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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

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

スポーツ文化課 認定

他市町村共同
補助金

26,010 1,000

合　計合　計合　計合　計 3件3件3件3件 31,05831,05831,05831,058 6,0486,0486,0486,048

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

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

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

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

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

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

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

平成26年度公募補助金　申請一覧表（審査分）

　（根拠確認分）　（根拠確認分）　（根拠確認分）　（根拠確認分）

　（公開審査分）　（公開審査分）　（公開審査分）　（公開審査分）
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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

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

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

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

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

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
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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

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

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

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

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

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　計合　計合　計合　計 75件75件75件75件 651,388651,388651,388651,388 53,18053,18053,18053,180


