別記様式
令和３年度 団体等への補助金等交付状況
単位：円
№

補助金の名称
1 自主防災組織育成補助金

補助概要等

交付団体

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 各地区自主防災会（29地区）
に対し，予算の範囲内において補助金を交付する。

補助区分
事業費補助

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
2 吉野川地域交通安全活動推進委員協議会補助金 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 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
るための交通安全教育活動の推進を図る。

3 市交通安全教育推進協議会補助金

4 市交通安全母の会活動補助金

5 自衛隊家族会補助金

6 地域振興事業補助金

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

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 交通安全母の会吉野川市連合会
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。
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
吉野川市自衛隊家族会
家族会に対し，運営補助を行う。
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
各自治会（353自治会）
ことにより，地域の健全な発展を図る。

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）， ３自治会
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。

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 鴨島町消費者協会
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 川島町消費者協会
し，運営補助を行う。
山川町消費者協会
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交付額

所管課

2,826,000 防災対策課

180,000 生活あんしん課

団体運営補助

1,600,093 生活あんしん課

団体運営補助

506,000 生活あんしん課

団体運営補助

20,000 生活あんしん課

事業費補助

21,342,000 生活あんしん課

事業費補助

574,700 生活あんしん課

団体運営補助

60,000

団体運営補助

50,000 生活あんしん課

団体運営補助

5,000

別記様式
令和３年度 団体等への補助金等交付状況
単位：円
№

補助金の名称

9 市人権教育推進協議会補助金

10 市人権擁護地区委員会補助金

11 市保護司会補助金

12 市更生保護女性会補助金

補助概要等

交付団体

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 吉野川市人権教育推進協議会
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。
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
吉野川市人権擁護地区委員会
擁護地区委員会に対し，運営補助を行う。
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。
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。

補助区分

団体運営補助

団体運営補助

交付額

所管課

2,912,266 人権課

180,000 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 人権課

山川町更生保護女性会

団体運営補助

20,000

人権課

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。
7自治会

事業費補助

557,000 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（272自治会）

事業費補助

1,869,150 運転管理センター

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
15 救急医療対策病院群輪番制病院運営事業補助金 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 徳島県厚生農業協同組合連合会
金を交付する。

事業費補助

10,091,000 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 一般社団法人 吉野川市医師会
行うことを目的として補助金を交付する。

団体運営補助

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 吉野川市食生活改善推進協議会
を目的として補助金を交付する。

事業費補助

100,000 健康推進課

事業費補助

1,058,250 社会福祉課

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。
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吉野川市遺族連合会

1,500,000 健康推進課

別記様式
令和３年度 団体等への補助金等交付状況
単位：円
№

補助金の名称

19 市遺族連合会補助金

補助概要等

交付団体

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。

補助区分

交付額

所管課

吉野川市遺族連合会

団体運営補助

849,944 社会福祉課

吉野川市婦人団体連合会

団体運営補助

1,010,000 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。

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
吉野川市地区赤十字奉仕団
日赤奉仕団体に対し，補助金を交付する。

事業費補助

100,000 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 社会福祉法人 吉野川市社会福祉協議会
を交付する。

団体運営補助

65,518,000 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 吉野川市身体障害者連合会
に対し，補助金を交付する。

団体運営補助

1,476,000 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 吉野川市手をつなぐ育成会
係団体に対し，補助金を交付する。

団体運営補助

204,000 社会福祉課

25 市シルバー人材センター運営費補助金

26 瀬詰老人会館管理運営補助金

27 老人クラブ活動補助金

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

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 山水会瀬詰第一クラブ
する。

事業費補助

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 吉野川市老人クラブ連合会
金を交付する。

事業費補助

鴨島天寿会連合会 他３団体

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
いこい体操クラブ
一部に対し，予算の範囲内において補助金を交付する。
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4,500,000 長寿いきがい課

150,000 長寿いきがい課

1,804,000
長寿いきがい課

事業費補助

事業費補助

2,073,600

84,000 長寿いきがい課

別記様式
令和３年度 団体等への補助金等交付状況
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

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 各放課後児童クラブ運営団体(１７団体)
助金を交付する。

事業費補助

101,325,474 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 各放課後児童クラブ運営団体(１７団体)
料に対し，予算の範囲内において補助金を交付する。

事業費補助

4,916,100 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 学校法人 鴨島学園 認定こども園
算の範囲内において補助金を交付する。

事業費補助

8,698,000 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 鴨島たばこ販売協同組合（120,000円）
川島・山川たばこ販売協同組合（各60,000円）
助金を交付する。

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

団体運営補助

240,000 商工観光課

事業費補助

240,000 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 吉野川商工会議所
を交付する。

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

過疎地域観光等振興事業補助金
(吉野川市商工会 2,400,000円)
「キレイのさと美郷」体験型観光事業補助金
(特定非営利活動法人 美郷 2,400,000円)
美郷ほたるまつり事業補助金
(美郷ほたるまつり実行委員会 500,000円)
高開石積みシバザクラ事業補助金
(特定非営利活動法人 美郷宝探し探検隊
268,906円)

事業費補助

美郷宝さがし探検隊活動事業補助金
(特定非営利活動法人 美郷宝探し探検隊
160,000円)

団体運営補助

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。

36 過疎地域活性化イベント補助金
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5,728,906 商工観光課

別記様式
令和３年度 団体等への補助金等交付状況
単位：円
№

補助金の名称

37 地域活性化イベント補助金

補助概要等

交付団体

地域の自然や伝統･文化の継承、地域の特性を活かしたイ
ベント等を開催し、県外や市内外の観光客や交流人口を増加 山川つつじ祭り事業補助金
させることにより、地域の振興や経済の活性化を図るため、補 (山川つつじ祭り実行委員会 530,000円)
菊人形・菊花展事業補助金
助金を交付する。
(菊人形・菊花展実行委員会 5,984,815円)
市菊友会補助金
(鴨島菊友会 240,000円)

補助区分

交付額

所管課

事業費補助

6,754,815 商工観光課
団体運営補助

38 温泉施設経営支援事業補助金

本市から売却を受けた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 株式会社 鴨島温泉（鴨の湯）
付する。

事業費補助

415,000 商工観光課

39 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 東原南自治会（50,000円）
補助金を交付する。

事業費補助

50,000 商工観光課

事業費補助

40,000

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 川島町生活改善グループ連絡協議会
40 市生活交流グループ連絡協議会活動事業補助金 興を図るため，生活改善グループが実施する活動に対し，予
算の範囲内において補助金を交付する。
山川町生活改善グループ連絡協議会

農林業振興課
事業費補助

40,000

41 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

48,000 農林業振興課

42 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
美郷果樹生産組合
て補助金を交付する。

事業費補助

96,000 農林業振興課

43 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
美郷農業振興推進協議会
補助金を交付する。

事業費補助

140,000 農林業振興課

44 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
吉野川市ＪＡ主婦大学
る。

事業費補助

140,000 農林業振興課
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別記様式
令和３年度 団体等への補助金等交付状況
単位：円
№

補助金の名称

45 果樹共済制度補助金

46 野外活動補助金

ことばの教室補助金
47
（鴨島小学校「言語障害・ＬＤ教室」補助金）

補助概要等

交付団体

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 徳島県農業共済組合
助金を交付する。

事業費補助

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 吉野川市立小学校10校
に係る経費の一部に対し，補助を行う。

事業費補助

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。

所管課

10,490 農林業振興課

814,930
学校教育課

事業費補助

吉野川市立鴨島小学校

事業費補助

64,000 学校教育課

事業費補助

278,900 学校教育課

48 各種行事大会参加補助金

49 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 吉野川市立小学校１１校
おける活動に係る経費に対し，補助を行う。
吉野川市立中学校４校

51 部活動振興補助金

交付額

吉野川市立中学校４校

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 吉野川市立川島中学校及び山川中学校
対し，補助を行う。

50 特別活動振興補助金

補助区分

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 吉野川市立小学校１１校
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。
吉野川市立中学校４校
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

899,115

事業費補助

1,173,000

事業費補助

410,000

事業費補助

438,500

学校教育課

学校教育課
事業費補助

584,652

事業費補助

1,461,450 学校教育課

52 英語教育振興補助金

吉野川市小中連携英語教育研究会に対し，市立小中学校
児童生徒の国際理解の深化を図るため，イングリッシュキャン 吉野川市小中連携英語教育研究会
プ等の事業に対し，補助を行う。

事業費補助

200,418 学校教育課

53 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 吉野川市青少年育成市民会議
して補助金を交付する。

事業費補助

1,257,976 生涯学習課
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単位：円
№
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54 人権学習会事業補助金

55 市国際交流協会補助金

56 市文化協会補助金

57 市芸術祭補助金

58 森藤獅子舞保存会補助金

59 牛島雲龍組たたら保存会補助金

60 川東神代御宝踊保存会補助金

61 山川の文化財を守る会補助金

補助概要等

交付団体

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 吉野川市人権学習会運営連絡協議会
交付する。
各人権学習会運営協議会
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

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
特定非営利活動法人 吉野川市文化協会
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。
市民の文化・芸術の振興・向上を図るため、芸術祭（総合美術
展・芸能祭・合同茶華道展）開催事業を実施することを目的と
特定非営利活動法人 吉野川市文化協会
して補助金を交付する。
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
森藤獅子舞保存会
することを目的として補助金を交付する。
市指定無形民俗文化財「牛島雲龍組たたら」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
牛島雲龍組たたら保存会
寄与することを目的として補助金を交付する。
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 川東名神代御宝踊り保存会
に寄与することを目的として補助金を交付する。
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

補助区分

交付額

所管課

事業費補助

334,224 生涯学習課

事業費補助

1,207,391 生涯学習課

団体運営補助

400,000 生涯学習課

団体運営補助

640,000 生涯学習課

事業費補助

250,000 生涯学習課

事業費補助

50,000 生涯学習課

事業費補助

20,952 生涯学習課

事業費補助

992 生涯学習課

事業費補助

20,000 生涯学習課

62 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 特定非営利活動法人 江川エコフレンド
浸透させることを目的として補助金を交付する。

団体運営補助

200,000 生涯学習課

63 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まちづくりに寄与することを目的 吉野川市スポーツ協会
として補助金を交付する。

団体運営補助

3,499,864 生涯学習課

64 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 吉野川市スポーツ少年団
目的として補助金を交付する。

団体運営補助

718,346 生涯学習課
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別記様式
令和３年度 団体等への補助金等交付状況
単位：円
№
65

補助金の名称

補助概要等

交付団体

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
吉野川市リバーサイドハーフマラソン大会実行委員 同時に健康維持・増進を目的として補助金を交付する。
会補助金

66 総合型地域スポーツクラブ補助金

補助区分

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

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 総合型地域スポーツクラブ おえっこスポーツクラ
団体運営補助
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 ブ
する。

交付額

89,000 生涯学習課

3,153,000 生涯学習課

277,120,498
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所管課

