
第４ 平成２５年度 補助金交付の状況 

 

平成２５年度に交付を予定している補助金は１６２件で次のとおりです。 
平成２４年度当初予算と比較して，平成２５年度に新たに交付する補助金は，「空き

家利活用補助金」や「空き家解体撤去補助金」など１０件となっています。また，今年

度より制度が拡充された補助金は「担い手対策強化促進事業補助金（後継者育成）」や

「中小企業活動促進支援事業補助金」などで，目的を達成し終了する補助事業は，「住

宅用二酸化炭素冷媒ヒートポンプ給湯器設置費補助金」や「伝統的工芸品復興支援補助

金」など１４件です。 
今後とも時代のニーズにあった事業で行政目的に合致し，公益上必要があると認めら

れるものに対しては，予算の範囲内において補助金を交付し，目的を達成した補助金に

ついては廃止してまいります。 
 

 （単位：千円）

名          称 予 算 額 担当部署 備 考 

笠間市区長会補助金 603 総務課   

路線バス運行対策事業補助金 6,591 企画政策課   

空き家利活用補助金 2,400 まちづくり推進課 新 規 

女性リーダー養成事業補助金 145 秘書課   

男女共同参画認定事業者補助金 150 秘書課   

交通安全母の会補助金 200 市民活動課   

市民憲章推進団体補助金 350 市民活動課   

笠間市国際交流協会補助金 500 市民活動課   

出会い創出支援事業助成金 400 市民活動課 一部廃止 

自治総合センターコミュニティー助成金 18,200 市民活動課 拡 充 

まちづくり市民活動助成金 1,980 市民活動課   

被災地域集会所改修事業補助金 1,098 市民活動課   

防犯灯設置補助金 7,000 市民活動課   

防犯連絡員協議会補助金 383 市民活動課   

住まいの防犯対策助成金 1,000 市民活動課   

笠間市消費者友の会補助金 214 市民活動課   

統計協会補助金 475 企画政策課   

民生委員児童委員協議会補助金 11,567 社会福祉課   



 （単位：千円）

名          称 予 算 額 担当部署 備 考 

遺族連合会補助金 247 社会福祉課   

遺族連合会特別補助金 752 社会福祉課 隔 年 

更生保護女性会補助金 216 社会福祉課   

保護司会補助金 810 社会福祉課   

ボランティアセンター事業補助金 6,096 社会福祉課 統 合 

社会福祉協議会補助金 62,672 社会福祉課   

笠間市手をつなぐ育成会補助金 99 社会福祉課   

身体障害者福祉協会補助金 100 社会福祉課   

障害児通園施設運営補助金 300 社会福祉課   

高齢者クラブ連合会補助金 6,590 高齢福祉課   

高齢者スポーツ活動補助金 278 高齢福祉課   

三世代ふれあい事業補助金 1,835 高齢福祉課   

シルバー人材センター補助金 11,500 高齢福祉課   

茨城県地域人権運動連合会笠間支部補助金 100 社会福祉課   

全日本同和会茨城県連合会友部支部補助金 580 社会福祉課   

部落解放愛する会茨城県連合会笠間支部補

助金 
580 社会福祉課   

笠間市人権擁護委員協議会補助金 351 社会福祉課   

放課後児童クラブ運営補助金 10,798 子ども福祉課 拡 充 

特別保育事業補助金 49,815 子ども福祉課   

障害児保育対策事業補助金 1,920 子ども福祉課   

すこやか保育応援事業補助金 3,180 子ども福祉課   

次世代育成支援対策事業補助金 5,400 子ども福祉課   

被災住宅復興支援利子補給補助金 2,000 都市計画課   

献血連合会補助金 550 健康増進課   

笠間地方精神障害者後援会補助金 34 健康増進課   

特定不妊治療費補助金 5,000 健康増進課   

妊婦乳児健診費補助金 490 健康増進課   

合併処理浄化槽設置整備事業補助金 139,460 下水道課 拡 充 

住宅用太陽光発電システム設置費補助金 50,200 環境保全課 拡 充 



 （単位：千円）

名          称 予 算 額 担当部署 備 考 

環境美化推進協議会補助金 50 環境保全課   

資源物分別回収団体補助金 5,600 環境保全課   

ごみ集積ボックス設置費補助金 750 環境保全課   

空き家解体撤去補助金 3,000 環境保全課 新 規 

エコフロンティアかさま福田地区対策協議

会補助金 
1,000 環境保全課   

福田地区地域振興整備補助金 9,384 環境保全課   

わな猟免許取得促進助成金 53 農政課   

農業被害防止事業補助金 500 農政課   

農業経営基盤強化資金利子助成補助金 1,126 農政課   

認定農業者育成確保資金等利子助成補助金 64 農政課   

農業近代化資金利子助成補助金 113 農政課   

中山間直接支払補助金(南指原) 1,061 農政課   

中山間直接支払補助金(金谷) 584 農政課   

遊休農地再生支援補助金 700 農政課   

営農定着支援補助金 2,000 農政課   

指定作物推奨補助金 200 農政課   

営農支援団体等補助金 200 農政課   

いばらきの園芸産地改革支援事業補助金 1,563 農政課   

担い手対策強化促進事業補助金（後継者育成） 8,280 農政課 拡 充 

主要農産物生産振興支援事業補助金 2,300 農政課 拡 充 

栗改植促進事業補助金 5,600 農政課   

環境保全型農業直接支援対策事業補助金 351 農政課   

食と農のチャレンジ事業補助金 2,103 農政課   

主要農産物生産振興支援事業補助金 1,948 農政課   

鳥獣被害防止総合支援事業補助金 1,430 農政課   

農地集積協力事業経営転換補助金 1,800 農政課   

農地集積協力事業分散錯圃解消補助金 500 農政課   

担い手対策強化促進事業補助金（新規就農

総合支援） 
6,750 農政課   



 （単位：千円）

名          称 予 算 額 担当部署 備 考 

系統農業災害資金（降雹等）利子助成補助金 32 農政課 新 規 

水田農業奨励事業補助金 40,133 農政課   

水田農業条件整備（暗渠排水）事業補助金 1,200 農政課   

農産振興条件整備支援事業補助金 2,061 農政課 新 規 

水田航空防除事業補助金 2,712 農政課   

新規需要米流通助成事業補助金 5,340 農政課   

農業者戸別所得補償制度推進事業補助金 9,000 農政課   

家畜伝染病予防事業補助金 8 農政課   

小規模土地改良事業補助金 1,000 農村整備課   

土地改良事業運営協議会補助金 13,968 農村整備課   

土地改良施設維持管理適正化事業補助金 819 農村整備課   

森林愛護運動推進事業補助金 90 農村整備課   

笠間西茨城森林組合指導補助金 900 農村整備課   

子どもの森づくり推進事業補助金 500 農村整備課 新 規 

林業担い手育成強化対策事業補助金 182 農村整備課 

『森林整備担

い手対策事業

補助金』から移

行 

たばこ販売協同組合補助金 100 商工観光課   

笠間地区建設高等職業訓練校協会補助金 90 商工観光課   

天狗の郷・バザールｄｅいわま運営補助金 300 商工観光課   

市街地活性化推進事業補助金 4,600 商工観光課   

職に役立つ資格取得支援事業補助金 800 商工観光課   

中小企業活動促進支援事業補助金 6,000 商工観光課 拡 充 

中小企業緊急雇用安定支援補助金 1,000 商工観光課   

自治金融・振興金融保証料補給補助金 18,000 商工観光課   

自治金融・振興金融利子補給補助金 20,000 商工観光課   

稲田石材商工業協同組合補助金 1,000 商工観光課   

茨城県石材業協同組合連合会補助金 1,340 商工観光課   

石材スラッジ処理協同組合補助金 1,000 商工観光課   



 （単位：千円）

名          称 予 算 額 担当部署 備 考 

笠間焼協同組合補助金（振興対策事業分） 1,890 商工観光課   

商工会補助金 20,000 商工観光課   

ご当地グルメサミットinかさま実行委員会

補助金 
5,460 商工観光課   

ふるさとまつり in かさま補助金 8,730 商工観光課   

笠間焼陶芸家支援補助金 11,000 商工観光課 拡 充 

がんばろう笠間商品券発行事業補助金 5,000 商工観光課   

震災復興対策保証料補給補助金 1,000 商工観光課   

震災復興対策利子補給補助金 8,000 商工観光課   

夏まつり補助金 260 商工観光課   

観光協会補助金 27,270 商工観光課 拡 充 

笠間のまつり実行委員会補助金 7,290 商工観光課   

恋人の聖地事業関連イベント補助金 300 商工観光課   

笠間の菊まつり連絡協議会補助金 6,500 商工観光課 拡 充 

幼少年婦人防火委員会補助金 517 消防   

自主防災組織活動育成補助金 6,000 総務課 拡 充 

防災士育成補助金 100 総務課 新 規 

教育研究会補助金 1,000 学務課   

魅力ある学校づくり調査研究事業補助金 512 学務課 新 規 

遠距離通学費補助金 3,000 学務課   

児童・生徒通学用ヘルメット購入補助金（小

学生分） 
65 学務課   

関東・全国大会出場補助金 3,000 学務課   

児童・生徒通学用ヘルメット購入補助金（中

学生分） 
923 学務課   

私立幼稚園運営補助金 3,200 学務課   

私立幼稚園特別支援教育費補助金 2,548 学務課   

幼稚園就園奨励費補助金 92,383 学務課   

笠間市ＰＴＡ連絡協議会補助金 232 生涯学習課   

文化協会事業費補助金 549 生涯学習課   



 （単位：千円）

名          称 予 算 額 担当部署 備 考 

市文化連盟補助金 152 笠間公民館   

市文化祭・市民展覧会実行委員会補助金 676 笠間公民館   

社会教育推進事業補助金 600 生涯学習課   

青少年育成支援事業補助金 50 生涯学習課 

『いばらき若

者塾事業参加

補助金』から移

行 

市子ども会育成連合会補助金 535 生涯学習課   

指定文化財管理費補助金 500 生涯学習課   

文化財災害復旧支援補助金 1,676 生涯学習課   

スポーツ少年団補助金 2,080 スポーツ振興課   

全国高校生アームレスリング選手権大会補

助金 
4,000 スポーツ振興課   

体育協会補助金 2,455 スポーツ振興課   

マラソン大会補助金 7,175 スポーツ振興課 拡 充 

笠間市立病院運営資金補助金 50,000 財政課   

笠間市立病院研修研究費補助金 585 財政課   

笠間市立病院共済追加費用補助金 4,600 財政課   

笠間市立病院基礎年金拠出金補助金 6,552 財政課   

笠間市立病院医師確保対策費補助金 1,000 財政課   

笠間市立病院医師派遣受入補助金 2,500 財政課   

笠間市立病院児童手当補助金 1,298 財政課 

『子ども手当

補助金』から移

行 

上水道広域化促進対策補助金 2,174 財政課   

上水道高料金対策補助金 62,701 財政課   

水道事業会計システム改修補助金 237 財政課 新 規 

水道事業児童手当補助金 1,894 財政課 

『子ども手当

補助金』から移

行 

国民健康保険生活習慣病予防健診費補助金 19,425 保険年金課 拡 充 



 （単位：千円）

名          称 予 算 額 担当部署 備 考 

特別調整交付金直営診療施設整備補助金 6,103 保険年金課   

後期高齢者医療人間ドック健診補助金 1,250 保険年金課   

後期高齢者医療脳ドック健診補助金 1,050 保険年金課 拡 充 

地元協力会補助金 134 下水道課   

地元地区公民館運営補助金 510 下水道課   

水洗便所改造資金利子補給補助金 88 下水道課   

湖沼水質浄化下水道接続支援事業補助金 6,000 下水道課   

農集排水設備改造資金利子補給補助金 300 下水道課 新 規 

農集排水施設接続支援事業費補助金 4,000 下水道課 新 規 

農業集落排水事業推進協議会補助金 200 下水道課   

合          計 1,015,623   

※備考欄における「新規，統合，拡充」は，平成 24 年度当初予算との比較によるものです。 

 

 

 

統合・廃止終了等となった補助金一覧表                

 （単位：千円）

名        称 
前 年 度 

予 算 額 
担当部署 備 考 

いばらき被害者支援センター補助金 150 市民活動課 負担金へ組替 

配食サービス事業補助金 4,961 高齢福祉課 

『ボランティ

アセンター事

業補助金』へ統

合 

子宮頸がん等予防ワクチン接種緊急促進事

業個人負担補助金 
56 健康増進課 制度の終了 

住宅用二酸化炭素冷媒ヒートポンプ給湯器

設置費補助金 
9,000 環境保全課 補助の終了 

生ごみ処理容器補助金 120 環境保全課 補助の終了 

   



 （単位：千円）

名        称 
前 年 度 

予 算 額 
担当部署 備 考 

系統農業災害資金（原発事故）利子助成補

助金 
50 農政課 補助の終了 

笠間の栗を考える会補助金 450 農政課 補助の終了 

森林整備担い手対策事業補助金 606 農村整備課 

『林業担い手

育成強化対策

事業補助金』へ

移行 

伝統的工芸品復興支援補助金 3,000 商工観光課 補助の終了 

クールシュヴェール国際音楽アカデミー実

行委員会補助金 
2,500 生涯学習課 負担金へ組替 

いばらき若者塾事業参加補助金 50 生涯学習課 

『青少年育成

支援事業補助

金』へ移行 

子ども手当補助金（市立病院） 1,200 財政課 
『児童手当補

助金』へ移行 

緊急雇用創出事業補助金（市立病院） 4,735 企画政策課 事業の終了 

子ども手当補助金（水道課） 192 財政課 
『児童手当補

助金』へ移行 

合          計 27,070   

※備考欄における「事業の終了，制度の終了，補助の終了」は，各々下記のとおりです。 

 ・事業の終了 ・・・ 事業自体が終了したことにより，補助金の交付を終了するもの。 

 ・制度の終了 ・・・ 国・県等の補助制度終了に伴い，補助金の交付を終了するもの。 

 ・補助の終了 ・・・ 上記以外。 


