杜ミュージアム実行
委員会

一宮の杜ミュージアムプ
ロジェクト推進事業

一宮神社南参道への有料桟敷席の設
置により、観光客の増加、地域の連
帯感の醸成、伝統文化の継承に関す
る市民意識の向上を図る。

公開審査 7,591 1,000 34.83
一次採択決

定

合　計 13,220,061 865,503

8 / 8 


