
企画 観音寺市国際交流協会補助金 大野原町国際交流協会補助金 中学生海外派遣助成金

姉妹都市交流実行委員会補助金   大野原町国際交流協会中学生海外派遣補助金 豊浜町まちづくり海外派遣助成金

粟井地区環境整備補助金

広聴広報 観音寺市自治会協議会補助金 自治会補助金 自治会協議会事務助成金

自治会協議会研修助成金

ケーブルテレビ加入世帯補助金

ケーブルテレビ視聴料補助金

電算 観音寺市新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業補助金

消防 自主防災組織結成等補助金 消防団互助会補助金 自主防災組織結成等補助金

消防団分団運営補助金 婦人防火クラブ補助金

防火水槽等改修事業補助金 幼年防火クラブ補助金

税 納税貯蓄組合補助金

納税組合連合会補助金

観音寺市たばこ販売促進協議会補助金

交通 市交通対策協議会運営補助金　　

チャイルドシート購入助成金 チャイルドシート購入助成金

環境 合併処理浄化槽設置整備事業補助金　 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 浄化槽設置補助金

観音寺市リサイクル推進組織資源回収補助金 資源回収補助金（大野原中学校ＰＴＡ他4校） リサイクル活動補助

観音寺市生ゴミ処理機設置事業補助金 生ゴミ処理機購入費補助金

観音寺市衛生組合連合会補助金 大野原町衛生組合補助金 豊浜町保健衛生推進協議会補助金

河川清掃補助金 クリーン作戦事業助成金

し尿 豊浜漁協水産振興補助金  三豊南部環境衛生組合 豊浜漁協水産振興補助金  三豊南部環境衛生組合

水利組合補助　　　　　　三豊南部環境衛生組合 水利組合補助　　　　　　三豊南部環境衛生組合

福祉 保護司会補助金 保護司会補助金 保護司会補助金

人権擁護委員会補助金 民生委員児童委員協議会研修補助金

遺族連合会補助金 遺族連絡会補助金

傷痍軍人会補助金 傷痍軍人会補助金 傷痍軍人会補助金

軍恩連盟補助金 軍恩連盟補助金 運恩連盟補助金

戦没者追悼式補助金 豊浜地区慰霊祭補助金 　　　   和田地区慰霊祭補助金

更生保護事業補助金 更生保護事業補助金 更生保護事業補助金

母子福祉会補助金 母子寡婦福祉会補助金

民間保育所運営補助金

地域組織活動育成事業補助金 地域組織活動育成事業補助金

地域改善事業就学前部会補助金

香川県障害者雇用促進協会補助金 身障者住宅整備事業補助金

身体障害者協会運営事業補助金 ショートステイ事業（身体障害者）補助金 身障分会補助金

香川県腎臓友の会補助金 県腎臓友の会補助金 腎臓友の会補助金

三豊腎友会補助金 三豊腎臓友の会補助金

西讃ろうあ協会補助金 西讃ろうあ協会補助金 西讃ろうあ協会補助金

香川県中途失聴・難聴者協会補助金 香川県西部養護学校教育振興助成事業補助金

リウマチ友の会補助金 ホ－ムヘルプサ－ビス事業補助金

－
2
9
－

調整方針(案)

各種団体への補助金、交付金等については、従来からの経緯、実情や関係団体の意向などを配慮しながら、公共的必要性、有効性、公平性の観点に立ち、次のとおり調整するものとする。

１　１市２町で同一あるいは同種の補助金、交付金等については、新市において統一する方向で調整する。

２　１市２町で独自の補助金、交付金等については、従来からの実績等を尊重し、新市域全域において均衡を保つよう調整する。

３　整理統合できる補助金、交付金等については、合併時に統合・廃止できるよう調整する。

　各種団体への補助金、交付金等の取扱いについて合併協定項目番号 １８ 合併協定項目名

区　　分 観　音　寺　市 大　野　原　町 豊　　浜　　町



調整方針(案)

各種団体への補助金、交付金等については、従来からの経緯、実情や関係団体の意向などを配慮しながら、公共的必要性、有効性、公平性の観点に立ち、次のとおり調整するものとする。

１　１市２町で同一あるいは同種の補助金、交付金等については、新市において統一する方向で調整する。

２　１市２町で独自の補助金、交付金等については、従来からの実績等を尊重し、新市域全域において均衡を保つよう調整する。

３　整理統合できる補助金、交付金等については、合併時に統合・廃止できるよう調整する。

　各種団体への補助金、交付金等の取扱いについて合併協定項目番号 １８ 合併協定項目名

区　　分 観　音　寺　市 大　野　原　町 豊　　浜　　町

福祉 さくらんぼ運営補助金

肢体不自由父母の会補助金

心身障害者小規模通所作業所運営事業補助金

観音寺市社会福祉協議会運営事業補助金 大野原町社会福祉協議会補助金 豊浜町社会福祉協議会運営費補助金

在宅寝たきり老人等介護慰労金支給事業補助金 高齢者就業機会開発事業補助金

ささえあう健康長寿の地域づくり推進事業補助金 元気高齢者づくり対策事業補助金

老人クラブ友愛訪問補助金 老人クラブ助成金 長寿会連合会助成金

老人クラブ連合会補助金 住宅改修指導事業補助金 豊浜町長寿会補助金

老人単位クラブ補助金

老人スポーツ大会補助金

香川県原爆被害者の会補助金

ゲートボール大会補助金

ペタンク大会補助金

シルバー人材センター補助金 高齢者労働能力活用事業補助金 シルバー人材センター補助金

シルバー人材センター協会補助金 あゆみの会補助金

社会福祉法人施設整備借入金利子補給事業費補助金 社会福祉法人利子補給補助金

特別養護老人ホーム施設整備事業補助金

視覚障害者福祉タクシー事業補助金

まるやま建設県借入金償還補助金（仮称） 精神家族会補助金

母親クラブ運営補助金 陶芸クラブ補助金

民生委員協議会補助金 行旅人等旅費助成 子ども会育成会補助金

民生委員協議会補助金 手をつなぐ親の会補助金

ふれあいのまちづくり事業補助金 ボランティア団体補助金 青少年育成町民会議補助金

ホームヘルプサービス事業補助金 コスモスの会補助金 ボランティア指定校補助金

精神障害者短期入所事業補助金 精神障害者協同作業所運営費補助金 勤労者レクリエ－ション助成金

精神障害者地域生活援助事業補助金

健康 歯科医師会保健指導補助金 大野原町食生活改善推進協議会補助金 三豊食品衛生協議会負担金

口腔衛生週間行事運営補助金（児童・生徒の歯科健診）

献血推進事業補助金

離島救急患者輸送補助金

公衆浴場組合補助金

公衆浴場施設改善事業補助金

農林水産 三豊農業共済組合事業補助金 地域推進体制整備事業補助金 三豊農業共済組合補助金

確認事務協力費 大豊農業振興センター補助金　

観音寺市生活研究グループ連絡協議会補助金 生産調整緊急拡大分補助金 三豊地域農業改良普及協議会補助金

観音寺市４Ｈクラブ補助金 転作作物等推進事業費補助金 香川県農業経営対策事業補助金

水田農業経営確立対策推進体制整備事業補助金 香川県農地流動化促進事業・認定農業者農地集積支援事業補助金

各種補助事業補助金

水田農業経営確立助成金交付事業補助金

水田農業経営確立対策事業補助金 水田農業経営確立対策事業費補助金 効率的・持続的な集落営農育成事業補助金

中山間地域等直接支払交付金

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

－
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－



調整方針(案)

各種団体への補助金、交付金等については、従来からの経緯、実情や関係団体の意向などを配慮しながら、公共的必要性、有効性、公平性の観点に立ち、次のとおり調整するものとする。

１　１市２町で同一あるいは同種の補助金、交付金等については、新市において統一する方向で調整する。

２　１市２町で独自の補助金、交付金等については、従来からの実績等を尊重し、新市域全域において均衡を保つよう調整する。

３　整理統合できる補助金、交付金等については、合併時に統合・廃止できるよう調整する。

　各種団体への補助金、交付金等の取扱いについて合併協定項目番号 １８ 合併協定項目名

区　　分 観　音　寺　市 大　野　原　町 豊　　浜　　町

農林水産 農業経営基盤強化資金利子助成事業補助金 農業経営基盤強化資金利子助成金

農業生産体制強化総合推進対策補助事業補助金 農業生産総合対策事業持続的農業総合対策事業補助金

育成すべき農業者農地集積支援事業補助金 農地保有合理化促進対策事業補助金

葉たばこ生産振興事業補助金

有害鳥獣駆除対策事業補助金 有害鳥獣駆除活動補助金 有害鳥獣駆除活動補助金

農業近代化資金利子補給事業補助金 有害鳥獣対策事業費補助金 有害鳥獣対策事業費補助金

多彩な園芸産地推進事業補助金　　 多彩な園芸産地等育成推進事業費補助金 有害鳥獣防止対策補助事業補助金

中山間地域等直接支払金補助金 田野々パイロット事業補助金

土づくり推進事業補助金 土づくり推進事業費補助金 土づくり推進事業補助金

園芸廃棄物処理事業補助金 独創型高付加価値農業育成対策事業費補助金 土づくり指導助成金

経営構造対策事業補助金 新規就農希望者受入施設整備事業費補助金 町農地流動化事業補助金

集落営農推進支援事業補助金 農業委託実習生受入事業補助金 蔬菜栽培技術研究助成金

新規就農条件整備支援事業補助金 香川県認定農業者協議会補助金 JA香川豊浜支店補助金

水田作付体系転換緊急推進事業補助金 グループ８５補助金 梨技術研究助成香川豊南農業協同組合補助金

イノシシ被害防止対策事業補助金 町生活研究グループ助成金 技術研究助成金

遊休農地保全管理対策事業補助金 ＪＡ活性化センター運営補助金 JA香川豊浜支店イチゴ生産組合補助金

経営構造対策事業補助金 三豊農業共済組合負担金 農業共済事務負担金　

認定農業者経営改善リース支援強化事業補助金 香川豊南牛枝肉共励会補助金 定着団地化指導助成金

農業生産総合対策事業補助金 高齢者・女性肉用子牛生産振興事業費補助金 野菜集団育成助金

水田農業経営確立対策推進助成事業補助金 畜産環境整備特別対策事業費補助金 園芸組合助成金

新生産調整推進対策牧草種子導入事業補助金 4Hクラブ助成金

肉用子牛価格安定対策事業補助金 みどりの少年団補助金 自立農業経営実践活動助成金

農業近代化（公）資金利子補給事業補助金 下刈事業補助金 メロン加工研究会助成金

家畜伝染病防疫対策事業補助金 枝打事業補助金 営農集団助成金　

家畜防疫互助基金造成支援事業補助金 花卉部会助成金

高齢者、女性肉用子牛生産振興事業補助金 豊浜町農業経営者協議会補助金

畜産共進会事業補助金　 畜産関係団体補助金

畜産経営体質強化資金特別融通助成利子補給事業補助金 県単補助事業畜産振興補助金

畜産振興特別対策事業補助金 生活研究グループ連絡協議会補助金　

全国和牛能力共進会事業補助金 梨加工研究会補助金

観音寺市土地改良協議会補助金 観光農園補助金

三豊干拓中央排水機維持管理費補助金 三豊干拓中央樋門管理費補助金 農作物栽培奨励事業補助金

団体営土地改良事業借入金償還補助金 生産調整推進対策事業実行組合補助金

団体営農道整備事業借入金償還補助金 豊浜町生活研究グループ補助金

団体営かんがい排水事業借入金償還補助金

横断道関連単独県費補助土地改良事業借入金償還補助金

単独県費補助土地改良事業補助金 柞田川沿岸土地改良区連合補助金 単独町費土地改良事業補助金

市単独補助土地改良事業補助金 大野原町ほ場整備土地改良区補助金 単独県費土地改良事業補助金

団体営基盤整備促進事業（三豊干拓地区）補助金 土地改良区合同事務所補助金

団体営農村総合整備事業補助金

漁協婦人部補助金
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調整方針(案)

各種団体への補助金、交付金等については、従来からの経緯、実情や関係団体の意向などを配慮しながら、公共的必要性、有効性、公平性の観点に立ち、次のとおり調整するものとする。

１　１市２町で同一あるいは同種の補助金、交付金等については、新市において統一する方向で調整する。

２　１市２町で独自の補助金、交付金等については、従来からの実績等を尊重し、新市域全域において均衡を保つよう調整する。

３　整理統合できる補助金、交付金等については、合併時に統合・廃止できるよう調整する。

　各種団体への補助金、交付金等の取扱いについて合併協定項目番号 １８ 合併協定項目名

区　　分 観　音　寺　市 大　野　原　町 豊　　浜　　町

農林水産 水産振興対策事業（水産廃棄物等処理施設設置）補助金

地域活性化水産振興対策事業（建干網実施）補助金

漁業近代化資金利子補給事業補助金　　 西かがわ漁業協同組合補助金 西かがわ漁業協同組合補助金

商工観光 商工会議所補助金 商工会補助金　　 商工振興助成金

照明近代化協議会補助金 企業誘致奨励金 法人会助成金

中小企業保証料助成金 水銀灯維持管理補助金 商業活性化振興助成金

同和対策小規模事業融資利子補給補助金

小企業等経営改善資金利子補給補助金

職業安定協会補助金

中小小売商団体連合会助成金

中小企業団体中央会助成金

セントラルパーキング運営補助金

観音寺市商店街等活性化促進事業補助金

住宅用太陽光発電システム設置整備事業補助金

地域振興イベント推進事業補助金

観音寺あじさい祭補助金

観光協会運営補助金 大野原町観光協会運営補助金

総合コミュニティセンター運営補助金

世界のコイン館運営補助金

世界のコイン館建設借入金償還助成金

都市計画 土地開発公社補助金

ふるさと緑化推進事業補助金 大野原町花いっぱい運動推進協議会補助金

建設 単独県費補助土地改良事業補助金 自治会補助金

住宅 公営住宅家賃収入補助金 公営住宅家賃収入補助金

公営住宅家賃対策補助金 公営住宅家賃対策補助金

下水道 公共用用排水路清掃助成事業補助金

教育 児童・生徒派遣費補助金 児童生徒派遣費補助金 児童・生徒派遣費補助金

就学援助補助 就学援助補助金 就学援助補助金

就園奨励費補助金 就園援助補助金 就園援助補助金

観音寺市心身障害児育成補助金 障害児教育補助金

観音寺市教育文化展覧会補助金

観音寺市障害児学級合同野外学習補助金 障害児野外学活動補助金

全国連合小・中学校校長会研究協議会特別研修補助金

同和教育研修補助金（小・中）

教職員校内研修補助金（小学校） 教職員の研修補助金

教職員校内研修補助金（中学校）

新入生徒のヘルメット補助金 新入生徒のヘルメット補助金 新入生徒のヘルメット補助金

校外補導会補助金 校外補導補助金(中学校)

児童指導対策費（小学校） 児童指導対策費（小学校）補助金

児童指導対策費（中学校） クラブ活動振興補助金（中学校） 児童指導対策費（中学校）補助金

進路指導研修補助金 海外研修補助金 中学生海外派遣助成金

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
－
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－



調整方針(案)

各種団体への補助金、交付金等については、従来からの経緯、実情や関係団体の意向などを配慮しながら、公共的必要性、有効性、公平性の観点に立ち、次のとおり調整するものとする。

１　１市２町で同一あるいは同種の補助金、交付金等については、新市において統一する方向で調整する。

２　１市２町で独自の補助金、交付金等については、従来からの実績等を尊重し、新市域全域において均衡を保つよう調整する。

３　整理統合できる補助金、交付金等については、合併時に統合・廃止できるよう調整する。

　各種団体への補助金、交付金等の取扱いについて合併協定項目番号 １８ 合併協定項目名

区　　分 観　音　寺　市 大　野　原　町 豊　　浜　　町

教育 クラブ活動振興補助金（中学校） 少年交流補助金

クラブ活動引率補助金 修学旅行引率費補助金

学校給食会運営補助金 生徒リーダー研修費補助金

生涯学習 観音寺市ＰＴＡ連絡協議会補助金 大野原町PTA連絡協議会補助金

観音寺市母親連絡会補助金 大野原町生涯学習推進協議補助金会

自治公民館建設補助金 地区公民館補助金

地区公民館長研修補助金

中姫・下組・上の段・花稲公民館管理助成金

生涯学習町づくり推進地区公民館補助金

観音寺市文化財保護協会 大野原町文化財保護協会補助金 豊浜町文化財保護協会

大野原町文化協会補助金補助金 和田雨乞踊保存会補助金

田野々雨乞踊保存会補助金 箕浦獅子舞保存会補助金

大野原龗王太鼓保存振興会補助金 新とよはま音頭協賛会補助金

大野原音頭保存会補助金

市体育協会補助金 大野原町体育協会補助金 豊浜町体育協会補助金

地区体育祭補助金 大野原町地区体育協会補助金

近県高校女子ソフトボール大会補助金 大野原町ゲートボール連合会補助金

三観地区中学校体操・新体操競技大会補助金 体育指導委員ユニフォーム補助金

スポーツ少年団補助金 大野原町スポーツ少年団育成連絡協議会補助金 スポーツ少年団育成事業交付金

全国スポーツ・レクリエーション祭開催準備事業補助金 各種スポーツ団体全国大会出場助成金 豊浜町スポーツ振興助成金

姉妹都市スポーツ交流補助金 スポレク指導員講習会補助金 地域スポーツ育成事業交付金

地区青少年育成会事業補助金 青少年育成大野原町民会議補助金 青少年育成豊浜町民会議補助金

補導員普通障害保険加入補助金 大野原町子ども会育成連絡協議会補助金 子ども会活動助成事業補助金

市民短歌大会補助金 大野原町子どもボランティアサークル補助金 ボーイスカウト助成事業補助金

姉妹都市文化交流事業補助金 大野原町婦人会補助金 婦人会活動助成事業補助金

観音寺菊花展実行委員会補助金 大野原町青年団補助金 青年団活動助成事業補助金

大野原町生活改善推進協議会補助金 とよはま生活学校活動助成事業補助金

世代交流伝承事業助成金 ふるさと運動補助金

ふるさと運動活動助成事業補助金

豊浜町教育会活動助成事業補助金

人権・同和教育 市人権・同和教育推進協議会補助事業補助金 大野原町人権・同和教育推進協議会補助金

子ども会活動補助事業補助金 同和地区児童・生徒就学援助金

人権・同和教育研修会参加補助事業補助金

小中学校夜間指導補助事業補助金
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