
（単位：千円）

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

H26
申請額

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。

総合政策課 認定

新居浜市使用
済自動車等海
上輸送費補助
金交付要綱

4 4

2 総合政策課 定住人口拡大促進事業

新居浜市への転入世帯を増やし、定住人
口を拡大するため、住宅を新築・購入して
市外から転入した世帯を対象に住宅新築
及び建売住宅購入費用の１/10、最大50万
円、中学生以下の子ども1人につき10万円
の助成をする。

総合政策課 認定

新居浜市定住
促進補助金交
付要綱

200,000 28,000

3 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。

人事課 認定

新居浜市職員
互助会条例

35,173 16,524

4
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。 収税課 認定

納税貯蓄組合
法及び新居浜
市納税貯蓄組
合補助金交付
規則

120 120

5 地域福祉課
台風災害に係る生活資金
貸付金等利子補給補助事
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。

地域福祉課 認定

協調補助金

628 628

6 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。 地域福祉課 認定

他市町村共同
補助金

29,523 120

7 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。 地域福祉課 認定

協調補助金

21,710 5,930

8 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。 地域福祉課 認定

協調補助金

800 400

9 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。 地域福祉課 認定

協調補助金

38,695 30,384

10
新居浜市社会福祉協議
会

社会福祉協議会運営補助
金

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。

地域福祉課 認定

指定する団体
運営補助金

102,983 55,529

11 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、安全安心のまちづくりに
寄与する。 地域福祉課 公開審査 3,538 1,200

12
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。 地域福祉課 公開審査 1,800 790

13
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。 地域福祉課 公開審査 270 85

14
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。

地域福祉課 公開審査 320 112

15
新居浜市身体障害者更
生会

新居浜市身体障害者更生
会活動補助事業

知識や経験を生かし社会活動の取り組み
を行うとともに、明るい長寿社会づくりと保健
福祉の向上に努める。 地域福祉課 公開審査 205 50

16
新居浜市心身障害者
（児）団体連合会

新居浜市心身障害者（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。

地域福祉課 公開審査 295 100

17
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。

地域福祉課 公開審査 300 100

18 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。 地域福祉課 公開審査 700 350

19
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。 地域福祉課 公開審査 4,647 2,138

20
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。 地域福祉課 公開審査 1,500 700

21
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。

地域福祉課 公開審査 81 40

22 新居浜市遺族会
戦没者慰霊塔・慰霊碑維持
管理事業

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。 地域福祉課 公開審査 400 150

23 新規新規新規新規
社会福祉法人新居浜市
社会福祉協議会

法人後見事業補助金

認知症、知的がい、精神障がい等により判
断能力が不十分な人が、地域で安心して
生活することができるよう、法人後見事業を
実施し、日常生活や財産管理の支援を行
う。

地域福祉課 公開審査 2,429 1,000

24 介護福祉課
総合福祉施設「やすらぎの
郷」建設補助事業

老人福祉施設建設に伴う借入金償還補助
を行う。

介護福祉課 認定

債務負担行為

42,040 15,509

25 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。 介護福祉課 認定

協調補助金

2,402 2,402

26
新居浜市老人クラブ連
合会

新居浜市老人クラブ活性化
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。

介護福祉課 公開審査 6,000 2,700

平成26年度公募補助金申請一覧表（全体）
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28
社会福祉法人すいよう
会

島の家「えびすや」事業

住み慣れた島で元気に生活が続けられるよ
う、介護予防プログラムを実施し支援する。

介護福祉課 公開審査 4,879 1,000

29 社会福祉法人ふたば会
成年後見制度普及支援事
業

制度利用を必要としている人に即時対応で
きる基盤がないため、「成年後見制度」の受
け皿を担う。

地域包括
支援セン
ター

公開審査 3,443 1,000

30 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。 児童福祉課 認定

協調補助金

73,104 73,104

31 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。 児童福祉課 認定

協調補助金

24,390 19,590

32 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、認可外保育施設入所児童の処
遇の向上を図る。

児童福祉課 認定

協調補助金

11,386 2,895

33 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。 児童福祉課 認定

協調補助金

13,334 13,334

34 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。 児童福祉課 認定

愛媛県子育て
支援緊急対策
事業費補助金
交付要綱

95,000 67,388

35 児童福祉課
保育士等処遇改善臨時特
例補助金

保育士の人材確保対策として、現在の私立
保育所に対する民間施設給与等改善日を
基礎とした処遇改善を図ることに対して資
金の交付を行う。

児童福祉課 認定

新居浜市保育
士等処遇改善
臨時特例補助
金交付要綱

40,000 40,000

36 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。 児童福祉課 公開審査 450 220

37 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。 保健センター 認定

新居浜市特定
不妊治療費助
成事業実施要
綱（制度補助
金）

20,000 2,500

38 保健センター
県外における妊婦一般健
康診査事業（事業名変更：
妊婦健康診査支援事業）

里帰り出産等のため、愛媛県外の医療機
関又は助産所で受信した妊婦健康診査に
係る費用について、その一部を助成する。 保健センター 認定

妊婦健康診査
臨時特例交付
金 1,800 1,800

39 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。 保健センター 認定

愛媛県産科医
等確保支援次
号補助金交付
要綱（特別の理
由を有するも
の）

11,500 7,667

40
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。

保健センター 認定

覚書

14,483 8,240

41
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。

保健センター 認定

覚書

9,271 5,264

42
西条新居浜食品衛生協
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。 保健センター 公開審査 2,500 230

43 市民活動推進課
コミュニティ助成事業補助
金

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、
自治会館の建て替え、新築に対して補助
する

市民活動
推進課

認定

新居浜市コミュ
ニティ施設等整
備事業補助金
交付要綱

46,684 26,442

44
グローバルパーティーを
楽しもう会

第25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。

市民活動
推進課

公開審査 200 80

45
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。 市民活動

推進課
公開審査 300 150

46 新規新規新規新規 にいはま日本語の会
日本語学習者による第12回
日本語スピーチコンテスト

外国人が日頃の学習成果を発表することに
より、日本語のレベルアップを図るとともに、
市民が外国人の考え方や文化の違いを認
識し、国際交流を深め、多文化共生社会の
実現を図る。

市民活動
推進課

公開審査 154 70

47
愛媛県人権教育協議会
新居浜支部

愛媛県人権教育協議会新
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。 人権擁護課 認定

法律、市として
の約束行為

2,181 2,181

48
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ＤＶ被害
者、不登校の子どもに対する保護、支援を
行う。

男女共同
参画課

公開審査 2,100 1,000

49
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。 男女共同

参画課
公開審査 800 400

50 新居浜地区防犯協会
新居浜地区防犯協会運営
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。 防災安全課 認定

指定する団体
運営補助金

8,682 8,545

51 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。

防災安全課 公開審査 600 300

52 新規新規新規新規 高木自主防災会
高木自主防災会防災資機
材整備

自主防災組織の機能充実を図ることによ
り、地域における自主防災力の向上及び安
全安心で災害に強いまちづくりを目指す。 防災安全課 公開審査 401 200

53 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。 下水道管理課 認定

規則

500 500
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54 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。 下水道管理課 認定

規則

960 960

55 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。

環境保全課 認定

協調補助金

64,500 19,882

56 環境保全課
住宅用太陽光発電システム
設置費補助事業

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。 環境保全課 認定

制度補助金

684,000 43,200

57 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。 環境保全課 公開審査 248 100

58 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。

ごみ減量課 認定

制度補助金

3,444 1,160

59 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。 環境施設課 認定

回答書

358 358

60 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。 環境施設課 認定

覚書

218 218

61 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。 環境施設課 認定

協定書

4,100 4,100

62
公益社団法人　新居浜
市シルバー人材セン
ター

新居浜市高年齢者労働能
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。 商工労政課 認定

協調補助金

53,729 14,700

63 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。

商工労政課 認定

条例

299,494 20,000

64 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。 商工労政課 認定

規則

17,786 17,786

65 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。

商工労政課 認定

規則

11,369 11,369

66 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。 商工労政課 認定

条例

10,000,000 100,000

67 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。

商工労政課 認定

協調補助金

26,538 3,223

68 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。 商工労政課 認定

市要綱（特別の
理由を有するも
の） 4,870 1,000

69
新居浜機械産業協同組
合

地場産業持続的発展推進
事業

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。 商工労政課 公開審査 2,440 1,000

70 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。 商工労政課 公開審査 8,007 3,000

71
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。 商工労政課 公開審査 1,040 400

72
百縁笑点街＆さんさん
産直市実行委員会

百縁笑点街＆さんさん産直
市事業

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。 商工労政課 公開審査 3,595 1,000

73
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。 商工労政課 公開審査 2,100 1,000

74 新居浜商店街連盟
新鮮生き生き商店街プロ
ジェクト

銅夢にいはまで生鮮市場を開催し、まちな
かエリアの現状と将来性についての関心を
高める。 商工労政課 公開審査 2,000 1,000

75 新居浜商店街連盟 にいはま夏まつり開催事業

太鼓台による趣向を凝らしたパフォーマン
スや各太鼓台の歴史や文化の紹介などに
より賑わい創出を図る。 商工労政課 公開審査 4,200 1,500

76 まち元気ネットワーク 冬の七夕事業

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。

商工労政課 公開審査 920 460

77 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。 商工労政課 公開審査 1,500 700

78 新規新規新規新規
四国地区高校生溶接技
術競技会実行委員会

四国地区高校生溶接技術
競技会

溶接技術の向上に取り組む高校生に対し、
日頃の練習成果を発表する場を提供し、更
なる溶接技術の向上及び地元企業と若手
人材のマッチング行う。

商工労政課 公開審査 1,510 500

79
新居浜市太鼓祭り推進
委員会

新居浜市太鼓祭り推進委
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。 運輸観光課 認定

市要綱（特別の
理由を有するも
の） 9,320 9,320

80 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し、路線の存続を図
る。 運輸観光課 認定

協調補助金

363,852 44,252
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81
にいはま納涼花火大会
協賛会

第57回にいはま納涼花火
大会補助事業

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。 運輸観光課 認定

市要綱（特別の
理由を有するも
の） 14,740 4,331

82
社団法人新居浜市観光
協会

新居浜市観光協会事業

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。 運輸観光課 認定

指定する団体
運営補助金

18,170 8,726

83
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。 運輸観光課 公開審査 3,150 1,528

84
社団法人新居浜市観光
協会

サマーフェスティバルｉｎ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。 運輸観光課 公開審査 3,198 1,000

85 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。 運輸観光課 公開審査 1,765 750

86 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。 運輸観光課 公開審査 2,030 1,000

87 新居浜商工会議所
とっておきの新居浜検定
（ジュニア・初級・中級）事業

検定を通じて、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。 運輸観光課 公開審査 302 150

88
新居浜太鼓祭り一宮の
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。

運輸観光課 公開審査 7,900 1,000

89 新規新規新規新規 新居浜観光ガイドの会 新居浜観光ガイド事業

観光ガイドを実施することにより、ホスピタリ
ティの向上、観光客の増加を図る

運輸観光課 公開審査 640 320

90 新規新規新規新規
新居浜市料理飲食業協
同組合

新居のいもだき事業

新居浜の風物詩である「新居のいもだき」を
提供することにより、市民の憩いの場の提
供及び観光振興に寄与する 運輸観光課 公開審査 3,779 1,000

91 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。 農林水産課 認定

他市町村共同
補助金

196,583 1,000

92 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。

農林水産課 認定

協調補助金

1,489 1,489

93 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。 農林水産課 認定

協定書

778 778

94 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。 農林水産課 認定

市要綱（特別の
理由を要するも
の） 8,500 3,300

95 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。

農林水産課 認定

協定書

990 100

96
新居浜市農業再生協議
会

経営所得安定対策直接支
払推進事業（旧：農業者戸
別所得補償制度推進事業）

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。 農林水産課 認定

農業者個別所
得補償制度推
進事業実施要
綱

2,520 2,520

97 農林水産課 森林そ生緊急対策事業

地域材の有効活用を図り、木材の多様化
する顧客ニーズに対応するため、プレカット
加工装置を導入する。 農林水産課 認定

愛媛県森林そ
生緊急対策事
業実施要綱 295,501 147,750

98 農林水産課
木質バイオマス間伐材安定
供給整備事業

木質バイオマス発電事業にための間伐材
運搬コストの上昇に伴い、間伐材等の安定
的な供給を促進するため、その運搬費の補
助を行う。

農林水産課 認定

市要綱（特別の
理由を要するも
の） 47,500 5,000

99 新規新規新規新規
新居浜市鳥獣被害対策
協議会

愛媛県鳥獣被害防止緊急
捕獲対策事業

有害鳥獣捕獲にかかる活動経費を補助し、
捕獲圧を強化することにより有害鳥獣の個
体数減少を図る。 農林水産課 認定

間接補助金

1,760 1,760

100 新規新規新規新規
新居浜市鳥獣被害対策
協議会

愛媛県鳥獣被害防止総合
対策事業

有害鳥獣侵入防止のためのワイヤーメッ
シュ柵の購入及び設置に対して補助する。

農林水産課 認定

市要綱（特別の
理由を要するも
の） 3,288 3,288

101 新居浜市農業協同組合 にいはま農業まつり事業

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。 農林水産課 公開審査 4,050 800

102 食生活改善推進協議会
食生活改善・食育推進によ
る新居浜産農産物の消費
拡大事業

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。

農林水産課 公開審査 300 150

103 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。 農林水産課 公開審査 33,000 3,000

104 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。 農林水産課 公開審査 2,772 1,381

105 新規新規新規新規 いしづち森林組合
環境林整備切り捨て間伐事
業

森林所有者の自助努力や、森林組合によ
る企業努力では適切な整備が期待できな
い森林において、切り捨て間伐を行い、敵
正な森林環境を維持する。

農林水産課 公開審査 3,150 450

106
新居浜市金子土地改良
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。 農地整備課 認定

協定書

400 400

107
新居浜市新居浜土地改
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。 農地整備課 認定

協定書

200 200
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108
新居浜市吉岡泉土地改
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。 農地整備課 認定

覚書

300 300

109
新居浜市阿島土地改良
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㈱日本政策金融公庫から借り入れた
債務の償還補助を行う。 農地整備課 認定

債務負担行為

3,944 3,944

110
新居浜市垣生土地改良
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㈱日本政策金融公庫から借り入れた
債務の償還補助を行う。 農地整備課 認定

債務負担行為

1,831 1,831

111
新居浜市岸之下土地改
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㈱日本政策金融公庫から借り入れた
債務の償還補助を行う。 農地整備課 認定

債務負担行為

2,733 2,733

112
新居浜市吉岡泉土地改
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㈱日本政策金融公庫から借り入れた
債務の償還補助を行う。 農地整備課 認定

債務負担行為

1,219 1,219

113
新居浜市金子土地改良
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㈱日本政策金融公庫から借り入れた
債務の償還補助を行う。 農地整備課 認定

債務負担行為

335 335

114
新居浜市松神子土地改
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㈱日本政策金融公庫から借り入れた
債務の償還補助を行う。 農地整備課 認定

債務負担行為

744 744

115
新居浜市上泉川土地改
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㈱日本政策金融公庫から借り入れた
債務の償還補助を行う。 農地整備課 認定

債務負担行為

2,236 2,236

116
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㈱日本政策金融公庫から借り入れた
債務の償還補助を行う。 農地整備課 認定

債務負担行為

7,573 7,573

117
新居浜市多喜浜土地改
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㈱日本政策金融公庫から借り入れた
債務の償還補助を行う。 農地整備課 認定

債務負担行為

148 148

118
新居浜市大島土地改良
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㈱日本政策金融公庫から借り入れた
債務の償還補助を行う。 農地整備課 認定

債務負担行為

2,182 2,182

119
新居浜市中村土地改良
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㈱日本政策金融公庫から借り入れた
債務の償還補助を行う。 農地整備課 認定

債務負担行為

900 900

120
新居浜市萩生土地改良
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㈱日本政策金融公庫から借り入れた
債務の償還補助を行う。 農地整備課 認定

債務負担行為

899 899

121
新居浜市治良丸土地改
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㈱日本政策金融公庫から借り入れた
債務の償還補助を行う。 農地整備課 認定

債務負担行為

113 113

122 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。 農地整備課 認定

新居浜市ふるさ
と・水と土保全
対策基金条例 50 50

123
新居浜市高柳土地改良
区

土地改良施設維持管理適
正化事業（高柳泉）

国の補助制度を活用し、基幹水利施設の
機能維持保全と安全管理の工事を行う。

農地整備課 認定

協調補助金

2,000 800

124
新居浜市上泉川土地改
良区

土地改良施設維持管理適
正化事業（要害揚水機場）

国の補助制度を活用し、基幹水利施設の
機能維持保全と安全管理の工事を行う。

農地整備課 認定

協調補助金

2,500 1,000

125
新居浜市多喜浜土地改
良区

土地改良施設維持管理適
正化事業（又野川東１排水
路）

国の補助制度を活用し、基幹水利施設の
機能維持保全と安全管理の工事を行う。

農地整備課 認定

協調補助金

2,000 400

126 建築住宅課
新居浜市地域優良住宅賃
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。 建築住宅課 認定

協調補助金

27,272 18,181

127 建築指導課
新居浜市民間木造住宅耐
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助する。

建築指導課 認定

協調補助金

750 500

128 建築指導課
新居浜市民間木造住宅耐
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。

建築指導課 認定

新居浜市木造
住宅耐震改修
工事費等補助
金交付要綱

12,600 8,400

129 建築指導課
新居浜市民間建築物アス
ベスト含有調査事業

建築物の所有者が行うアスベスト含有調査
に対する費用を補助する。

建築指導課 認定

社貸本整備総
合交付金交付
要綱 500 500

130 新居浜市議会
新居浜市議会政務活動費
補助金（旧：新居浜市議会
政務調査費補助金）

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。 議事課 認定

新居浜市議会
政務調査費の
交付に関する
条例

5,616 5,616

131 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

仕事と家庭の両立支援を行うため、放課後
や休日に保護者が家庭にいない児童に適
切な遊び場や生活の場を提供し、児童の
健全な育成を図る。

社会教育課 認定

協調補助金

11,294 3,360

132
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。 社会教育課 公開審査 2,549 1,274

133
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。

社会教育課 公開審査 400 200

134 新居浜市ＰＴＡ連合会 陸前高田市交流事業

次世代の子どもたちに命の尊さ等を学んで
もらうために、被災地を訪問し交流事業を
実施する。 社会教育課 公開審査 2,030 1,000
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135
新居浜おやじネットワー
ク

親子防災体験学習事業

防災対策について考え、生き抜く力をつけ
るため、学校や地域ではできない防災教育
を実施する。 社会教育課 公開審査 100 50

136 新規新規新規新規 新居浜市PTA連合会
子ども達と保護者の家庭教
育事業

食育教育、いじめ対策事業、健康危機管
理の学習、交通安全対策の学習を通じて、
子どもの学力向上、成長環境の整備を図
る。

社会教育課 公開審査 1,000 500

137
新居浜市小・中学校音
楽教育振興会

新居浜市小・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。 学校教育課 認定

条例

122 10

138 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。 学校教育課 認定

制度補助金

2,276 1,137

139 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。

学校教育課 認定

協調補助金

37,470 37,470

140
愛媛県立新居浜西高等
学校定時制教育振興会

愛媛県立新居浜西高等学
校定時制教育振興助成事
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。 学校教育課 公開審査 1,020 237

141 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。

学校教育課 公開審査 78,918 774

142 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。

学校教育課 公開審査 47,055 435

143 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。

学校教育課 公開審査 99,827 1,023

144 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。

学校教育課 公開審査 31,510 241

145 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。

学校教育課 公開審査 20,180 186

146 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。

学校教育課 公開審査 62,011 629

147 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。

学校教育課 公開審査 92,241 817

148 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。

学校教育課 公開審査 42,638 343

149 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。

学校教育課 公開審査 13,323 217

150 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。

学校給食課 認定

新居浜市学校
給食米飯費補
助金交付要綱
（特別の理由を
有するもの）

13,670 13,670

151 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。

学校給食課 認定

制度補助金

638 127

152 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。 発達支援課 認定

制度補助金

1,633 816

153 発達支援課
自閉症・情緒障がい学級通
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。 発達支援課 認定

制度補助金

1,540 416

154 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。 発達支援課 認定

制度補助金

39,000 4,680

155 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。 スポーツ文化課 認定

文化財保護条
例

126 63

156 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。

スポーツ文化課 認定

制度補助金

400 200

157 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。 スポーツ文化課 認定

制度補助金

950 950

158 スポーツ文化課
平成26年度高校スポーツ強
化運動部指定校事業

スポーツ強化指定校の運動部に対して遠
征や外部コーチ招聘費用の補助を行い、
競技力の向上を図る。 スポーツ文化課 認定

高校スポーツ強
化運動部指定
校事業補助金
交付要綱

3,000 3,000

159 新規新規新規新規 スポーツ文化課
天皇賜杯第69回全日本軟
式野球大会

愛媛県で開催される天皇賜杯第69回全日
本軟式野球大会の開催に伴い、愛媛県と
会場となる市が事業費の一部を負担するこ
とにより、円滑な大会運営を図る。

スポーツ文化課 認定

他市町村共同
補助金

26,010 1,000

160 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。

スポーツ文化課 公開審査 2,813 1,105

161 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。 スポーツ文化課 公開審査 3,240 1,400
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162 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。

スポーツ文化課 公開審査 2,000 1,000

163 新居浜市剣道連盟
第34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。

スポーツ文化課 公開審査 2,310 100

164 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。 スポーツ文化課 公開審査 800 400

165 新居浜市陸上競技協会
新居浜市民マラソン大会事
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。 スポーツ文化課 公開審査 225 50

166
ＮＰＯ法人ＳＯＮ愛媛：新
居浜ブランチ

知的障害児者スポーツプロ
グラム実践事業

知的障害者がスポーツに励み、試合に臨
む喜びを経験し、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。

スポーツ文化課 公開審査 700 300

167 新規新規新規新規 又野自治会 平兵衛祭り保全事業

伝統文化行事（平兵衛祭り）の開催場所の
保全

スポーツ文化課 公開審査 1,090 545

168 新規新規新規新規 新居浜市民合唱団
新居浜市民合唱団第10回
記念定期演奏会

市民に生の音楽に触れあう機会を提供する
ことにより豊かな情操を育むとともに、新居
浜市内で活躍する音楽家や合唱団体の芸
術文化水準の底上げを図る。

スポーツ文化課 公開審査 3,650 1,000

169 新規新規新規新規 新居浜文化協会
新居浜文化協会創立65周
年記念事業

新居浜文化協会創立65周年記念事業とし
て雅楽コンサートを開催する。

スポーツ文化課 公開審査 4,250 1,000

170 新規新規新規新規
全国高等専門学校サッ
カー連盟

第47回全国高等専門学校
サッカー選手権大会

第47回全国高等専門学校サッカー選手権
大会の開催

スポーツ文化課 公開審査 3,600 1,000

合　計 13,851,312 1,087,853

当初申請

件数

認定補助金 認定補助金 94

公開審査補助金 公開審査補助金 75

合　計 合　計 169

新規事業(全体) 新規事業（全体） 15

新規事業(公開審査) 新規事業（公開審査） 12

1,087,853

18,298

7,585

金　額

1,034,673

53,180
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