
別記様式

単位：円

№ 補助金の名称 補助概要等 交付団体 補助区分 交付額 所管課

1 自主防災組織育成補助金

　地域における防災活動の主体となる自主防災組織の育成，
活性化及び強化を図るため，防災活動等を行う自主防災組織
に対し，予算の範囲内において補助金を交付する。

各地区自主防災会（30地区） 事業費補助 2,726,000 防災対策課

2 吉野川地域交通安全活動推進委員協議会補助金

　地域における交通の状況について，知識を有する者のうちか
ら推進委員を委嘱するとともに，推進委員により構成される地
域交通安全活動推進委員協議会を組織することにより，適正
な交通の方法，交通事故防止等について住民の理解を深め
るための交通安全教育活動の推進を図る。

阿波吉野川地域交通安全活動推進委員協
議会

団体運営補助 270,000 生活あんしん課

3 市交通安全教育推進協議会補助金

　交通安全教育を住民福祉のための「生涯教育」の一環と捉
え，幼児から高齢者に至る体系的かつ継続的交通安全教育
を実施するとともに，地域の交通安全に関する諸活動を推進
し，交通安全意識を高揚させる。

吉野川市交通安全教育推進協議会 団体運営補助 3,350,000 生活あんしん課

4 市交通安全母の会活動補助金

　吉野川市交通安全母の会は，家庭から交通事故の被害者も
加害者も出さないために家庭を通して交通安全意識の普及活
動等を実施し，市民の交通安全意識の高揚及び交通事故防
止に向けた活動を行っており，その事業費の一部を補助する。

交通安全母の会吉野川市連合会 団体運営補助 466,210 生活あんしん課

5 自衛隊家族会補助金

　市民と自衛隊のかけ橋として，互いの理解を深め，市民の防
衛意識の高揚を図るための活動を行っている吉野川市自衛隊
家族会に対し，運営補助を行う。

吉野川市自衛隊家族会 団体運営補助 30,000 生活あんしん課

6 地域振興事業補助金

　自治会が行う住民の連帯感及び自治意識の向上を高めるた
めのコミュニティ事業に対し，地域振興事業補助金を交付する
ことにより，地域の健全な発展を図る。

各自治会（356自治会） 事業費補助 21,796,000 生活あんしん課

7 自治会集会所整備事業補助金

　自治会運営の推進を図るため，地域の特性に応じた事業を
積極的に推進する経費に対し，補助金を交付する。集会所整
備については１／３（新築は上限１５０万，改築は上限５０万），
自治会活動に必要な備品の購入については１／２（上限２万）
を自治会に補助する。

５自治会 事業費補助 399,600 生活あんしん課

鴨島町消費者協会 団体運営補助 80,000 

川島町消費者協会 団体運営補助 16,000 

山川町消費者協会 団体運営補助 5,000 

　　　令和２年度　団体等への補助金等交付状況

8 消費者協会補助金

　複雑多様化する消費者問題に的確に市民が自ら対応し，意
思決定する合理的な消費行動が行えるよう「自立した消費者」
を育成するための活動を行っている各地域の消費者協会に対
し，運営補助を行う。

生活あんしん課
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9 市人権教育推進協議会補助金

　本市の人権教育を推進するため，研究会・講習会，講演会，
懇談会等の実施，調査研究及び資料収集，総合的企画・関係
機関との連絡・調整及び助成・啓発・指導奨励など必要な事
業を行っている人権教育推進協議会に対し，補助金を交付す
る。

吉野川市人権教育推進協議会 団体運営補助 3,771,723 人権課

10 市人権擁護地区委員会補助金
　人権相談や人権の考えを広める活動に取り組んでいる人権
擁護地区委員会に対し，運営補助を行う。 吉野川市人権擁護地区委員会 団体運営補助 149,078 人権課

保護司会 吉野川東部分区 団体運営補助 70,000 

保護司会 吉野川西部分区 団体運営補助 70,000 

鴨島町更生保護女性会 団体運営補助 20,000 

川島更生保護女性会 団体運営補助 20,000 

山川町更生保護女性会 団体運営補助 20,000 

13 ごみ集積場整備事業補助金

　自治会等が行うごみ集積場の整備事業に対し，予算の範囲
内において補助金を交付する。 6自治会 事業費補助 465,490 運転管理センター

14 ごみ指定袋自治会交付金

　市民課及び各支所（川島・山川・美郷）で市指定ごみ袋を購
入した自治会に対し，購入枚数に応じて交付金を交付する。 各自治会（271自治会） 事業費補助 1,815,180 運転管理センター

15 救急医療対策病院群輪番制病院運営事業補助金

　救急医療の確保を図るため，病院群輪番制病院運営事業及
び小児救急医療支援事業を実施する医療機関に対し，補助
金を交付する。

徳島県厚生農業協同組合連合会 事業費補助 10,083,000 健康推進課

16 市医師会訪問看護ステーション運営補助金

　在宅で療養されている方とご家族の方が，安心して療養生
活が送れるよう支援し，また，自立に向けて機能回復の援助を
行うことを目的として補助金を交付する。

一般社団法人　吉野川市医師会 団体運営補助 1,500,000 健康推進課

17 市食生活改善推進協議会補助金

　地域における食生活改善活動を組織的に推進し，生活習慣
病の予防を地域に広め，健康な地域社会づくりに寄与すること
を目的として補助金を交付する。

吉野川市食生活改善推進協議会 事業費補助 200,000 健康推進課

18 市遺族会戦没者追悼式補助金

　戦没者等の遺族により組織され，戦没者の追悼，次世代へ
の平和教育に寄与する等を目的とし活動する吉野川市遺族
連合会に対し，追悼式補助金を交付する。

吉野川市遺族連合会 事業費補助 79,200 社会福祉課

11 市保護司会補助金

　市内で更生保護活動（罪をつぐない，再出発しようとする人
たちの立ち直りを助け，再び犯罪や非行を犯すことを防ごうと
する活動）に取り組んでいる保護司会に対し，運営補助を行
う。

人権課

12 市更生保護女性会補助金

　市内で更生保護活動（罪をつぐない，再出発しようとする人
たちの立ち直りを助け，再び犯罪や非行を犯すことを防ごうと
する活動）に取り組んでいる更生保護女性会に対し，運営補
助を行う。

人権課
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19 市遺族連合会補助金

　戦没者等の遺族により組織され，遺族の福祉の増進，次世
代への平和教育に寄与する等を目的とし活動する吉野川市
遺族連合会に対し，運営補助金を交付する。

吉野川市遺族連合会 団体運営補助 76,480 社会福祉課

20 市婦人会連合会補助金

　男女共同参画，青少年の健全育成や子育て支援，高齢社
会への対応，地域社会の福祉増進等の実現を図るため自主
活動を行う婦人団体に対し，運営補助金を交付する。 吉野川市婦人団体連合会 団体運営補助 1,122,000 社会福祉課

21 市日赤奉仕団補助金

　赤十字活動に協力し，人命救済事業の推進と災害に備えて
の炊き出し訓練など組織の強化を図るために自主活動を行う
日赤奉仕団体に対し，補助金を交付する。 吉野川市地区赤十字奉仕団 事業費補助 200,000 社会福祉課

22 市社会福祉協議会運営費補助金

　社会福祉制度の理念のもと，福祉各分野での中長期的な福
祉事業の推進を行う団体に対し，主に法人運営に係る補助金
を交付する。

社会福祉法人　吉野川市社会福祉協議会 団体運営補助 70,500,000 社会福祉課

23 身体障害者連合会補助金

　障がい当事者により組織され，地域の共通課題を解決し生
活の向上と親睦を図るために自主活動を行う障がい関係団体
に対し，補助金を交付する。

吉野川市身体障害者連合会 団体運営補助 980,000 社会福祉課

24 市手をつなぐ育成会補助金

　障がい当事者や家族により組織され，地域の共通課題を解
決し生活の向上と親睦を図るために自主活動を行う障がい関
係団体に対し，補助金を交付する。

吉野川市手をつなぐ育成会 団体運営補助 227,000 社会福祉課

25 市シルバー人材センター運営費補助金

　高齢者に就労の機会を提供し，活力ある地域社会づくり促
進のための事業運営資金として補助金を交付する。 公益社団法人　吉野川市シルバー人材セン

ター
団体運営補助 5,000,000 長寿いきがい課

26 瀬詰老人会館管理運営補助金

　高齢者の活動拠点として活用され，災害発生時の避難所と
しての機能を有することから，管理運営費として補助金を交付
する。

山水会瀬詰第一クラブ 事業費補助 150,000 長寿いきがい課

吉野川市老人クラブ連合会 事業費補助 2,887,600 

鴨島天寿会連合会　他３団体 事業費補助 2,073,600 

28 吉野川市支え合いサロン事業推進補助金

　介護予防を目的とした高齢者の通いの場等を提供する活動
を支援するため，支え合いサロン事業の実施に要する経費の
一部に対し，予算の範囲内において補助金を交付する。

いこい体操クラブ 事業費補助 70,000 長寿いきがい課

27 老人クラブ活動補助金

　高齢者の社会参加や自立を促進するため，社会奉仕活動や
老人教養講座事業，健康増進事業等の活動資金として補助
金を交付する。

長寿いきがい課
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29 放課後児童健全育成事業費補助金

　児童福祉の増進に資するため，放課後児童健全育成事業を
実施するための経費の一部に対し，予算の範囲内において補
助金を交付する。

各放課後児童クラブ運営団体(１７団体) 事業費補助 100,632,843 子育て支援課

30 放課後児童クラブ利用料軽減事業補助金

　子育てに係る切れ目のない支援の充実を図るため，市内の
放課後児童クラブを利用する児童の保護者等が負担する利用
料に対し，予算の範囲内において補助金を交付する。

各放課後児童クラブ運営団体(１７団体) 事業費補助 4,424,375 子育て支援課

31 地域子育て支援拠点事業補助金

　地域の子育て支援機能の充実を図り，子育ての不安感等を
緩和し，子どもの健やかな育ちを支援することを目的として，予
算の範囲内において補助金を交付する。

学校法人　鴨島学園　認定こども園 事業費補助 8,270,000 子育て支援課

32 市たばこ小売人組合補助金

　組合員の相互扶助，経営協力，未成年者の禁煙防止，喫煙
マナーの向上を目的として活動し，販売の増進を図るため，補
助金を交付する。

鴨島たばこ販売協同組合（110,804円）
川島・山川たばこ販売協同組合（各75,000
円）

団体運営補助 260,804 商工観光課

33 まちかどコンサート実行委員会補助金

　鴨島駅前商店街の活性化の一環として，コンサートにより地
域活性化を図ることを目的として補助金を交付する。 まちかどコンサート実行委員会 事業費補助 300,000 商工観光課

34 吉野川商工会議所補助金

　市内における商工業の総合的な経営改善等，地域産業活
性化を図るとともに，社会一般の福祉増進を図るため，補助金
を交付する。

吉野川商工会議所 団体運営補助 1,000,000 商工観光課

35 吉野川市商工会振興事業補助金

　市内における商工業の総合的な経営改善等，地域産業活
性化を図ることにより，商工業の振興，発展を図るため，補助
金を交付する。

吉野川市商工会 団体運営補助 5,670,000 商工観光課

36 過疎地域観光等振興事業補助金

　美郷地区の自然，文化，歴史，産業等あらゆる地域資源を
生かす取り組みを行い，交流人口を増加させることにより，地
域の商工業の繁栄と発展を図るため，補助金を交付する。

吉野川市商工会 事業費補助 960,004 商工観光課

37 市菊友会補助金

　吉野川市の花「菊」を市内外に広めるとともに，伝統の菊人
形・菊花展に協力し，地域の振興や活性化を図るため，補助
金を交付する。

鴨島菊友会 団体運営補助 300,000 商工観光課

38 美郷宝さがし探検隊活動事業補助金

　美郷の宝の再発見をしようとする活動を通じて，地域住民の
美郷に対する愛着を醸成し，人と人，自然とのつながりを実感
できる地域づくりを支援するため，補助金を交付する。

特定非営利活動法人　美郷宝探し探検隊 団体運営補助 200,000 商工観光課

39 第１２回高開石積みシバザクラ事業補助金

　高開石積みシバザクラ花見ウォーク・シバザクラまつりを実施
し，新しい観光名所としてＰＲを行い交流人口増加を図るた
め，補助金を交付する。

特定非営利活動法人　美郷宝探し探検隊 事業費補助 620,000 商工観光課

40 第３４回美郷ほたるまつり事業補助金

　国指定天然記念物「美郷のホタル」をＰＲし，観光客の増加
による地域経済の活性化を図るため，補助金を交付する。 美郷ほたるまつり実行委員会 事業費補助 800,000 商工観光課
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41 山川つつじ祭り事業補助金

　国指定天然記念物である「船窪オンツツジ群落」の開花状況
の確認や情報の掲示，観光客受入を円滑に行うことによる安
全なシーズン運営を図るため，補助金を交付する。

山川つつじ祭り実行委員会 事業費補助 647,350 商工観光課

42 菊人形・菊花展事業補助金

　菊人形の展示，菊花の品評会を行い，市内・県内はもとより
広く県外からも集客をはかり，地域の振興や経済の活性化を
図るため，補助金を交付する。

菊人形・菊花展実行委員会 事業費補助 4,650,000 商工観光課

43 最後まで残った空海の道ウォーク実行委員会補助金

　吉野川市，阿波市及び神山町の２市１町の広域連携により
「空海をたどるいやしの道ウォーク」を実施し，日常生活のいや
しと健康増進を図るため，補助金を交付する。

最後まで残った空海の道ウォーク実行委員会 事業費補助 56,000 商工観光課

44 温泉施設経営支援事業補助金

　本市から売却を受けた各温泉施設における安定的な温泉事
業の継続や観光施設としての維持運営を目的として補助金を
交付する。

株式会社　鴨島温泉（鴨の湯） 事業費補助 442,700 商工観光課

45 「キレイのさと美郷」体験型観光事業補助金

　美郷地区特有の自然，歴史，文化，伝統等，四季の美郷を
体験できる着地型体験イベントを多数開催。地域の「人」との
触れ合いを通じて，美郷地区の魅力を体感し，交流人口の増
加，地域活性化，観光振興を図るため，補助金を交付する。

特定非営利活動法人　美郷 事業費補助 3,000,000 商工観光課

46 吉野川市危険遊具等撤去補助金

　吉野川市内における広場等の有効利用と利用者の安全に
資するため，老朽化等により使用が危険な遊具，トイレ，物置
等の撤去に要する費用の一部に対し，予算の範囲内において
補助金を交付する。

日の出第１自治会（50,000円）
辻自治会（50,000円）

事業費補助 100,000 商工観光課

川島町生活改善グループ連絡協議会 事業費補助 40,000 

山川町生活改善グループ連絡協議会 事業費補助 40,000 

48 蜜蜂導入事業補助金

　梅の生産力維持・向上のため，受粉促進効果の高い蜜蜂の
導入事業に対し，予算の範囲内において補助金を交付する。 美郷果樹生産組合 事業費補助 56,000 農林業振興課

49 梅コスカシバ防除事業補助金

   梅の育成に害するコスカシバを防除するため，スカシバコン
（フェロモントラップ）の導入事業に対し，予算の範囲内におい
て補助金を交付する。 美郷果樹生産組合 事業費補助 96,000 農林業振興課

50 美郷農業振興推進協議会活動事業補助金

   美郷地区における青梅，柑橘及び野菜生産の振興及び農
家経営の安定向上を図る事業に対し，予算の範囲内において
補助金を交付する。 美郷農業振興推進協議会 事業費補助 300,000 農林業振興課

47 市生活交流グループ連絡協議会活動事業補助金

   農村の良さを生かしたライフスタイルの実現，地域の農産物
を活用した新たな加工品や特産品の開発など地域農業の振
興を図るため，生活改善グループが実施する活動に対して予
算の範囲内において補助金を交付する。

農林業振興課
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51 市農業後継者同志会活動事業補助金

   市内農業後継者の親睦交流を図り農業技術の向上，農業
経営の安定を図る事業に対し，予算の範囲内において補助金
を交付する。 吉野川市農業後継者同志会 事業費補助 300,000 農林業振興課

52 市ＪＡ主婦大学活動事業補助金

   豊かな農村生活の実現と農家主婦の地位向上を目的に活
動する事業に対し，予算の範囲内において補助金を交付す
る。 吉野川市ＪＡ主婦大学 事業費補助 140,000 農林業振興課

53 果樹共済制度補助金

   美郷地区の果樹（うめ・ゆず）を対象に，栽培農家の経営安
定及び果樹産業の健全な発展に資するための果樹共済事業
に対し，農家負担の25％を上限に予算の範囲内において補
助金を交付する。

徳島県農業共済組合 事業費補助 7,312 農林業振興課

54
美郷の梅・ゆず・すだちの木オーナー園運営推進会
補助金

   美郷の梅，ゆず，すだちの木の管理，収穫等にオーナー制
を導入し，産地育成と消費拡大，活力ある地域づくりを推進す
る事業に対し，予算の範囲内において補助金を交付する。

美郷の梅・ゆず・すだちの木オーナー園運営
推進会

事業費補助 50,000 農林業振興課

吉野川市立小学校１１校 事業費補助 1,136,467 

鴨島東中学校，鴨島第一中学校，市立川島
中学校

事業費補助 827,790 

56
ことばの教室補助金
（鴨島小学校「言語障害・ＬＤ教室」補助金）

　鴨島小学校に設置されている「ことばの教室」について，教
育の振興を図るため，指導に係る経費の一部に対し，補助を
行う。

吉野川市立鴨島小学校 事業費補助 78,000 学校教育課

57 各種行事大会参加補助金

　本市管下の小中学校に対し，本市児童生徒のスポーツ活動
及び文化の振興を図るため，在籍児童生徒が四国大会，全国
大会等の規模の大会に参加するために要する経費の一部に
対し，補助を行う。

吉野川市立川島小学校 事業費補助 17,400 学校教育課

吉野川市立小学校１１校 事業費補助 1,521,400 

吉野川市立中学校４校 事業費補助 457,000 

55 野外活動補助金

　本市管下の小中学校に対し，本市における教育の振興を図
るため，学習指導要領に定められる特別活動のうち野外活動
に係る経費の一部に対し，補助を行う。

学校教育課

58 総合学習補助金

　本市管下の小中学校に対し，本市における教育の振興を図
るため，学習指導要領に定められる「総合的な学習の時間」に
おける活動に係る経費に対し，補助を行う。 学校教育課
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吉野川市立小学校１１校 事業費補助 444,000 

吉野川市立中学校４校 事業費補助 394,282 

60 部活動振興補助金

　本市管下の中学校に対し，本市生徒の部活動促進のため，
活動に係る経費の一部に対し，補助を行う。 吉野川市立中学校４校 事業費補助 1,204,808 学校教育課

61 市子ども会連合会活動費補助金

　子ども会活動を助け，子どもの社会生活に必要な特性を養
い，子どもの健全育成に寄与することを目的として補助金を交
付する。

吉野川市子ども会連合会 団体運営補助 184,163 生涯学習課

62 市青少年育成市民会議補助金

　市民会議は，広く市民の総意を結集し，市の施策と呼応して
次代を担う青少年の健全育成，非行防止等を図ることを目的と
して補助金を交付する。

吉野川市青少年育成市民会議 事業費補助 1,855,000 生涯学習課

吉野川市人権学習会運営連絡協議会 事業費補助 357,649 生涯学習課

各人権学習会運営協議会 事業費補助 1,108,668 生涯学習課

64 市国際交流協会補助金

　地域に密着し，市民が主体となった本市の国際化を図るた
め，多彩な事業を実施し，国際社会における人間愛と平和の
形成に寄与することを目的として補助金を交付する。

吉野川市国際交流協会 団体運営補助 406,441 生涯学習課

65 市文化協会補助金

　豊かな芸術文化の伝承・創造と普及啓発を図るため，市民
講座や文化講演会の開催等を通じ市民の文化活動を支援
し，もって市民の文化的生活の向上に寄与することを目的とし
て補助金を交付する。

特定非営利活動法人　吉野川市文化協会 団体運営補助 700,000 生涯学習課

66 森藤獅子舞保存会補助金

　市指定無形民俗文化財「森藤獅子舞」を保存，伝承するとと
もに，文化活動を通して地域の発展，市民文化の発展に寄与
することを目的として補助金を交付する。

森藤獅子舞保存会 事業費補助 50,000 生涯学習課

67 牛島雲龍組たたら保存会補助金

　市指定無形民俗文化財「牛島雲龍組タタラ」を保存，伝承す
るとともに，文化活動を通して地域の発展，市民文化の発展に
寄与することを目的として補助金を交付する。

牛島雲龍組たたら保存会 事業費補助 17,273 生涯学習課

68 川東神代御宝踊保存会補助金

　県指定無形民俗文化財「山川町神代御宝踊」を保存，伝承
するとともに，文化活動を通して地域の発展，市民文化の発展
に寄与することを目的として補助金を交付する。

川東神代御宝踊保存会 事業費補助 50,000 生涯学習課

59 特別活動振興補助金

　本市管下の小中学校に対し，本市における教育の振興を図
るため，学習指導要領で定める特別活動（クラブ活動や校内
行事，県内大会等の行事）に係る経費の一部に対し，補助を
行う。

学校教育課

63 人権学習会事業補助金

　人権教育及び子ども会活動を通し，人権意識向上と人権問
題解決に資する学力の充実を図ることを目的として補助金を
交付する。
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69 山川の文化財を守る会補助金

　山川町を中心とした文化財の保護・啓発活動を目的として補
助金を交付する。 山川の文化財を守る会 事業費補助 20,000 生涯学習課

70 江川エコフレンド補助金

　県指定天然記念物「江川の水温異常現象」・「名水百選の江
川」の水源を守り，昔の清流をとりもどすために，清掃活動や
環境保護活動を行い，全市的に「わが町の江川」を守る運動を
浸透させることを目的として補助金を交付する。

特定非営利活動法人　江川エコフレンド 団体運営補助 250,000 生涯学習課

71 Ａ・Ｉ・Ｒ活動支援国際文化交流促進事業補助金

　海外の同種の団体や組織と積極的に連携をとり，アーティス
トとの交流を図りながら，創作の場と発表の場を提供し，アー
ティストと地域住民との交流を図ることで，地域の文化的な向
上を目指すと共にグローバルな文化の相互理解と人材育成を
目指すことを目的として補助金を交付する。

一般財団法人　阿波和紙伝統産業会館 事業費補助 200,000 生涯学習課

72 市スポーツ協会補助金

　本市におけるスポーツ・レクリエーションの普及及び発展を図
り，健康で明るく活力に満ちた街づくりに寄与することを目的と
して補助金を交付する。

吉野川市スポーツ協会 団体運営補助 4,000,000 生涯学習課

73 市スポーツ少年団補助金

　子ども達の心と体を育て、運動することの楽しさ、素晴らしさ
を多くの子ども達に伝えるとともに健全な心身を育成することを
目的として補助金を交付する。

吉野川市スポーツ少年団 団体運営補助 440,000 生涯学習課

74
吉野川市リバーサイドハーフマラソン大会実行委員
会補助金

　地域間交流と広域的地域の活性化、スポーツ振興を図ると
同時に健康維持・増進を目的として補助金を交付する。 吉野川市リバーサイドハーフマラソン実行委

員会
事業費補助 85,000 生涯学習課

75 総合型地域スポーツクラブ補助金

　地域コミュニティの再興や健康寿命の延伸をめざし，介護保
険料の増加の抑止，さまざまな人たちが気軽にスポーツを実
施できる環境づくりを推進することを目的として補助金を交付
する。

総合型地域スポーツクラブ　おえっこスポーツ
クラブ

団体運営補助 1,000,000 生涯学習課

280,857,890 
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