
　令和2年度　補助金等交付実績一覧表

一般会計

№ 補助金等の名称 交付先 交付目的・概要等 交付件数 交付額(円） 担当課名

1 地域振興支援事業補助金
花火で市民の心を癒そう
事業実行委員会

新型コロナウイルス終息祈念と、コロナ禍におい
て疲弊している市民の心を癒すことを目的に花
火を打ち上げる経費に対し、補助金を交付する。

1 300,000
東和総合支所
地域振興課

2 花巻空港利用促進協議会補助金 花巻空港利用促進協議会
花巻空港における空港需要喚起を図り、航空路
線の充実を促進するための事業に要する経費に
対し、補助金を交付する。

1 85,000
商工観光部観
光課

3 市民団体等活動支援事業補助金 市内市民団体等 2件

花巻市総合計画に定めるまちづくりの基本理念
「市民参画・協働のまちづくり」を実現するため、
市民団体等が自主的に実施する公益的な活動
に要する経費に対し、補助金を交付する。

2 323,000
地域振興部地
域づくり課

4
花巻市地域婦人団体協議会運営
費補助金

花巻市地域婦人団体協議
会

男女共同参画社会の実現に向けた活動を推進
する団体及び人材の育成を図るため、市内女性
団体の中心となる花巻市地域婦人団体協議会
が行う活動に要する経費に対し、補助金を交付
する。

1 170,000
地域振興部地
域づくり課

5 在京人会運営補助金

在京花巻ふるさと会、在京
花巻人会、在京石鳥谷町
人会、在京花巻市東和町
友会

首都圏における花巻市の情報発信の強化などを
図るため、在京人会の運営に要する経費に対
し、補助金を交付する。

4 1,744,000
地域振興部地
域づくり課

6 地域づくり交付金 コミュニティ会議 27団体
住民による自主的なまちづくりの推進及び地域
課題解決に取り組むコミュニティ会議の活動を支
援するため、交付金を交付する。

27 191,609,532
地域振興部地
域づくり課

7
花巻市地域おこし協力隊起業支援
補助金

市内で起業する地域おこ
し協力隊　個人1件

地域おこし協力隊等の起業を支援するとともに、
市への定住及び市の活性化を図るため、地域お
こし協力隊員等が市内で起業する際に要する経
費に対し、補助金を交付する。

1 1,000,000
地域振興部定
住推進課

8 定住促進住宅取得等補助金 個人 13件

定住人口の増加を目指し、県外から移住し住宅
を取得した子育て世帯の方、または県外から移
住し空き家バンクを利用して住宅を取得・賃借し
た方の補助対象経費に対し、補助金を交付す
る。

13 15,915,000
地域振興部定
住推進課

9 バス等運行事業補助金
岩手県交通㈱、花巻地区
タクシー業協同組合、㈱東
和町総合サービス公社

市民の生活交通を確保するため、路線バス及び
予約応答型乗合交通の運行補助金を交付する。

18 110,446,164
建設部都市政
策課

10 生活バス路線利用促進事業補助金 高校生

生活バス路線である大迫石鳥谷線の利用拡大
を図るため、交通弱者である高校生がバスを利
用する場合に要する経費に対し、補助金を交付
する。

7 521,700
大迫総合支所
地域振興課

11 公共交通事業者緊急対策支援金

花巻市内に本社、支社、
営業所を有する乗合バス
事業者（1社）・タクシー事
業者（14社）

新型コロナウイルス感染症の影響により、乗合
バス事業者やタクシー事業者の経営環境が急激
に悪化していることから、地域公共交通の維持
確保のため、乗合バス事業者やタクシー事業者
に対し、事業継続のための支援金を交付する。

30 57,400,000
建設部都市政
策課

12 花巻国際交流協会事業補助金
公益財団法人花巻国際交
流協会

市民の国際理解や国際感覚を養い国際交流活
動を推進するため、国際感覚を備えた市民の育
成及び市民の国際相互理解並びに多文化共生
を図るための国際交流活動事業に要する経費に
対し、補助金を交付する。

1 1,106,000
生涯学習部国
際交流室

13 地区行政運営交付金 各行政区 223件
円滑な行政連絡事務の遂行を図るため、各行政
区の運営に要する経費に対し、交付金を交付す
る。

223 15,013,561
地域振興部地
域づくり課

14 区長会運営交付金 花巻市区長会
行政区相互の連絡協調と行政区長の資質向上
を図るため、花巻市区長会の運営に要する経費
に対し、交付金を交付する。

1 420,801
地域振興部地
域づくり課

15
花巻市交通安全母の会連合会補
助金

花巻市交通安全母の会連
合会

家庭における交通安全に関する教育を推進し、
もって交通事故のない明るい住みよいまちづくり
を推進するため、花巻市交通安全母の会連合会
の活動に要する経費に対し、補助金を交付す
る。

1 400,000
市民生活部市
民生活総合相
談センター

16 花巻地区交通安全協会補助金 花巻地区交通安全協会

交通道徳の向上及び交通の安全を促進して交
通秩序に努め、交通事故のない明るいまちづくり
のため、花巻地区交通安全協会が行う交通安全
の推進に要する経費に対し、補助金を交付す
る。

1 1,300,000
市民生活部市
民生活総合相
談センター

17 花巻市花と緑の会運営補助金 花巻市花と緑の会

市の名前にふさわしい、花巻市の花いっぱい運
動の推進のため、花と緑のまつりや総合体育館
前花壇の整備等の活動に協力している団体の運
営に要する経費に対し、補助金を交付する。

1 92,000
建設部公園緑
地課
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№ 補助金等の名称 交付先 交付目的・概要等 交付件数 交付額(円） 担当課名

18
花巻市コミュニティ花壇整備事業補
助金

四日町一丁目一区自治会

市民自らの積極的な創意工夫により、市の名前
にふさわしい花と緑に囲まれた豊かな生活環境
を創出し、潤いのある住みよい快適なまちづくり
を推進するため、地域団体及び市民活動団体等
がコミュニティ花壇の整備を行う場合に要する経
費に対し、補助金を交付する。

1 64,000
建設部公園緑
地課

19
ブロック塀等安全確保事業費補助
金

個人 5件
危険なブロック塀の安全確保（診断、改修、除去
及び建替え）の促進を図るため、工事に要する
経費の一部を補助する。

5 755,000
建設部建築住
宅課

20 建築物耐震対策促進事業補助金 株式会社マルカン

耐震診断の実施及び報告が義務化された市内
の要緊急安全確認大規模建築物の所有者に対
し、耐震診断、耐震補強設計及び耐震改修工事
の費用の一部を補助する。

1 58,889,000
建設部建築住
宅課

21
宮沢賢治生誕祭全国俳句大会開
催事業補助金

宮沢賢治生誕祭全国俳句
大会実行委員会

賢治を顕彰するとともに賢治のふるさと花巻を全
国に向け発信する機会を創出するため、宮沢賢
治に関する俳句の全国大会開催経費に対し、補
助金を交付する。

1 350,000
生涯学習部賢
治まちづくり課

22 花巻市防犯協会補助金 花巻市防犯協会
市民の防犯意識の高揚を図るため、花巻市防犯
協会の活動に要する経費に対して補助金を交付
する。

1 5,000,000
市民生活部市
民生活総合相
談センター

23
花巻市市民憲章推進協議会事業
補助金

花巻市市民憲章推進協議
会

花巻市民憲章に掲げる明るいイーハトーブの実
現に向けて、花巻市民憲章の理念に基づいたま
ちづくりを推進するため、花巻市市民憲章推進協
議会が行う事業に要する経費に対し、補助金を
交付する。

1 300,000
地域振興部地
域づくり課

24 コミュニティ助成事業補助金 コミュニティ組織 3件

住民の行う自主的なコミュニティ活動の促進を図
り、地域コミュニティの健全な発展を図るため、
(一財)自治総合センターが助成する事業に要す
る経費に対し、補助金を交付する。

3 19,300,000
地域振興部地
域づくり課

25 被災者交流活動支援事業補助金 花巻ゆいっこ畑の会

市内に本拠地を置き、東日本大震災による被災
者への支援を行う団体が、市内において実施す
る被災者間及び被災者と地域との交流活動に要
する経費に対し、補助金を交付する。

1 149,989
総合政策部防
災危機管理課

26 被災者生活支援事業補助金 個人 2世帯
東日本大震災により市内に避難している世帯が
市外又は市内へ引越する際に要する経費に対
し、補助金を交付する。

2 102,850
総合政策部防
災危機管理課

27 情報通信基盤導入支援補助金 個人 1件

光ファイバーを利用した高速通信サービスの利
用が出来ない世帯のインターネット接続環境の
向上を図るため、携帯電話の通信回線を使用し
てインターネットに接続する小型の通信端末（モ
バイルＷｉ－Ｆｉルーター）を導入する場合に要す
る費用に対し、補助金を交付する。

1 15,000
総合政策部秘
書政策課

28
花巻市統計調査員協議会事業補
助金

花巻市統計調査員協議会
統計調査員の確保と統計調査事務の向上のた
め、花巻市統計調査員協議会の運営に要する
経費に対し、補助金を交付する。

1 152,000
総合政策部総
務課

29
花巻市民生委員児童委員協議会
事業補助金

花巻市民生委員児童委員
協議会

民生委員の母体組織である花巻市民生委員児
童委員協議会の活動に対する補助金を交付し、
事業の円滑な推進を図る。

1 738,000
健康福祉部地
域福祉課

30 ボランティアセンター事業補助金
社会福祉法人花巻市社会
福祉協議会

ボランティア活動の拠点として設置するボラン
ティアセンターの運営活動に対する補助金を交
付し、ボランティア活動の推進を図る。

1 670,000
健康福祉部地
域福祉課

31
総合福祉センター管理運営事業補
助金

社会福祉法人花巻市社会
福祉協議会

社会福祉事業の拠点施設である総合福祉セン
ター（花巻、石鳥谷、東和）の管理運営事業に対
する補助金を交付し、社会福祉活動の推進を図
る。

1 10,966,000
健康福祉部地
域福祉課

32 花巻地区保護司会事業補助金 花巻地区保護司会

花巻地区保護司会の犯罪予防活動や地域活動
に対する補助金を交付し、保護司相互の活動や
関係機関との連携を強め更生保護事業の推進
を図る。

1 350,000
健康福祉部地
域福祉課

33 岩手県更生保護協会事業補助金 岩手県更生保護協会

岩手県更生保護協会の行う保護司会や更生保
護女性連盟等への助成、社会を明るくする運動
等の連絡助成事業に対する補助金を交付し、更
生保護事業の推進を図る。

1 166,050
健康福祉部地
域福祉課

34
花巻市社会福祉協議会事業補助
金

社会福祉法人花巻市社会
福祉協議会

花巻市社会福祉協議会に勤務する事務職員の
人件費に対する補助金を交付し、地域福祉の推
進を図る。

1 68,400,000
健康福祉部地
域福祉課

35
母子家庭等自立支援教育訓練給
付金

個人　1件

指定した教育訓練講座を受講し修了した母子家
庭の母等に対して、自立支援教育訓練給付金を
支給し、父母の主体的な能力開発の取組を支援
し、ひとり親家庭の自立の促進を図る。

1 35,821
健康福祉部地
域福祉課
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№ 補助金等の名称 交付先 交付目的・概要等 交付件数 交付額(円） 担当課名

36
社会福祉施設等感染症対策支援
事業補助金

市内に高齢者施設等を置
く法人　18件

社会福祉施設等が感染症対策を徹底したうえで
サービスを継続して提供できるよう、社会福祉施
設等が行う感染症対策に必要な経費への支援を
行う。

18 4,874,853
健康福祉部長
寿福祉課

37
社会福祉施設等感染症対策支援
事業補助金

市内障害福祉サービス施
設・事業所

社会福祉施設等が感染症対策を徹底したうえで
サービスを継続して提供できるよう、社会福祉施
設等が行う感染症対策に必要な経費への支援を
行う。

8 650,714
健康福祉部障
がい福祉課

38 高齢者等住宅改造事業補助金 個人 10件
高齢者の自立と在宅福祉の向上を図るため、日
常生活の基盤となる住宅の改造に要する経費に
対し、補助金を交付する。

10 2,622,000
健康福祉部長
寿福祉課

39
介護サービス利用者支援事業補助
金

社会福祉法人大迫桐寿
会、社会福祉法人東和仁
寿会

低所得者で生計が困難である者及び生活保護
受給者に対する介護保険サービスに係る利用者
負担額の軽減措置を講じることにより、適切な介
護保険サービスの利用を促進するため、社会福
祉法人等が介護保険利用者負担額軽減措置事
業を行う場合に要する経費に対し、補助金を交
付する。

2 679,000
健康福祉部長
寿福祉課

40
ふれあい・あんしん交流事業補助
金

社会福祉法人花巻市社会
福祉協議会

高齢者が住み慣れた地域で生きがいを持ち、お
互いに見守り支えあう交流の拠点づくりの促進
のため、花巻市社会福祉協議会が実施するサロ
ン活動運営の経費に対し、補助金を交付する。

1 1,550,000
健康福祉部長
寿福祉課

41 敬老会事業補助金
社会福祉法人花巻市社会
福祉協議会

高齢者福祉の向上と敬老思想の高揚を図るた
め、花巻市社会福祉協議会が実施する敬老事
業に補助金を交付する。

1 20,734,800
健康福祉部長
寿福祉課

42
高齢者生きがい就労創出支援事業
補助金

ミレットキッチン花(フラ
ワー）

定年退職等でリタイアした高齢者の雇用を図る
事業を起こそうとする団体に対し、活動の立ち上
げに必要な初期経費の一部に対し、補助金を交
付する。

1 500,000
健康福祉部長
寿福祉課

43 老人クラブ活動事業補助金
単位老人クラブ105団体
（各地域の老人クラブ）

地域を基盤に自主的な活動を展開する老人クラ
ブに対し、クラブの円滑かつ健全な運営のため、
会員数規模に応じ補助金を交付する。

105 3,096,000
健康福祉部長
寿福祉課

44 老人クラブ連合会事業補助金 花巻市老人クラブ連合会
老人クラブの拡充・強化活動を目指す老人クラブ
連合会の活動促進事業に対し、補助金を交付す
る。

1 1,880,950
健康福祉部長
寿福祉課

45
老人クラブ連合会特別活動事業補
助金

花巻市老人クラブ連合会
老人クラブの拡充・強化活動を目指す老人クラブ
連合会の活動促進事業に対し、補助金を交付す
る。

1 400,000
健康福祉部長
寿福祉課

46 介護人材確保事業補助金 個人 1件

介護サービス事業所等で働く人材の確保と定着
を図るため、奨学金の貸与を受け介護福祉士等
の資格を取得したのち、介護施設等に採用され
た者の奨学金返還金に対し、補助金を交付す
る。

1 48,000
健康福祉部長
寿福祉課

47 介護施設等整備事業補助金
社会福祉法人宝寿会、社
会福祉法人セントラル、社
会福祉法人石鳥谷会

高齢者福祉サービス施設等の整備促進のため、
社会福祉法人が行う新築施設整備事業に要す
る経費等の補助を行う。

6 409,339,000
健康福祉部長
寿福祉課

48
認知症高齢者グループホーム等防
災改修等支援事業補助金

社会福祉法人感謝の心

災害時の停電に備えて、介護サービス事業所に
おいて在宅酸素利用者の酸素供給・冷暖房など
のための電源を確保できるよう、非常用自家発
電機の整備に対する経費に対し、補助金を交付
する。

1 15,345,000
健康福祉部長
寿福祉課

49 身体障害者福祉協会事業補助金
花巻市身体障害者福祉協
会

身体障がい者の自立と社会参加に寄与するた
め、花巻市身体障害者福祉協会の運営に要す
る経費に対し、補助金を交付する。

1 600,000
健康福祉部障
がい福祉課

50 手をつなぐ育成会事業補助金 花巻市手をつなぐ育成会
知的障がい児（者）の自立と社会参加に寄与す
るため、花巻市手をつなぐ育成会の運営に要す
る経費に対し、補助金を交付する。

1 424,000
健康福祉部障
がい福祉課

51 身体障害者住宅改造事業補助金 個人 2件
障がい者の自立と在宅福祉の向上を図るため、
日常生活の基盤となる住宅の改造に要する経費
に対し、補助金を交付する。

2 301,000
健康福祉部障
がい福祉課

52
難聴児補聴器購入助成事業補助
金

個人　9件
身体障がい者手帳の交付対象とならない軽度・
中等度の難聴児が補聴器を購入する経費の一
部に対し、補助金を交付する。

9 342,000
健康福祉部障
がい福祉課

53 後期高齢者人間ドック費用助成金 個人 110件

後期高齢者医療の被保険者が健康の保持増進
を図るため、疾病の早期発見及び予防を目的と
して受診する人間ドックの費用の一部を助成す
る。

110 2,200,000
健康福祉部国
保医療課
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54
イーハトーブ養育センター事業補助
金

社会福祉法人花巻市社会
福祉協議会

イーハトーブ養育センター事業利用者の給食費
に係る利用者負担を軽減し、必要な療育支援を
受けることができるよう、同センターに対して補助
金を交付する。

1 1,133,310
健康福祉部障
がい福祉課

55
放課後児童支援員等処遇改善等
事業補助金

市内学童クラブ 25件
職員の処遇改善を行うための経費に対し、補助
金を交付する。

25 35,143,000 教育部こども課

56 放課後子ども環境整備事業補助金 市内学童クラブ
子どものための環境改善に要する経費に対し、
補助金を交付する。

1 1,000,000 教育部こども課

57
放課後児童支援員キャリアアップ事
業補助金

市内学童クラブ 27件
職員の処遇改善を行うための経費に対し、補助
金を交付する。

27 14,076,000 教育部こども課

58
学童クラブ利用自粛保育料返還補
助金

市内学童クラブ 16件

新型コロナウイルス感染症の影響により、臨時
閉所を余儀なくされた学童クラブや、新型コロナ
ウイルス感染症に罹患した利用者に対して保育
料の返還を行った学童クラブに対し、補助金を交
付する。

16 3,032,950 教育部こども課

59
第３子以降保育料負担軽減事業補
助金

市内在住児童の保護者

子育てに係る経済的負担を軽減することにより、
安心して子どもを産み育てることができる環境づ
くりを推進するため、当該年度に18歳である者以
下の最年長者を第１子とし、第３子以降の児童
の保育料の一部又は全部に対し、補助金を交付
する。

429 32,008,730 教育部こども課

60
児童福祉施設等感染拡大防止事
業補助金

市内私立保育園、学童ク
ラブ等延べ126件

児童福祉施設等の新型コロナウイルス感染症の
感染拡大防止を図るため、衛生用品や備品等の
購入に要する経費に対し、補助金を交付する。

126 44,597,000 教育部こども課

61
児童福祉施設等緊急時安全確保
対策事業補助金

私立保育園等 23件

保育園、小規模保育園、認定こども園、小規模
保育事業所、家庭的保育事業所、事業所内保育
事業所、認可外保育施設及び学童クラブにおい
て、緊急時安全確保対策の観点から、ＡＥＤ（自
動体外式除細動器）購入に要する経費に対し、
補助金を交付する。

23 3,369,000 教育部こども課

62 私立保育園運営助成事業補助金 私立保育園等 27件
私立保育園等の円滑な運営を支援するため、運
営に要する経費に対し、補助金を交付する。

27 23,428,000 教育部こども課

63
私立保育園産休等代替職員費補
助金

私立保育園 1件
保育園・認定こども園に勤務する職員の健康保
持や児童の処遇確保のため、産休・病休の代替
職員に要する経費に対し、補助金を交付する。

1 423,440 教育部こども課

64 特定施設２歳児就園支援費補助金
私立幼稚園 5件
認定こども園 2件

子育て世帯の経済的負担を軽減し子育てを支援
するため、私立幼稚園（子ども・子育て支援法に
より確認を受けた認定こども園及び幼稚園を含
む。）が在園する2歳児の保育料及び入園料の
減免を行う事業の経費に対し、補助金を交付す
る。

7 1,481,440 教育部こども課

65 保育体制強化事業補助金 私立保育園 10件
保育園等の清掃業務や保育に係る周辺業務を
行う職員の雇用に要する経費に対し、補助金を
交付する。

10 10,899,000 教育部こども課

66 保育施設冷暖房整備事業補助金 私立保育園　4件
私立児童福祉施設等が児童の熱中症対策として
設置する冷暖房設備整備事業に要する経費に
対し、補助金を交付する。

4 695,000 教育部こども課

67 一時預かり事業補助金 私立保育園 17件

保育所に通所していない家庭で、冠婚葬祭など
緊急に保育が必要となった児童を一時的に預か
るための保育の実施に要する経費に対し、補助
金を交付する。

17 40,894,000 教育部こども課

68
地域子ども・子育て支援事業補助
金

私立保育園等 26件

・就労形態の多様化に対応するため、開所時間
を超えて保育する事業に対し、補助金を交付す
る。
・保育中に体調不良になった児童の看護師対応
を行う保育園等に対し、補助金を交付する。

26 62,467,100 教育部こども課

69
認可外保育施設健康管理事業補
助金

市内認可外保育施設
児童の健康保持と疾病の早期発見を図るため、
認可外施設における健康診断に係る費用に対
し、補助金を交付する。

1 228,000 教育部こども課

70 実費徴収補足給付事業補助金

①保育料第1階層の児童
の保護者
②所得割額が77,100円以
下の保護者及び小学校3
年生を年長者と数えて3番
目以降の児童の保護者

①保護者の世帯所得の状況等により、日用品、
文房具、その他の教育・保育に必要な物品の購
入費用及び行事への参加費用への補助
②子ども・子育て支援新制度未移行幼稚園利用
の子どもに係る副食費に対し、補助金を交付す
る。

112 3,801,887 教育部こども課
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71
子育て支援センター冷暖房設備整
備事業補助金

社会福祉法人石鳥谷町保
育協会（石鳥谷町地域子
育て支援センター）

私立児童福祉施設等が児童の熱中症対策として
設置する冷暖房設備整備事業に要する経費に
対し、補助金を交付する。

1 654,000 教育部こども課

72
認可外保育施設登園自粛保育料
返還補助金

市内認可外保育施設

認可外保育施設に在園する市内に住所を有する
児童が、感染症拡大防止の観点から登園を自粛
した場合において、認可外保育施設が当該児童
の保護者へ保育料の一部を返還又は減免に要
する経費に対し、補助金を交付する。

1 34,040 教育部こども課

73 保育士等保育料補助金
法人立保育所等に勤務す
る保育士等

保育所入所可能人数の増加を図るため、子育て
世代の保育士等の就労の継続、就職の動機付
けとして法人立保育所等に勤務する保育士等の
子どもの保育料に対し、補助金を交付する。

14 530,000 教育部こども課

74 一時預かり保育利用料補助金
保育所入所申込をしてい
ない保護者

子育て世帯の経済的負担を軽減することにより、
安心して子どもを産み育てることができる環境づ
くりを推進するため、一時預かり保育を利用した
場合の利用料等の一部に対し、補助金を交付す
る。

19 337,850 教育部こども課

75 保育士等家賃補助金
私立保育所等に勤務する
保育士等

保育所入所可能人数の増加を図るため、保育士
等の就労の継続、就職の動機付けとして私立保
育所等に勤務し、住居を賃借する保育士等の家
賃の一部に対し、補助金を交付する。

13 1,485,000 教育部こども課

76
保育士等奨学金返済支援事業補
助金

私立保育所等に勤務する
保育士等

保育所入所可能人数の増加を図るため、保育士
等の就労の継続、就職の動機付けとして私立保
育所等で奨学金を返済しながら勤務する保育士
等の返済の一部に対し、補助金を交付する。

62 3,556,000 教育部こども課

77 はなまき子育て応援特別給付金
個人　445人
（対象448人）

新型コロナウイルス感染症の影響を影響を受け
ている子育て世帯のうち、令和２年４月28日以降
に出生した児童を養育する保護者に対し給付金
を給付し、子育て世帯の生活を支援する。

445 22,400,000
健康福祉部地
域福祉課

78 はなまき暮らしの継続応援支援金

個人　176人
（「緊急小口資金」及び「総
合支援資金」の特例貸付
利用者）

「緊急小口資金」及び「総合支援資金」の特例貸
付利用者に対して、支援金を交付することによ
り、生活の不安を解消し、安定した生活の継続に
向けた支援を図る。

176 14,200,000
健康福祉部地
域福祉課

79 水道未普及地域整備事業補助金 個人 9件
市内の水道未普及地域の居住者の生活用水を
確保するため、浄水施設等の設置工事費に対し
て補助する。

9 6,458,000
市民生活部生
活環境課

80
岩手中部地域医療情報ネットワー
ク協議会補助金

特定非営利活動法人岩手
中部地域医療情報ネット
ワーク協議会

地域医療の確保と医療介護連携の推進を図るた
め、岩手中部地域医療情報ネットワークの構築
に要する経費に対し、補助金を交付する。

1 5,291,000
健康福祉部地
域医療対策室

81
岩手医科大学附属病院利用者連
絡バス運行事業補助金

株式会社東和町総合サー
ビス公社

花巻市民が高度医療を受けるための利便性の
向上を図るため、岩手医科大学附属病院への利
用者連絡バスの運行に要する経費に対し、補助
金を交付する。

1 8,576,977
健康福祉部地
域医療対策室

82 助産師等確保支援事業補助金 個人　3件

花巻市内の産科医療機関に必要な医療スタッフ
を確保することにより、もって花巻市民が安心し
て出産することができる環境の維持を図ることを
目的に、助産師等が市内の産科医療機関に就
職した場合に補助金を交付する。

3 787,000
健康福祉部地
域医療対策室

83 妊産婦交通費支援事業補助金 個人　18件

花巻市民が安心して出産できる環境の充実を図
るため、妊産婦が出産のために産科医療機関を
利用する場合の移動等に要する経費に対し、補
助金を交付する。

18 370,400
健康福祉部地
域医療対策室

84 岩手中部水道企業団補助金 岩手中部水道企業団

①統合水道に係る事業統合前の簡易水道の建
設改良のために発行された企業債の元利償還
金の利子に繰出し。
②企業団職員に係る児童手当の給付に対する
繰出し。

2 10,298,000
市民生活部生
活環境課

85 地域医療対策事業補助金
一般社団法人花巻市医師
会

市民が安全・安心に暮らしていける地域医療の
推進を図るため、花巻市医師会が行う病院・診
療所等医療機関の医療連携の推進、救急患者
に対して日曜祝日の休日当番医への対応及び
時間外の電話相談、診療所での救急車搬送患
者の受け入れや在宅医療の推進に要する経費
に補助金を交付する。

1 2,100,000
健康福祉部健
康づくり課

86 柔道整復師在宅当番事業補助金 花巻市整復師会

日曜日における整復師による施術実施場所の確
保及び市民の不安解消を図るため、花巻市整復
師会が毎週日曜日に自主的に実施している応急
治療事業に要する経費に対し補助金を交付す
る。

1 200,000
健康福祉部健
康づくり課

87 救急医療確保支援事業補助金
公益財団法人総合花巻病
院

休日又は夜間における入院治療を必要とする重
症救急患者の医療の確保を図るため、岩手中部
地域病院群輪番制に参加する市内の病院にお
ける病院群輪番制当番日以外の二次救急医療
の運営経費に対し、補助金を交付する。

1 40,000,000
健康福祉部地
域医療対策室
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88
病院群輪番制病院運営事業補助
金

公益財団法人総合花巻病
院、社会福祉法人恩賜財
団済生会北上済生会病院

岩手県保健医療計画に基づき、二次保健医療
圏で休日又は夜間における入院治療を必要とす
る重症救急患者の医療の確保を図るため、岩手
中部地域（花巻市、北上市、遠野市及び西和賀
町）の病院（県立病院を除く。）が実施する病院
群輪番制の運営事業に対し、補助金を交付す
る。

2 11,429,160
健康福祉部地
域医療対策室

89 献血推進協議会事業補助金 花巻市献血推進協議会
献血思想の普及を図るため、献血推進事業に要
する経費に対し、補助金を交付する。

1 650,000
健康福祉部健
康づくり課

90 健康診査費補助金

委託医療機関以外の医療
機関で健康診査を受診し
た妊産婦及び乳児の保護
者  8件

妊産婦及び乳児の健康を守るとともに、妊婦の
いる世帯及び子育て世帯の経済的負担の軽減
を図るため、健康診査に要する自己負担額に対
し、補助金を交付する。

8 262,730
健康福祉部健
康づくり課

91 特定不妊治療費助成金 個人 66件

不妊に悩む法律上の夫婦または事実婚関係に
ある夫婦に対して、経済的な負担を軽減するた
め特定不妊治療（体外受精、顕微授精）の治療
費の一部を助成する（男性不妊治療も含む）。

66 5,749,541
健康福祉部国
保医療課

92
がん患者医療用補正具購入費補
助金

個人 22件

がん治療に伴う脱毛などの外見変化により、医
療用補正具（全頭用ウィッグ）を使用するがん患
者に対し、治療と仕事の両立等の社会参加や療
養生活への支援を図るため、その購入費に対
し、補助金を交付する。

22 423,000
健康福祉部健
康づくり課

93
こどもインフルエンザ予防接種費補
助金

・予防接種を実施した市内
指定医療機関延べ 12,822
件
・市外の医療機関で予防
接種を実施した個人延べ
36件

こどものインフルエンザの発症および重症化並
びにまん延を予防するとともに子育て支援として
子育て世代の経済的負担軽減を図るため、接種
費用に対し、補助金を交付する。

12,858 38,495,120
健康福祉部健
康づくり課

94 ロタウイルス予防接種費補助金

・予防接種を実施した市内
指定医療機関延べ 404件
・市外の医療機関で予防
接種を実施した個人延べ
62件

子育て世代の経済的負担を軽減するとともに乳
児のロタウイルス胃腸炎の発症と重症化を予防
するため、接種費用に対し、補助金を交付する。

466 2,994,000
健康福祉部健
康づくり課

95
妊婦インフルエンザ予防接種費補
助金

・予防接種を実施した市内
指定医療機関延べ 144件
・市外の医療機関で予防
接種を実施した個人延べ
18件

妊婦のインフルエンザの発病及び重症化を予防
するとともに、予防接種を受けやすい環境整備
のため、接種費用に対し補助金を交付する。

162 480,330
健康福祉部健
康づくり課

96
花巻市公衆衛生組合連合会事業
補助金

花巻市公衆衛生組合連合
会

市の環境衛生の向上及び環境美化の推進のた
め、花巻市公衆衛生組合連合会が行う活動に要
する経費に対し、補助金を交付する。

1 725,000
市民生活部生
活環境課

97
岩手県食品衛生協会花巻支会補
助金

岩手県食品衛生協会花巻
支会

地域社会における公衆衛生の向上のため、岩手
県食品衛生協会花巻支会が行う食品衛生指導
員の巡回指導等の事業に要する経費に対し、補
助金を交付する。

1 150,000
市民生活部生
活環境課

98 しみず斎園使用料補助金 個人 41件
死亡の際に大迫、石鳥谷、東和地域に住所を有
していた者の火葬に係る費用負担の軽減のた
め、補助金を交付する。

41 603,000
市民生活部生
活環境課

99 矢沢地域環境対策協議会補助金 矢沢地域環境対策協議会

化製場から排出される悪臭の軽減防止対策を講
じることの要請等の組織的な活動を支援し、悪臭
軽減対策を推進するため、活動に要する経費に
対し、補助金を交付する。

1 34,000
市民生活部生
活環境課

100 浄化槽設置整備事業補助金 個人
生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止
するため、浄化槽を適正に設置する者に対し、補
助金を交付する。

58 55,185,000
建設部下水道
課

101 私設汚水管設置費補助金 個人

水洗便所の普及を促進し環境衛生の向上に資
するため、個人または個人が共同で設置する排
水設備のうち、30ｍを超える私設汚水管の整備
に要する経費に対し、補助を行う。

9 840,000
建設部下水道
課

102 排水設備設置促進事業補助金 個人

水洗便所の普及を促進し環境衛生の向上に資
するため、18歳未満の子または65歳以上の高齢
者がいる世帯が排水設備を設置する経費に対
し、補助を行う。

28 2,800,000
建設部下水道
課

103 浄化槽維持管理費補助金 個人
生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止
するため、浄化槽を適正に維持管理する者に対
し、補助金を交付する。

118 1,180,000
建設部下水道
課

104
水洗便所等改造資金融資利子補
給補助金

市内金融機関
水洗便所の普及促進を図るため、水洗便所等に
改造しようとする個人に、市が改造資金の融資
のあっせんとその利子の補給を行う。

6 52,733
建設部下水道
課

105 戸別浄化槽事業補助金 花巻市下水道事業会計
戸別浄化槽事業にかかる下水道事業会計に対
する繰出し

1 31,670,000
建設部下水道
課
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№ 補助金等の名称 交付先 交付目的・概要等 交付件数 交付額(円） 担当課名

106
豊沢川活性化・清流化事業推進協
議会補助金

豊沢川活性化・清流化事
業推進協議会

市の環境保全及び健全なる発展のため、豊沢川
活性化・清流化事業推進協議会が行う事業に要
する費用に対し、補助金を交付する。

1 250,000
市民生活部生
活環境課

107
花巻温泉郷廃棄物処理組合補助
金

花巻温泉郷廃棄物処理組
合

多くの観光客が訪れる花巻温泉郷の適正な廃棄
物処理及び環境美化推進活動の支援を通じ、花
巻温泉郷内の衛生環境を維持するため、花巻温
泉郷廃棄物処理組合の事業活動に要する経費
に対し、補助金を交付する。

1 14,000,000
市民生活部生
活環境課

108 シルバー人材センター事業補助金
公益社団法人花巻市シル
バー人材センター

高齢者の雇用創出及び福祉の向上を目的に国
の補助対象経費及び補助対象額に準拠して補
助金を交付する。

1 15,639,000
商工観光部商
工労政課

109 ＵＩＪターン者就業支援奨励金 UIJターン者
市内事業所の新規雇用の拡大と定着、市内へ
のＵＩＪターン者の定住拡大を目的に補助金を交
付する。

4 1,000,000
商工観光部商
工労政課

110 移住支援金 市内移住者

花巻市に移住した者がマッチング支援対象の求
人を充足して定着に至った場合又は起業支援金
の交付決定を受けた場合に移住支援金を交付
する。

1 1,000,000
商工観光部商
工労政課

111 酒造技術者育成事業補助金
一般社団法人南部杜氏協
会

杜氏後継者の育成及び酒造技術者の資質向上
を通じた人材育成を目的に、事業に要する経費
に対し、補助金を交付する。

1 670,000
商工観光部商
工労政課

112 花巻職業訓練協会事業補助金
職業訓練法人花巻職業訓
練協会

職業能力開発の推進や技能職種人材の育成を
図るため、その役割を担う団体の事業実施に必
要な経費に対し、補助金を交付する。

1 2,154,000
商工観光部商
工労政課

113 南部杜氏協会支部補助金
一般社団法人南部杜氏協
会大迫支部

南部杜氏の酒造技術の育成、継承及び研鑽と健
康で安全な出稼ぎ就労に資するため、一般社団
法人南部杜氏協会の各支部の運営費に対し、補
助金を交付する。

1 232,000
大迫総合支所
地域振興課

114 南部杜氏協会支部補助金
一般社団法人南部杜氏協
会 石鳥谷東支部

南部杜氏の酒造技術の育成、継承及び研鑽と健
康で安全な出稼ぎ就労に資するため、一般社団
法人南部杜氏協会の各支部の運営費に対し、補
助金を交付する。

1 40,000
石鳥谷総合支
所地域振興課

115
花巻共同福祉施設管理運営補助
金

協同組合花巻総合卸セン
ター

労働者の福祉の維持・向上を目的とした卸セン
ター体育館の管理・運営に要する経費に対し、補
助金を交付する。

1 1,300,000
商工観光部商
工労政課

116 中小企業退職金共済事業補助金 市内中小企業者

市内中小企業の育成、従業員の福祉向上及び
雇用安定を目的に、中退共又は特定中退共に
加入している事業所に対し、加入月から最長3年
間、定額で補助金を交付する。

121 3,156,900
商工観光部商
工労政課

117 勤労者貸付資金利子補給金 東北労働金庫

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
進学に要する資金を必要としている勤労者への
融資を円滑にするため、勤労者教育資金を貸付
けした金融機関に対し、市が利子補給を行う。

1 203,296
商工観光部商
工労政課

118 インターンシップ促進助成金 大学生等

大学生等の市内事業所におけるインターンシッ
プの参加を促し、市内事業所の魅力の理解と市
内事業所への就職促進を図るため交通費、宿泊
費を補助する。

8 75,730
商工観光部商
工労政課

119 花巻市雇用安定助成金 市内事業者

市内事業者の雇用の維持及び事業の継続を図
るため、令和２年４月１日から令和３年４月30日
までの期間を１日でも含む判定基礎期間におい
て、新型コロナウイルス感染症の影響により、事
業活動の縮小を余儀なくされた市内事業者が労
働者を一時的に休業させ、労働者の雇用の維持
を図った場合に要する経費に対し、助成金を交
付する。

57 4,557,734
商工観光部商
工労政課

120 緊急捕獲活動支援事業補助金
花巻市有害鳥獣被害防止
対策協議会

有害鳥獣による農産物及び林産物への被害の
防止を図るため、有害鳥獣を捕獲したものに対
し、補助金を交付する。

1 6,753,000
農林部農村林
務課

121 有害獣対策事業補助金
団体 9件
個人 54件

有害獣による農産物及び林産物への被害及び
人身への危害の防止を図るため、電気柵の設置
を行う場合に要する経費に対し、補助金を交付
する。

63 5,147,005
農林部農村林
務課

122 狩猟免許取得支援事業補助金 個人11件

本市における有害鳥獣による農林水産物への被
害の軽減を図るため、鳥獣の保護及び管理並び
に狩猟の適正化に関する法律第39条第2項に規
定する網猟免許、わな猟免許、第一種銃猟免許
及び第二種銃猟免許の取得に要する経費に対
し、補助金を交付する。

11 44,600
農林部農村林
務課

123 農業集落排水事業補助金 花巻市下水道事業会計
農業集落排水事業にかかる下水道事業会計に
対する繰出し

1 497,869,000
建設部下水道
課
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124 中山間地域等直接支払交付金 市内協定集落 111団体

中山間地域等における農用地の耕作放棄の発
生を防止し、多面的機能を確保するため、国実
施要領等に基づき、市長の認定を受けた集落協
定又は個別協定により5年間以上継続して行う農
業生産活動等を実施する協定参加者に対し、交
付金を交付する。

111 496,875,088
農林部農村林
務課

125 農業次世代人材投資資金交付金 農業者 12経営体
就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、経
営の不安定な就農初期段階の経費に対し、給付
金を給付する。

12 19,875,000 農林部農政課

126 新規就農者支援事業補助金 農業者 8経営体
農業の担い手の確保及び定着を図るため、新た
に就農する新規就農者が農業を開始する際の
経費に対し、補助金を交付する。

8 4,018,786 農林部農政課

127
担い手農業者等法人化支援事業
補助金

農業法人　1経営体
地域農業の中心となる経営体の育成・確保を目
的に、担い手等が農業経営を法人化する場合に
要する経費に対し、補助金を交付する。

1 200,000 農林部農政課

128
新規就農希望者研修支援事業補
助金

研修受入農業者 3経営体
農業の担い手の確保及び定着を図るため、農業
技術等の習得のため、市内の農家で研修を受け
る際の経費に対し、補助金を交付する。

3 950,000 農林部農政課

129 農業女子プロジェクト事業補助金 農花アグリヴィリーノ
自身の農業所得向上のための活動やスキルアッ
プを図るための活動等に対し、補助金を交付す
る。

1 27,907 農林部農政課

130 機構集積協力金
地域集積協力金：9地域
経営転換協力金：107戸

担い手への農地集積や集約化を推進するため、
農地中間管理機構を通じて農用地等を貸し付け
た農業者や地域等に協力金を交付する。

116 56,148,400
農林部農政課
地域農業推進
室

131 特定地域農地流動化交付金
農業法人等：5件
個人農業者：12件

耕作条件の不利な中山間地域等における農地
の保全と有効活用を図るため、農地中間管理機
構等を通じて中山間地域等の農地を借り受けた
農業者等に交付金を交付する。

17 3,836,000
農林部農政課
地域農業推進
室

132 農商工連携事業補助金
市内事業者、市内事業者
により組織される団体

地域の農畜産物を活用した新たな付加価値を生
み出すビジネスを創出することにより、地域産業
の活性化を図るため、市内の事業者が新たに花
巻産農畜産物を活用した加工品の開発、または
加工施設を整備する場合に要する経費に対し、
補助金を交付する。

6 2,440,000
地域振興部定
住推進課

133
いわて地域農業マスタープラン実践
支援事業補助金

農業法人等 4経営体

花巻市地域農業マスタープランの実現に向け、
園芸、畜産等の中心経営体の育成及び確保並
びに地域資源を活用した6次産業化の取り組み
に要する経費に対し、補助金を交付する。

4 8,358,273 農林部農政課

134
強い農業・担い手づくり総合支援交
付金

農業法人等 6経営体
農業経営基盤の確立や更なる経営発展に向け
必要な農業用機械及び施設整備に要する経費
に対し、交付金を交付する。

6 11,071,000 農林部農政課

135 産地パワーアップ事業補助金 農業団体 10経営体

水田・畑作・野菜・果樹等の高収益化に向けた取
組の総合的な支援を図るため、農業用機械及び
施設整備に要する経費に対し、補助金を交付す
る。

10 53,826,000 農林部農政課

136
新しい園芸産地づくり支援事業補
助金

農業法人等 7経営体

水田農業における高収益な園芸作物の導入・産
地化を実現するため、新たに園芸作物を導入す
る際に必要な農業用機械及び施設整備に要す
る経費に対し、補助金を交付する。

7 33,953,100 農林部農政課

137 産地直売所連携支援事業補助金
花巻市産地直売所連絡協
議会

市内の産地直売所相互の連絡協調により、産地
直売所の発展を図るため、産地直売所連絡協議
会の活動等に対し、補助金を交付する。

1 127,837 農林部農政課

138
農業用ロボット技術・ＩＣＴ機器導入
支援補助金

農業法人等 8経営体
個人農業者 11経営体

農作業の省力化、コスト低減、生育状況均一化
を目的としたロボット技術・ＩＣＴ機器の購入に要
する経費に対し、補助金を交付する。

19 9,599,000 農林部農政課

139 農業用ドローン教習費補助金
農業法人等 6経営体
個人農業者 5経営体

農業用ドローンによる農薬散布の効率化、省力
化等を図るため、農業用ドローンの技能認定取
得に必要な講習に要する経費に対し、補助金を
交付する。

11 1,760,000 農林部農政課

140 醸造技術習得支援事業補助金 研修受入者

ぶどう、りんご、西洋梨、ブルーベリー及び梅を
原料とする酒類製造者の確保、育成及び定着を
図るため、醸造技術の習得に資する研修を受け
る者を酒類製造者等が受入れる場合の経費に
対し、補助金を交付する。

1 35,000
地域振興部定
住推進課

141 ワイナリー整備等事業補助金
ワイナリー新規参入者、ワ
イナリー設立志向者、既存
ワイナリー

果実酒を核とした産業の振興と地域の活性化を
図るため、ワイナリー等の新設や増改築、果実
酒等の開発及び販路開拓に要する経費に対し、
補助金を交付する。

8 8,361,000
地域振興部定
住推進課
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142
醸造用ぶどう垣根等改修事業補助
金

ぶどう農家 5名
法人 1社

市内において、ワインの原料となる醸造用ぶどう
を安定的に確保するため、醸造用ぶどう農家又
は新規就農者に対し、醸造用ぶどう垣根等の新
設又は改修を行う場合に要する経費に対し、補
助金を交付する。

6 8,460,091
大迫総合支所
地域振興課

143
担い手確保・経営強化支援事業補
助金

農業法人　1経営体
農業経営に意欲的に取り組み、更なる経営発展
に向け必要な農業用機械及び施設整備に要す
る経費に対し、補助金を交付する。

1 2,488,000 農林部農政課

144 花北酪農ヘルパー事業補助金
花北酪農ヘルパー利用組
合

酪農家の労働力軽減、酪農管理技術の向上及
び酪農経営の安定化を図るため、酪農ヘルパー
事業に対し、補助金を交付する。

1 200,000 農林部農政課

145 肉豚価格差補てん事業補助金

花巻農業協同組合、一般
社団法人岩手県配合飼料
価格安定基金協会、独立
行政法人農畜産業振興機
構

養豚経営の安定化のため、粗収益が生産コスト
を下回った場合の価格差補てん金制度の積立
金に対し、補助金を交付する。

3 1,395,900 農林部農政課

146
ブロイラー価格安定対策事業補助
金

岩手県チキン協同組合
ブロイラー経営の安定化のため、粗収益が生産
コストを下回った場合の価格差補てん金制度の
積立金に対し、補助金を交付する。

1 203,750 農林部農政課

147 家畜改良増殖対策事業補助金 花巻農業協同組合
優秀な能力を有する乳用牛の選抜確保のため、
乳用雌牛群の能力検定及び農家の指導を行う
事業に対し、補助金を交付する。

1 310,000 農林部農政課

148 家畜防疫対策事業補助金 農業者 202経営体
家畜の健康保持と畜産農家の経済的損失の防
止を図るため、家畜へのワクチン接種費用に対
し、補助金を交付する。

5 336,800 農林部農政課

149 畜産基盤強化対策事業補助金 農業者 28経営体

畜産経営の基盤強化を図るため農業者等が施
設整備、低コスト生産管理用機械整備、電気牧
柵整備及びほ場排水改善整備を行う場合に要
する経費に対し、補助金を交付する。

28 2,535,451 農林部農政課

150 優良乳用牛確保対策事業補助金 農業者 7経営体

優良な乳用後継牛の効率的な確保により酪農家
の生産基盤体制の強化を図るため、雌雄性判別
精液を利用する際の経費に対し、補助金を交付
する。

7 570,000 農林部農政課

151 花巻牛銘柄確立緊急対策補助金 農業者　19経営体

新型コロナウイルス感染拡大に伴う消費需要の
減少により肉用牛枝肉価格が低迷し肉用牛肥育
農家の経営が悪化したことから、肉用牛生産基
盤の維持・強化を図るため、意欲ある肉用牛肥
育農家の行う肥育素牛導入に対し、補助金を交
付する。

1 8,000,000 農林部農政課

152
肉用牛肥育経営安定緊急対策補
助金

農業者　21経営体

新型コロナウイルス感染拡大に伴う消費需要の
減少により肉用牛枝肉価格が低迷し肉用牛肥育
農家の経営が悪化したことから、肉用牛生産基
盤の維持・強化を図るため、意欲ある肉用牛肥
育農家の行う肥育素牛導入に対し、補助金を交
付する。

2 5,926,474 農林部農政課

153
野生動物侵入防止緊急支援事業
補助金

岩手県ASF侵入防止協議
会

アフリカ豚コレラの日本への侵入を防止するた
め、家畜伝染病予防法により豚飼育農場は防護
柵の設置を義務付けられたことから、花巻市内
の養豚場が行う野生動物侵入防止柵等の整備
に係る経費に対し、補助金を交付する。

1 3,203,015 農林部農政課

154 環境保全型農業直接支払交付金 農業者の組織する団体
農村環境保全のため、地球温暖化防止や生物
多様性保全に効果の高い生産活動を行う団体に
対し、交付金を交付する。

10 38,717,900 農林部農政課

155 多面的機能支払交付金 市内活動組織 112団体

地域の共同活動を支援し、農業・農村の有する
多面的機能の維持・増進を図るため、国実施要
綱に基づき、対象活動組織が行う事業に要する
経費に対し、補助金を交付する。

112 865,537,126
農林部農村林
務課

156 農業経営高度化支援事業補助金 花巻農業協同組合

農地整備事業（経営体育成型等）を実施するに
あたり、土地利用調整活動等を推進するため、
農業協同組合等が実施する「農業経営高度化支
援事業（調査・調整事業）」の事業費に対し、補助
金を交付する。

5 1,820,000
農林部農村林
務課

157
山王海地区基幹水利施設管理事
業補助金

山王海土地改良区

大規模で公共性の高い基幹水利施設（ダム、頭
首工等）について、社会経済情勢等の変化に対
応した管理を行うことにより、その効用を適正に
発揮させることを目的として補助金を交付する。

1 1,469,550
石鳥谷総合支
所地域振興課

158 水田農業確立推進事業補助金 花巻市農業推進協議会
需要に応じた米生産の推進を図るため、花巻市
農業推進協議会が行う水田農業確立推進事業
に係る経費に対し、補助金を交付する。

1 902,000 農林部農政課
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№ 補助金等の名称 交付先 交付目的・概要等 交付件数 交付額(円） 担当課名

159
水田農業経営安定対策事業補助
金

花巻農業協同組合
米の需給調整に対応した水田の有効利用を図る
ため、野菜や果樹、花き、雑穀の作付や牛の導
入に対し、補助金を交付する。

1 18,598,033 農林部農政課

160
経営所得安定対策推進事業補助
金

花巻市農業推進協議会

経営所得安定対策及び水田活用の直接支払交
付金に対応した水田フル活用を図るため、花巻
市農業推進協議会が行う経営所得安定対策等
に係る事務に対し、補助金を交付する。

1 19,099,000 農林部農政課

161 花巻米生産確立支援事業補助金
花巻農業協同組合
株式会社渡嘉商店
関庄糧穀株式会社

主食用米及び加工用米生産者の生産意欲向上
と花巻米の産地確立を図るため、ケイ酸を含む
土壌改良資材の投入に対し、補助金を交付す
る。

3 23,934,752 農林部農政課

162 花巻米生産緊急支援事業補助金

花巻農業協同組合
株式会社渡嘉商店
関庄糧穀株式会社
有限会社すぐね

米価下落により減収の影響を受ける水稲生産者
の生産意欲を維持し、農業経営の安定化を図る
ため、主食用米の出荷に係る経費に対し、補助
金を交付する。

4 100,964,879 農林部農政課

163
森林・山村多面的機能発揮対策事
業交付金

いわて里山再生地域協議
会

地域住民が森林所有者と協力して実施する里山
林をはじめとする森林の保全管理及び山村地域
の活性化に資する取組の促進を図るため、交付
金を交付する。

1 2,402,250
農林部農村林
務課

164 木質資源活用支援事業補助金 花巻市森林組合
木質資源の有効活用を支援するため、花巻市森
林組合が行う木材の小口買い取りに要する経費
に対し、補助金を交付する。

1 756,600
農林部農村林
務課

165 森林作業道開設事業補助金 個人 1件
木質資源の有効活用を促進するため、木材生産
者が行う森林作業道の開設に要する経費に対
し、補助金を交付する。

1 100,000
農林部農村林
務課

166
特用林産物生産資材導入支援事
業補助金

花巻農業協同組合
花巻市森林組合

原木しいたけ生産の振興のため、安全なきのこ
原木の導入に要する経費に対し、補助金を交付
する。

2 657,500
農林部農村林
務課

167
特用林産施設体制整備事業補助
金

花巻農業協同組合
花巻市森林組合

特用林産施設等における安定的な生産・供給体
制を整備するため、国の実施要綱等に基づき、
きのこ原木の導入等にかかる経費に対し、補助
金を交付する。

2 1,157,200
農林部農村林
務課

168 森林整備地域活動支援交付金 団体 1件

森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよ
う適切な森林整備の推進を図るため、国の森林
整備地域活動支援交付金実施要領に基づき、
市長との間に森林整備地域活動実施協定を締
結した者が行う交付金の対象となる地域活動に
対し、交付金を交付する。

1 1,481,640
農林部農村林
務課

169 民有林保全対策事業補助金 団体 3件

森林資源の適正な管理の促進により現状を改善
し、森林の多面的な機能の維持及び増進を図る
ため、森林整備事業等に要する経費に対し、補
助金を交付する。

14 3,636,602
農林部農村林
務課

170 市行造林交付金 個人 14件
市行造林の間伐に伴い、土地所有者に対し、間
伐材を売り払って得られた金額を精算払する。

14 534,179
農林部農村林
務課

171 松くい虫樹幹注入補助金
団体 1件
個人 3件

松くい虫によるアカマツへの被害を防ぎ、市の緑
を保全するため、樹幹注入を実施する場合に購
入する薬剤に要する経費に対し、補助金を交付
する。

4 457,656
農林部農村林
務課

172 里山整備活動支援事業補助金 団体 4件
里山林の持つ多面的機能を発揮させることを目
的に、地域住民団体が行う里山林整備活動に対
し、補助金を交付する。

4 2,861,000
農林部農村林
務課

173
森林施業プランナー育成事業補助
金

花巻市森林組合

持続的な森林経営を推進するため、森林所有者
に対し、森林施業の方針等の提案や集約化を実
践するとともに、森林経営計画作成の中核を担う
「森林施業プランナー」を育成するため、花巻市
森林組合が行う育成に要する経費に対し、補助
金を交付する。

1 6,000
農林部農村林
務課

174 スマート林業導入促進事業補助金 団体 2件

森林経営の効率化を目的に、市内林業経営体
が地理空間情報やICT等の実践的な取組に必要
な機器を導入する場合に要する経費に対し、補
助金を交付する。

2 687,497
農林部農村林
務課

175 淡水漁業推進事業費補助金 豊沢川漁業協同組合
市内の内水面水産資源の安定的な増殖を促し
淡水漁業の振興を図るため、稚魚放流を行う場
合に要する経費に対し、補助金を交付する。

1 350,000 農林部農政課

176 淡水漁業推進事業費補助金 稗貫川漁業協同組合
市内の内水面水産資源の安定的な増殖を促し
淡水漁業の振興を図るため、稚魚放流を行う場
合に要する経費に対し、補助金を交付する。

1 450,000
大迫総合支所
地域振興課
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177 淡水漁業推進事業費補助金 猿ケ石川漁業協同組合
市内の内水面水産資源の安定的な増殖を促し
淡水漁業の振興を図るため、稚魚放流を行う場
合に要する経費に対し、補助金を交付する。

1 350,000
東和総合支所
地域振興課

178 企業競争力強化支援事業補助金 市内中小企業者等

企業等が付加価値創造、新製品及び新技術の
開発若しくは販路開拓又は人材育成に関する事
業等企業競争力強化に資する戦略的事業を実
施する場合に要する経費に対し、補助金を交付
する。

66 9,221,000
商工観光部商
工労政課

179 花巻工業クラブ事業補助金 花巻工業クラブ
工業を軸とした地域経済の振興を目的として事
業実施に要する経費に対し、補助金を交付す
る。

1 338,000
商工観光部商
工労政課

180
中小企業振興融資利子補給補助
金

市内金融機関

中小企業の振興育成に資することを目的に、中
小企業への融資を円滑にするため、中小企業融
資金を貸付けした金融機関に対し、事業者が支
払う利子の一部を市が補給をする。

19 33,684,339
商工観光部商
工労政課

181
中小企業振興融資保証料補給補
助金

岩手県信用保証協会
中小企業の振興育成に資することを目的に、中
小企業振興融資に付される信用保証料を市が
補給する。

1 18,367,945
商工観光部商
工労政課

182
中小企業震災融資保証料補給補
助金

岩手県信用保証協会

中小企業の経営の安定化を図ることを目的に、
岩手県中小企業東日本大震災復興資金の貸付
けを受けた市内の中小企業者に付される信用保
証料を市が補給する。

1 484,984
商工観光部商
工労政課

183
中小企業県制度融資利子補給補
助金

市内金融機関

中小企業の経営の安定化を図ることを目的に、
岩手県の制度融資の貸付けした金融機関に対
し、事業者が支払う利子の一部を市が補給す
る。

2 1,448
商工観光部商
工労政課

184
中小企業県制度融資保証料補給
補助金

岩手県信用保証協会

中小企業の経営の安定化を図ることを目的に、
岩手県商工観光資金の貸付けを受けた市内の
中小企業者に付される信用保証料を市が補給す
る。

1 25,980
商工観光部商
工労政課

185 成長分野進出事業補助金 市内事業者等

成長拡大する可能性が高い分野に進出しようと
する取組みを促し、地域経済の活性化と産業構
造の高度化を図るため、市内の事業者が成長分
野における新製品若しくは新技術の開発又は販
路開拓に関する事業を実施する場合に要する経
費に対し、補助金を交付する。

1 3,000,000
商工観光部商
工労政課

186 商店街活性化イベント事業補助金
事業組合、任意商店街、
実行委員会等

にぎわいと潤いのある活性化した街づくりを進め
るため、事業組合、任意商店街又は実行委員会
等がイベント事業を行う場合の経費に対し、補助
金を交付する。

3 1,082,000
商工観光部商
工労政課

187
岩手県中小企業団体中央会補助
金

岩手県中小企業団体中央
会

商店街振興組合等に対する経営指導及び中小
企業の経営力強化・振興に資する事業にかかる
経費に対し、補助金を交付する。

1 2,136,000
商工観光部商
工労政課

188 花巻商工会議所事業補助金 花巻商工会議所
商工業の振興のため、花巻商工会議所が実施
する事業に要する経費に対し、補助金を交付す
る。

1 32,500,000
商工観光部商
工労政課

189 まちなか創業支援事業補助金 新規創業者等

中心市街地で新たに創業する中小企業者の安
定した経営を支援し、中心市街地のにぎわいづく
りを促進するため、中小企業者が未利用店舗等
を賃借し、活用して行う事業に要する経費に対
し、補助金を交付する。

4 1,590,000
商工観光部商
工労政課

190 商店街共同施設補修事業補助金 事業組合、任意商店街

商店街における来街者及び住民の安全・安心の
確保、利便性の向上または魅力的な景観形成等
に資するため、事業組合または任意商店街が設
置した共同施設の補修事業等のために要する経
費に対し、補助金を交付する。

2 172,000
商工観光部商
工労政課

191 中心商店街顔づくり交付金
大迫地域中心市街地顔づ
くり委員会

宿場浪漫のまちをテーマに、和風レトロの街並み
の演出や歴史ある様々なイベントを実施するた
め、交付金を交付する。

1 2,000,000
大迫総合支所
地域振興課

192 中心商店街顔づくり交付金
石鳥谷中央通り商店街振
興会

中心商店街の賑わいづくりを促進するとともに、
魅力的な観光都市の創造に資するために商店
街団体等が行う中心商店街の顔づくりを推進す
る事業活動に要する経費に対し、交付金を交付
する。

1 2,000,000
石鳥谷総合支
所地域振興課

193 中心商店街顔づくり交付金
東和町土沢商店街商店会
連絡会

土沢商店街の顔となる「アートのまちづくり」を
テーマとして取り組むイベントの開催等、中心商
店街の賑わいづくりの促進事業に要する経費に
対し、交付金を交付する。

1 2,000,000
東和総合支所
地域振興課

194 企業立地促進奨励事業補助金
市内の特定地域に工場等
を新設又は増設する事業
を行う企業

企業立地を促進し、地域経済の活性化及び雇用
の拡大を図るため、企業が市内の特定地域に工
場等を新設又は増設する場合に要する経費に対
し、補助金を交付する。

1 10,609,093
商工観光部企
業立地推進室

11



№ 補助金等の名称 交付先 交付目的・概要等 交付件数 交付額(円） 担当課名

195 飲食店等経営支援事業補助金 花巻商工会議所

新型コロナウイルス感染症の影響により経営に
支障が生じている中小企業者の経営を支援する
ため、花巻商工会議所が経営支援を必要とする
市内飲食店及び自転車運転代行業に支援金を
給付する場合、支援金及びその運営費に対し補
助金を交付する。

1 183,969,205
商工観光部商
工労政課

196 中小企業持続支援事業補助金 市内事業所

新型コロナウイルス感染症の影響により経営に
大きな影響を受けている事業者に対し、事業の
継続を下支えするため、事業者が支払う賃借料
の一部を補助する。

507 66,621,000
商工観光部商
工労政課

197
イーハトーブ音楽祭開催事業補助
金

イーハトーブ音楽祭実行
委員会

地域の芸術文化振興と交流人口拡大のため、
イーハトーブ音楽祭の開催に要する経費に対
し、補助金を交付する。

1 190,000
商工観光部観
光課

198 花巻観光協会事業補助金
一般社団法人花巻観光協
会

観光産業の発展を促進し、地域経済の発展と住
民生活の向上に役立てるため、花巻観光協会事
業に要する経費に対し、補助金を交付する。

1 43,418,000
商工観光部観
光課

199 宿泊施設利用促進事業補助金
一般社団法人花巻観光協
会

閑散期の宿泊施設利用促進を図るため、花巻観
光協会が閑散期対策として行う宿泊施設利用促
進事業に対し、補助金を交付する。

1 6,000,000
商工観光部観
光課

200 体験型観光推進事業補助金 体験事業者 3社

体験型観光の推進を図るため、民間事業者や民
間共同事業体が体験型コンテンツの整備や改
善、強化を図る際に要する経費に対し、補助金を
交付する。

3 600,000
商工観光部観
光課

201
花巻温泉郷共同送迎バス運行事業
補助金

花台協議会、一般社団法
人花巻南温泉事業組合

公共交通機関を利用して花巻温泉郷に訪れる
観光客の二次交通を確保するため、共同送迎
バス運行事業に要する経費に対し、補助金を
交付する。

2 8,550,000
商工観光部観
光課

202 観光ルート整備事業補助金
一般社団法人花巻観光協
会

観光客の二次交通を確保するため、二次交通の
運行に要する経費に対し、補助金を交付する。

1 4,350,000
商工観光部観
光課

203
団体旅行貸切バスツアー支援事業
補助金

旅行会社 29社

誘客促進を図るため、貸切バスを利用し市内旅
館等へ宿泊する企画旅行等を取り扱う旅行業者
がツアー催行に要する経費に対し、補助金を交
付する。

29 2,790,000
商工観光部観
光課

204 観光案内所運営事業補助金
一般社団法人花巻観光協
会

観光客が求める情報、サービスを適切に提供
し、観光客の利便性を図るため、観光案内所の
運営に要する経費に対し、補助金を交付する。

1 7,000,000
商工観光部観
光課

205 花巻温泉郷観光推進事業補助金
花巻温泉郷観光推進協議
会

花巻温泉郷区域内の観光振興と観光産業の向
上発展を図るため、花巻温泉郷の観光推進事業
に要する経費に対し、補助金を交付する。

1 555,000
商工観光部観
光課

206 観光ボランティアガイド事業補助金
一般社団法人花巻観光協
会

観光客に魅力の発信とおもてなしを行うため、観
光ボランティアガイド事業に要する経費に対し、
補助金を交付する。

1 687,000
商工観光部観
光課

207 歓迎花巻おもてなし事業補助金
一般社団法人花巻観光協
会

観光客におもてなしを行い、再訪につながる満足
をしていただくため、お出迎え等の歓迎事業に要
する経費に対し、補助金を交付する。

1 573,000
商工観光部観
光課

208
外国人観光客誘致促進事業補助
金

一般社団法人花巻観光協
会

訪日外国人観光客の誘客を推進するため、花巻
観光協会が実施する誘致促進事業に対し、補助
金を交付する。

1 4,500,000
商工観光部観
光課

209
温泉宿泊施設等利用促進事業補
助金

温泉宿泊施設等 37施設

コロナ禍により深刻な影響を受けている市内温
泉宿泊施設等を支援するため、県民や県内事業
所勤務者等が温泉宿泊施設等を利用する際、日
帰り料金・宿泊料金を助成することで、温泉宿泊
施設等の利用促進を図る。

37 527,561,000
商工観光部観
光課

210 市関連団体等支援事業補助金 団体　9件

新型コロナ感染症の感染拡大防止のための市
の施設の休館・利用制限により、イベント等の中
止や延期を余儀なくされた団体に対し、イベント
の準備に要した経費を支援する。

9 943,701
商工観光部観
光課

211 観光関連施設事業持続支援金 事業者　14件

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のた
め休館した観光施設等の施設内、隣接地に連な
る場所において飲食店、物産販売店等を経営す
る事業者に対し、事業持続のため支援金を交付
する。

14 1,400,000
商工観光部観
光課

212 宿泊施設等関連事業者支援金 事業者　91件

市の依頼に応じ休業した市内の宿泊施設、日帰
り温泉施設と取引がある関連事業者に対して補
助金を交付し、宿泊施設等の休業により収入減
少等の影響を受けている宿泊施設等関連事業
者を支援する。

91 9,020,000
商工観光部観
光課

12



№ 補助金等の名称 交付先 交付目的・概要等 交付件数 交付額(円） 担当課名

213 貸切バス事業持続支援金 事業者　10件
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、
深刻な影響を受けている貸切バス事業者の事業
持続を目的に、支援金を交付する。

10 32,600,000
商工観光部観
光課

214
花巻まつり代替イベント開催支援事
業補助金

花巻まつり実行委員会

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により中
止となった花巻まつりの次年度開催に向けたPR
イベントの開催を支援することを目的に、開催に
かかる経費を支援する（ただしPRイベントも感染
拡大により中止）。

1 444,518
商工観光部観
光課

215
まつり山車団体継続支援事業補助
金

団体　24件

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により中
止となった花巻まつり、あんどんまつり、石鳥谷
まつり及び土沢まつりにおいて山車を運行する
団体に対し、山車の修繕等に要する費用に対
し、補助金を交付する。

24 4,674,000
商工観光部観
光課

216 感染拡大防止協力金
宿泊施設　49件
日帰り温泉施設　3件
立寄施設　14件

市長が休業協力を依頼したR2.4/29～5/6までの
全期間において休業協力に応じた市内の宿泊施
設、日帰り温泉施設及び県外からの来客が多い
立寄施設に対し協力金を交付することにより、感
染症の拡大防止を図る。

66 10,500,000
商工観光部観
光課

217
宿泊施設感染症対策等整備事業
補助金

事業者　4件

宿泊施設において新型コロナウイルス感染症対
策を行う市内宿泊事業者に対し、補助金を交付
することにより、市内宿泊施設における感染症対
策の推進を図る。

4 5,946,000
商工観光部観
光課

218
貸切バス事業者感染予防対策事業
補助金

事業者　7件

新型コロナウイルス感染症予防対策を行う貸切
バス事業者に対し、補助金を交付することによ
り、貸切バス事業者における感染症予防対策の
推進を図る。

7 2,553,000
商工観光部観
光課

219 下水道事業補助金 花巻市下水道事業会計
公共下水道事業にかかる下水道事業会計に対
する繰出し

1 1,200,145,000
建設部下水道
課

220 下水道事業補助金 花巻市下水道事業会計 雨水処理経費に対する繰出し 1 12,732,000
建設部下水道
課

221 災害復興住宅利子補給補助金 個人 8件

東日本大震災により被災した住宅の早期復興に
資するため、被災者に対し住宅の建設又は購
入、増改築、改修又は補修を目的に金融機関か
ら借入をした資金の利子の一部を補助する。

8 428,000
建設部建築住
宅課

222 被災住宅補修等支援補助金 個人 126件

東日本大震災により被災した住宅の早期復興に
資するため、被災者に対し住宅の補修工事、改
修工事又は新築工事に要する経費の一部を補
助する。

126 40,333,000
建設部建築住
宅課

223 被災宅地復旧支援補助金 個人 2件
東日本大震災により被災した宅地の早期復興に
資するため、被災者が宅地の復旧工事に要する
経費に対し、補助金を交付する。

2 2,547,000
建設部建築住
宅課

224 被災者住宅再建支援補助金 個人 4件

東日本大震災により県内で自宅が全壊した被災
者が市内にその居住する住宅を新築又は購入
することにより早期の生活再建を図ることを目的
とし、補助金を交付する。

4 3,750,000
建設部建築住
宅課

225
高齢者向け優良賃貸住宅家賃減
額補助金

北日本地産株式会社、
合同会社土澤長屋暮らし

高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定
する高齢者向け住宅の管理認定事業者が高齢
者向け優良賃貸住宅の家賃の減額に要する経
費に対し、補助金を交付する。

2 10,324,000
建設部建築住
宅課

226
子育て世帯向け地域優良賃貸住宅
家賃減額補助金

株式会社　北日本土地

子育て世帯の定住を図るため、居住誘導区域内
において、地域優良賃貸住宅の供給に関する計
画の認定を受けた事業者の家賃減額に要する
経費に対し、補助金を交付する。

1 4,720,000
建設部建築住
宅課

227
花巻市立亀ヶ森小学校閉校事業費
補助金

花巻市立亀ヶ森小学校閉
校記念事業実行委員会

花巻市立亀ヶ森小学校閉校記念事業実行委員
会が実施する閉校事業に必要な経費に対して補
助金を交付する。

1 200,000
教育部教育企
画課

228 私立高校振興事業補助金
学校法人花巻学院
花巻東高等学校

花巻市内の私立高等学校の教育環境の整備を
図ることにより、もって本市教育の振興に資する
ため、補助金を交付する。

1 3,240,000
教育部教育企
画課

229
大迫高等学校生徒確保対策協議
会事業補助金

大迫高等学校生徒確保対
策協議会

岩手県立大迫高等学校の生徒を確保するため、
大迫高校の支援団体である岩手県立大迫高等
学校生徒確保対策協議会が行う生徒確保事業
に対し、補助金を交付する。

1 1,597,000
大迫総合支所
地域振興課

230
修学旅行キャンセル料支援事業補
助金

個人779件

市立中学校が新型コロナウイルス感染症の感染
防止のため、修学旅行を中止又は延期したこと
により発生したキャンセル料に対し、補助金を交
付する。

779 1,885,959
教育部学校教
育課
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231 私立幼稚園運営事業補助金 市内私立幼稚園 5園
私立幼稚園教育の振興を図るため、市内におい
て学校法人が設置する私立幼稚園を運営する場
合に要する経費に対し、補助金を交付する。

5 5,800,000 教育部こども課

232 私立幼稚園預かり保育事業補助金 市内私立幼稚園 5園

市内私立幼稚園における子育て支援の充実を
図るため、学校法人が設置する市内私立幼稚園
において、預かり保育事業を実施する場合に要
する経費に対し、補助金を交付する。

5 5,070,000 教育部こども課

233
私立幼稚園冷暖房設備整備事業
補助金

私立幼稚園 3園
私立児童福祉施設等が児童の熱中症対策として
設置する冷暖房設備整備事業に要する経費に
対し、補助金を交付する。

3 1,905,000 教育部こども課

234
幼稚園等２歳児登園自粛保育料返
還補助金

市内私立幼稚園 3件
認定こども園 2件

感染拡大防止の観点から当該学童クラブ等の利
用または登園を自粛した場合において、学童クラ
ブ等が当該児童の保護者へ保育料の一部を返
還または減免に要する経費に対し、補助金を交
付する。

5 140,630 教育部こども課

235 花巻ユネスコ協会事業補助金 花巻ユネスコ協会

市民の国際理解の精神の普及、平和意識の醸
成に寄与するため、花巻ユネスコ協会がユネス
コ精神に則って行う事業に要する経費に対し、補
助金を交付する。

1 50,000
生涯学習部生
涯学習課

236 ガールスカウト事業補助金
ガールスカウト岩手県第５
団

少女と若い女性の可能性を最大限に伸ばすた
め、ガールスカウト岩手県第５団が行う事業に要
する経費に対し、補助金を交付する。

1 30,000
生涯学習部生
涯学習課

237 少年少女発明クラブ事業補助金 花巻少年少女発明クラブ

子供の理科離れを食い止め、少年少女の創造
性開発・育成のため、花巻少年少女発明クラブ
が行う事業に要する経費に対し、補助金を交付
する。

1 150,000
生涯学習部生
涯学習課

238
花巻市青少年育成市民会議活動
補助金

花巻市青少年育成市民会
議

青少年育成の重要性に鑑み、市民の心のふれ
あいを基本とした連帯感のもとに広く市民の総意
を結集し、次代を担う市内の青少年の健全育成
を図るために、花巻市青少年育成市民会議の活
動に要する経費に対し、補助金を交付する。

1 29,000
石鳥谷総合支
所地域振興課

239 花巻市芸術協会事業補助金 花巻市芸術協会

市内芸術文化団体相互の連絡を図り、市民の芸
術文化向上に寄与するため、花巻市芸術協会が
行う事業に要する経費に対し、補助金を交付す
る。

1 2,416,000
生涯学習部生
涯学習課

240
花巻市中学校文化連盟事業補助
金

花巻市中学校文化連盟
市内の中学校の生徒の文化活動の振興・発展を
図るため、花巻市中学校文化連盟が行う事業に
要する経費に対し、補助金を交付する。

1 50,000
教育部学校教
育課

241 音楽コンクール等出場事業補助金 花巻市立花巻中学校PTA

市民の芸術文化の普及振興と意識の向上を図
るため、小中学校認定クラブ等が芸術文化に関
する大会等に出場する場合に要する経費に対
し、補助金を交付する。

1 24,000
教育部学校教
育課

242 自治公民館整備事業補助金 市内自治公民館 14件

社会教育の振興を図り、地域の開発と発展に資
するため、市内の自治公民館の新築および改
修、修繕等に要する経費に対し、補助金を交付
する。

14 7,444,000
地域振興部地
域づくり課

243
宮沢賢治学会イーハトーブセンター
事業補助金

宮沢賢治学会イーハトー
ブセンター

宮沢賢治と宮沢賢治作品の普及及び研究に資
するため、賢治に関する図書資料の収集・保存・
整理・提供、最先端の研究活動、セミナー等の開
催、研究者や愛好者の交流、宮沢賢治賞・イー
ハトーブ賞の選考等を行う事業に要する経費に
対し、補助金を交付する。

1 5,048,616
生涯学習部宮
沢賢治イーハ
トーブ館

244 市指定文化財修理費補助金 市指定文化財所有者
花巻市指定文化財所有者の負担を軽減するた
め、花巻市指定文化財の修理に直接要する経
費に対し、補助金を交付する。

1 500,000
教育部文化財
課

245 地域スポーツ振興事業補助金
一般財団法人花巻市体育
協会等 4件

市民の地域社会におけるスポーツの振興を図る
ため、一般財団法人花巻市体育協会、大迫町体
育協会、石鳥谷町体育協会及び東和町体育協
会が行う事業に対し、補助金を交付する。

4 22,283,000
生涯学習部ス
ポーツ振興課

246
花巻市スポーツ少年団本部事業補
助金

花巻市スポーツ少年団本
部

少年スポーツの普及及び育成並びに活動の活
発化を図り、青少年のスポーツを振興することに
より、青少年の心身の健全な育成に役立てるこ
と、並びに少年スポーツ指導者の資質及び指導
力の向上を図るため、花巻市スポーツ少年団本
部が行う事業に対し、補助金を交付する。

1 500,000
生涯学習部ス
ポーツ振興課

247 スポーツ競技大会出場事業補助金 市内スポーツ団体等 59件

市民のスポーツ普及振興と競技力向上を図るた
め、スポーツ団体及び個人等が全国大会等に出
場する場合に要する経費（スポーツ選手等派遣
経費、応援費、用具費などを含む。）に対し、補
助金を交付する。

59 2,406,000
生涯学習部ス
ポーツ振興課

248
岩手県民体育大会出場事業補助
金

一般財団法人花巻市体育
協会

市民のスポーツ普及振興と競技力向上を図るた
め、岩手県民体育大会に選手を派遣する事業の
経費に対し、補助金を交付する。

1 455,200
生涯学習部ス
ポーツ振興課
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№ 補助金等の名称 交付先 交付目的・概要等 交付件数 交付額(円） 担当課名

249 競技スポーツ振興事業補助金
一般財団法人花巻市体育
協会

市民の競技スポーツの振興を図るため、一般財
団法人花巻市体育協会が行う事業に対し、補助
金を交付する。

1 620,140
生涯学習部ス
ポーツ振興課

250
早起き野球リーグ戦開催事業補助
金

花巻早起き野球協会
市民のスポーツ振興を図るため、花巻市早起き
野球協会が開催する早起き野球リーグの運営に
要する経費に対し、補助金を交付する。

1 50,000
生涯学習部ス
ポーツ振興課

251
岩手県高等学校駅伝競走大会開
催事業補助金

岩手県高等学校体育連盟
陸上競技専門部

市民のスポーツの振興および交流人口の拡大を
図るため、花巻市で開催されるスポーツ大会等
の運営に要する経費に対し、補助金を交付す
る。

1 125,000
生涯学習部ス
ポーツ振興課

252
スポーツ大会・合宿誘致推進事業
補助金

一般財団法人花巻市体育
協会

大規模スポーツ大会及び合宿等を誘致し、もっ
て交流人口の拡大を図り、市民がスポーツに接
する機会を提供するため、はなまきスポーツコン
ベンションビューローの運営に要する経費に対
し、補助金を交付する。

1 4,159,000
生涯学習部ス
ポーツ振興課

253 花巻市学校保健会事業補助金 花巻市学校保健会

市内の保育園、幼稚園、小学校及び中学校にお
ける保健及び安全教育の推進・向上を図るた
め、花巻市学校保健会が行う事業に要する経費
に対し、補助金を交付する。

1 200,000
教育部学務管
理課

254
花巻市中学校体育連盟事業補助
金

花巻市中学校体育連盟

市内の中学校の生徒の健全な発達、体力の増
強及び体育・スポーツの振興を図るため、花巻
市中学校体育連盟が行う事業に要する経費に
対し、補助金を交付する。

1 2,130,000
教育部学校教
育課

255 農地等災害復旧事業補助金 個人 2件
受益者が行う農地等の災害復旧事業に要する
経費に対し、補助金を交付する。

2 995,544 建設部道路課

18,932 6,354,774,326合　　　　　計
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　令和2年度　補助金等交付実績一覧表

特別会計

№ 補助金等の名称 交付先 交付目的・概要等 交付件数 交付額(円） 担当課名

1 訪問型サービスB事業補助金 地域団体8件

高齢者の自立支援と在宅福祉の向上を図り、住
み慣れた地域で安心して生活できる社会を実現
するため、花巻市ご近所サポーター事業を実施
する地域団体等が、より地域のニーズに沿った
多様な生活援助を実施する訪問型サービスBの
事業の運営に対し、補助金を交付する。

8 1,055,000
健康福祉部長
寿福祉課

2 徘徊高齢者等GPS導入補助金 個人3件

認知症等が原因で行方不明になるおそれのある
高齢者等を早期に発見・保護することにより、認
知症高齢者の安全確保及び介護している家族
等の負担軽減を図るため、ＧＰＳによる位置情報
検索ができる端末機を導入する場合に要する費
用に対し、補助金を交付する。

3 28,800
健康福祉部長
寿福祉課

3 生活支援体制づくり事業補助金
星が丘一丁目ご近所サ
ポートの会見来会

高齢者の自立支援と在宅福祉の向上を図り、住
み慣れた地域で安心して生活できる社会を実現
するため、花巻市ご近所サポーター事業又は通
所型サービスＡの事業を立ち上げる経費に対し、
補助金を交付する。

1 100,000
健康福祉部長
寿福祉課

12 1,183,800合　　　　　　計
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公営企業会計

№ 補助金等の名称 交付先 交付目的・概要等 交付件数 交付額(円） 担当課名

1
水洗便所等改造資金融資利子補
給補助金
(公共下水道事業）

市内金融機関
水洗便所の普及促進を図るため、水洗便所等に
改造しようとする個人に、市が改造資金の融資
のあっせんとその利子の補給を行う。

59 394,375
建設部下水道
課

2
私設汚水管設置費補助金
（公共下水道事業）

個人

水洗便所の普及を促進し環境衛生の向上に資
するため、個人または個人が共同で設置する排
水設備のうち、30ｍを超える私設汚水管の整備
に要する経費に対し、補助を行う。

5 436,000
建設部下水道
課

3
排水設備設置促進事業補助金
（公共下水道事業）

個人

水洗便所の普及を促進し環境衛生の向上に資
するため、18歳未満の子または65歳以上の高齢
者がいる世帯が排水設備を設置する経費に対
し、補助を行う。

44 4,400,000
建設部下水道
課

4
水洗便所等改造資金融資利子補
給補助金
(農業集落排水事業）

市内金融機関
水洗便所の普及促進を図るため、水洗便所等に
改造しようとする個人に、市が改造資金の融資
のあっせんとその利子の補給を行う。

8 70,169
建設部下水道
課

5
私設汚水管設置費補助金
(農業集落排水事業）

個人

水洗便所の普及を促進し環境衛生の向上に資
するため、個人または個人が共同で設置する排
水設備のうち、30ｍを超える私設汚水管の整備
に要する経費に対し、補助を行う。

3 392,000
建設部下水道
課

6
排水設備設置促進事業補助金
（農業集落排水事業）

個人

水洗便所の普及を促進し環境衛生の向上に資
するため、18歳未満の子または65歳以上の高齢
者がいる世帯が排水設備を設置する経費に対
し、補助を行う。

10 1,000,000
建設部下水道
課

7
水洗便所等改造資金融資利子補
給補助金
(戸別浄化槽事業）

市内金融機関
水洗便所の普及促進を図るため、水洗便所等に
改造しようとする個人に、市が改造資金の融資
のあっせんとその利子の補給を行う。

16 139,764
建設部下水道
課

145 6,832,308

　令和2年度　補助金等交付実績一覧表

合　　　　　計
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