
令和３年度補助金等交付状況

所管部局 所管課 補助金等名称 補助金等の目的等 交付先
R3年度

交付額（円）

総務部 総務課 インターナショナルさかい事業補助金
外国人のための無料相談会の開催に要する経費を支援し、在留外国
人等が日本で生活する上での不安等を軽減させ、安心して住める環境
を整える。

インターナショナルさかい 30,000

総務部 総務課 国際交流協会運営補助金
坂井市における国際交流･国際理解活動及び在住外国人支援を推進
し､多文化共生意識の醸成を図る。

坂井市国際交流協会 2,806,000

総務部 総務課 日中友好協会補助金
市内在住の中国人が地域住民と円滑な日常生活を営むことができるた
めに行う事業に要する経費を支援し、民間レベルの友好交流を推進す
る。

坂井市日本中国友好協会 200,000

総務部
総務課
　男女共同参画推進室

さかい男女共同参画ネットワーク運営補助金
男女共同参画の普及による豊かなまちづくりを図るため活動する団体
の運営及び活動に要する経費を支援し、市民の男女共同参画意識の
推進を図る。

さかい男女共同参画ネットワー
ク

226,316

総務部
総務課
　男女共同参画推進室

男性の家事・育児参画推進事業費補助金
父親の家事・育児への参画のきっかけをつくるとともに、継続して活動す
る団体の育成を行い、男女共同参画社会の実現を目指すことを目的と
する。

NPO法人（1件） 500,000

総務部 安全対策課
沿岸警備協力会補助金
（三国地区沿岸警備協力会運営補助金）

三国地区沿岸における密入国、密貿易、密漁等の沿岸犯罪の予防、
沿岸事故の防止等のために活動を行うボランティア団体の運営及び活
動に対して支援し、公共の安全確保を図る事業を円滑に推進する。

三国地区沿岸警備協力会 300,000

総務部 安全対策課 防犯灯設置事業費補助金
自治会等が設置する防犯灯の設置経費を支援し、夜間における犯罪
の発生を防止し、公衆の安全な通行を確保する。

区（1,239件） 15,046,400

総務部 安全対策課
交通安全推進団体事業補助金
（協会・母の会・少年団）

交通安全思想の高揚広報活動、交通安全の推進を図るために行う地
域活動及び交通指導協力支援活動に要する経費を支援し、交通秩序
の確立と交通安全の実現に寄与する。

坂井交通安全協会、三国交通
安全協会、坂井市交通安全母
の会、三国交通少年団

1,291,410

総務部 安全対策課 防災資機材等整備事業費補助金
災害発生時の初期活動のために自主防災組織が購入する防災資機
材の購入に要する経費を支援し、自主防災組織の育成と防災活動の
円滑化を推進する。

自主防災組織（48地区） 2,779,300

総務部 安全対策課 福井港災害事故防止対策協議会事業補助金
福井港及び隣接海域における災害事故の防止及び災害事故発生時
の初期活動のために要する経費を支援し、公共の安全の確保を図る。

福井港災害事故防止対策協
議会

50,000

総務部 安全対策課
コミュニティ助成事業費補助金
（地域防災組織育成助成事業）

一定地域の住民が当該地域を災害から守るために自主的に結成した
組織等に、その組織が行う災害の被害防止活動及び軽減活動に直接
必要な設備の整備を支援し、地域自主防災活動の進展を図る。

自主防災組織（1地区） 2,000,000
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総合政策部 企画政策課
コミュニティ助成事業費補助金
（一般コミュニティ事業）

地域コミュニティ活動に必要な設備の整備に要する経費を支援し、住
民が自主的に行うコミュニティ活動を促進し、地域の連帯感による自治
意識の向上を図る。

コミュニティ組織（2件） 2,300,000

総合政策部 企画政策課 空家再生賑わい創出事業費補助金
地域と多様に関わる大学生等の関係人口や観光客等の交流人口の
拡大を目的として行う空家となっている物件の改修等整備に対して支
援することで、地域の賑わい創出を図ることを目的とする。

事業者（3件） 30,000,000

総合政策部 企画政策課
竹田Ｔキャンプ推進事業運営補助金
（竹田Ｔキャンプ実行委員会運営補助金）

竹田地区での大学生団体の活動を支援し、その活動を通して同地区
への愛着を醸成することで、将来的な移住や関係人口の拡大に繋げる
ことを目的とする。

竹田Ｔキャンプ実行委員会 2,462,000

総合政策部 企画政策課 次世代コミュニティモデル事業補助金
地域外人材の活用や民間企業との連携による地域課題解決策の実
施・検証に対して支援することで、少人数の集落においても住民自治に
よる持続可能な互助コミュニティの実現を図ることを目的とする。

事業者（1件） 2,700,000

総合政策部 企画政策課 奨学金返還支援事業補助金
福井県外に居住している若年者に対し、奨学金の返還を支援すること
で本市への定住を促進する。

個人（39件） 5,905,317

総合政策部 企画政策課 ＵＩターン移住就職等促進支援金
市への定住促進及び中小企業等における人手不足の解消に寄与する
ことを目的とする。

個人（3件） 2,200,000

総合政策部 情報統計課 高度無線環境整備推進事業補助金

電波の能率的な利用に資する技術を用いて行われる無線通信を利用
することが困難な地域の解消を図るため、当該無線通信の業務の用に
供する無線局の開設に必要な伝送用専用線設備の整備をすることを
目的とする。

さかいケーブルテレビ株式会社 59,300,000

総合政策部 情報統計課 坂井市統計協会運営補助金
経常的な統計調査に携わる調査員の確保及び育成を推進するととも
に、統計調査業務の重要性、必要性等の啓蒙啓発活動を実施し、正
確で迅速な統計調査を確立することを目的とする。

坂井市統計協会 200,000

総合政策部 公共交通対策課
えちぜん鉄道運行支援事業補助金
(えちぜん鉄道維持支援事業補助金）

線路保存、電路保存、鉄道施設にかかる固定資産税に要する経費を
沿線自治体と連携して支援し、えちぜん鉄道を地域の「生活関連社会
資本」として次世代に引き継ぐ。

えちぜん鉄道株式会社 57,752,000

総合政策部 公共交通対策課 生活バス路線維持対策事業費補助金
市内の地域公共バス路線及び生活バス路線の運行による経常費用を
支援し、市民の日常生活に必要不可欠な交通手段を確保する。

乗合バス事業者（2件） 73,358,431

総合政策部 公共交通対策課 福井臨海工業地帯対策協議会運営補助金
福井臨海工業地帯周辺地域の住民で構成され、当協議会が実施する
環境問題等の諸問題の解決に要する経費を支援し、当該地域の活性
化を図る。

福井臨海工業地帯対策協議
会

460,703

総合政策部 まちづくり推進課 地区区長会運営事業交付金
地区区長会の運営及び活動に要する経費に対して支援し、区相互の
連携や地域と行政との連携の強化及び地域コミュニティ活動の醸成を
図る。

地区区長会
（三国11地区、丸岡7地区、春
江5地区、坂井4地区）

18,950,463

総合政策部 まちづくり推進課 区掲示板設置事業費補助金
区掲示板の設置に要する経費を支援し、区情報や行政情報を区民等
に対し円滑に伝達できる環境整備を図る。

区（7件） 349,000

総合政策部 まちづくり推進課 集会施設整備事業費補助金
区等が所有又は管理する集会施設の増改築・修繕に要する経費を支
援し、区民が良好にコミュニティ活動を行うことのできる拠点の確保を図
る。

区（27件） 15,147,000

総合政策部 まちづくり推進課
コミュニティ助成事業費助成金
（コミュニティセンター助成事業）

地域住民の需要の実態に応じた機能を有する多目的な総合施設の建
設整備に必要とする経費を地縁団体に対して補助し、地域におけるコ
ミュニティ活動の拠点づくりの推進を図る。

区（1件） 15,000,000
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総合政策部 まちづくり推進課 協働のまちづくり事業交付金
まちづくり協議会が実施する地域の自主的・主体的なまちづくり活動に
要する経費を支援し、地域活動の醸成、振興及び協働のまちづくりの推
進を図る。

まちづくり協議会
（三国7件、丸岡7件、春江5
件、坂井4件）

63,769,159
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財務部 財政課 病院事業会計補助金（基準内繰出金）
救急医療確保に要する経費など、行政上、公益性の観点から、国の繰
出し基準に基づく一般会計からの繰出金を支出し、事業経営の安定に
資する。

坂井市病院会計 420,000,000

財務部 財政課 病院事業会計補助金（基準外繰出金）
収支の赤字等の繰出基準に合致しない経費についての繰出金を支出
し、事業経営の安定に資する。

坂井市病院会計 80,000,000

財務部 財政課 公共下水道事業会計補助金（基準内繰出金）
資本費の一部など、行政上、公益上の観点から、国の繰出し基準に基
づく一般会計からの繰出金を支出し、事業経営の安定に資する。

坂井市公共下水道事業会計 773,001,000

財務部 財政課 公共下水道事業会計補助金（基準外繰出金）
収支の赤字等の繰出基準に合致しない経費についての繰出金を支出
し、事業経営の安定に資する。

坂井市公共下水道事業会計 26,999,000

財務部 財政課
農業集落排水事業会計補助金（基準内繰出
金）

資本費の一部など、行政上、公益上の観点から、国の繰出し基準に基
づく一般会計からの繰出金を支出し、事業経営の安定に資する。

坂井市農業集落排水事業会
計

8,118,000

財務部 財政課
農業集落排水事業会計補助金（基準外繰出
金）

収支の赤字等の繰出基準に合致しない経費についての繰出金を支出
し、事業経営の安定に資する。

坂井市農業集落排水事業会
計

9,882,000
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健康福祉部 福祉総務課 社会福祉協議会運営補助金
地域の福祉推進の中核としての役割を担う坂井市社会福祉協議会の
運営、活動に要する経費を支援し、地域福祉の推進を図る。

社会福祉法人坂井市社会福
祉協議会

82,814,199

健康福祉部 福祉総務課
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付
金

住民税非課税世帯等を対象に1世帯あたり10万円の臨時特別給付金
を支給し、新型コロナウィルス感染症の影響による当該世帯の家計負
担を軽減する。

住民税非課税世帯等（4,052
件）

405,200,000

健康福祉部 社会福祉課 民生委員児童委員協議会交付金
民生委員・児童委員が実施する市民相談や地域の見守り等に要する
経費を支援し、地域福祉活動の推進と充実を図る。

坂井市民生委員児童委員協
議会連合会

6,306,233

健康福祉部 社会福祉課 遺族連合会運営補助金
英霊顕彰及び戦没者遺族の慰藉事業に要する経費を支援し、英霊の
顕彰と遺族相互の福祉の向上を図る。

坂井市遺族連合会 1,012,150

健康福祉部 社会福祉課 心身障害児(者)福祉連合会事業補助金
心身障害児(者)福祉連合会が行うスポーツ事業、研修会・講演会・展
示会等の開催等に要する経費を支援し、生きがいと健康づくり、社会参
加の推進を図る。

坂井市心身障害児(者)福祉連
合会

465,374

健康福祉部 社会福祉課 身体障害者福祉協会事業補助金
身体障害者福祉協会が行うスポーツ事業、研修会・講演会・展示会等
の開催等に要する経費を支援し、生きがいと健康づくり、社会参加の推
進を図る。

坂井市身体障害者福祉協会 709,410

健康福祉部 社会福祉課 障害児・者施設整備事業費補助金
社会福祉法人等が実施する施設整備に要する経費を支援し、地域の
障害児・者の福祉の向上を図る。

社会福祉法人・NPO法人（2
件）

15,417,000

健康福祉部 高齢福祉課
老人クラブ活動補助金
（シニアクラブ連合会運営補助金）

シニアクラブ連合会の運営活動を支援し、高齢者の福祉の増進を図
る。

坂井市シニアクラブ連合会 975,400

健康福祉部 高齢福祉課
老人クラブ活動補助金
（地区老人クラブ連合会事業補助金）

地区老人クラブの活動を支援し、高齢者の福祉の増進を図る。
各地区老人クラブ連合会
（4連合会）

5,460,848

健康福祉部 高齢福祉課 住まい環境整備支援事業費補助金
介護を要する高齢者の居住する住宅の改造に要する経費を支援し、
当該高齢者の在宅生活の維持向上を図る。

個人（5件） 1,496,278

健康福祉部 高齢福祉課 在宅介護ほっとひといき支援事業費補助金
要介護者及び要支援者の宿泊サービス提供に係る利用料を支援し、
在宅介護者の負担を軽減するとともに在宅介護の支援体制の充実を
図る。

介護事業所（3件） 784,560

健康福祉部 健康増進課 小児救急医療支援事業費補助金
救急当番の医師、看護師、医療技術者等に係る賃金経費を支援し、
平日の夜間の小児急病者の医療体制を確保する。

医療機関（5件） 1,287,000

健康福祉部 健康増進課
救急医療対策事業補助金
（病院群輪番制病院運営事業費補助金）

救急当番の医師、看護師、医療技術者等に係る賃金経費を支援し、
休日、祝日、年末年始の急病者の医療体制を確保する。

医療機関（7件） 1,227,000

健康福祉部 健康増進課
救急医療対策事業費補助金
（二次救急医療運営事業費補助金）

二次救急告示医療機関の救急搬送受入れ体制の確保・維持に要する
経費を補助することにより、救急医療体制の確保を図る。

（一社）坂井地区医師会 3,566,000

健康福祉部 健康増進課 高齢者インフルエンザ予防接種費助成金
高齢者のインフルエンザ予防接種の経費を支援し、費用の負担軽減を
行うとともに、接種率を高め、感染拡大及び重症化の予防を図る。

個人（22件） 39,776
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健康福祉部 健康増進課 こどもインフルエンザ予防接種費助成金
1歳から小学校就学前の児童のインフルエンザ予防接種の経費を支援
し、費用の負担軽減を行うとともに、接種率を高め、感染拡大及び重症
化の予防を図る。

医療機関（2,082件）
予防接種者（23件）

4,210,000

健康福祉部 健康増進課 流行性耳下腺炎予防接種費助成金
1歳から小学校就学前の児童の流行性耳下腺炎予防接種の経費を支
援し、費用の負担軽減を行うとともに、接種率を高め、感染拡大及び重
症化の予防を図る。

医療機関（564件）
予防接種者（6件）

1,140,000

健康福祉部 健康増進課 風しん予防接種費助成金
妊娠を予定または希望する女性等の風しん予防接種の経費を支援し、
風しんの流行の抑制と先天性風しん症候群の発生の予防を図る。

個人(37件） 175,000

健康福祉部 健康増進課 特定不妊治療費助成金
特定不妊治療に要する経費を支援し、夫婦の経済的負担の軽減を図
るとともに、坂井市の出生率の向上を図る。

個人（126件） 10,957,571

健康福祉部 健康増進課 血液中アミノ酸濃度測定検査費助成金
血液中アミノ酸濃度測定検査に要する経費を支援し、費用の負担軽減
を行うことにより、がん検診の受診へのきっかけとし、がんの早期発見を
図る。

個人（21件） 126,000

健康福祉部 子ども福祉課 児童小遊園地遊具整備事業費補助金
児童小遊園地の遊具設置に要する経費を支援し、児童に健全な遊び
場を与え体力の増進と情操の高揚を図る。

区（2件） 600,000

健康福祉部 子ども福祉課 支援対象児童当見守り強化事業補助金
食事の提供等を通じた子ども等の見守り活動に対し支援し、見守り体制
の強化と児童虐待の早期発見及び早期対応を図る。

子ども食堂実施事業者（1件） 3,000,000

健康福祉部 子ども福祉課 母子寡婦福祉連合会事業補助金
母子寡婦福祉連合会が実施する研修会やふれあいスポーツ大会等に
要する経費を支援し、母子福祉の向上の推進を図る。

坂井市母子寡婦福祉連合会 130,000

健康福祉部 子ども福祉課 婦人福祉協議会事業補助金
婦人福祉協議会が実施する研修や相談事業に要する経費を支援し、
婦女子の福祉の向上を図る。

坂井市婦人福祉協議会 198,000

健康福祉部 保育課 私立保育園振興事業費補助金
私立保育園等における施設整備等の環境整備に要する経費を支援
し、児童福祉の向上を図る。

私立保育園等（1件） 9,000,000

健康福祉部 保育課 私立保育園等運営事業費補助金
私立保育園等が行う退職共済事業に要する経費を支援し、私立保育
園等職員の福利厚生の向上を図る。

私立保育園等（17件） 16,413,044

健康福祉部 保育課 私立保育園等保育環境改善事業費補助金
近年、増加している気がかりな児童の保育、アレルギー対応給食の提
供等に要する経費を支援し、多様化する保育需要に対応する。

私立保育園等（17件） 45,219,215

健康福祉部 保育課
保育総合対策支援事業費補助金
（保育周辺業務支援事業費補助金）

保育支援者を配置する私立保育園等に対し支援を行うことで、保育士
が働きやすい職場環境の整備を図るとともに、児童の園外活動時の安
全管理を図る。

私立保育園等（1件） 186,000

健康福祉部 保育課
保育総合対策支援事業費補助金
（保育補助者配置事業費補助金）

保育補助者を雇い上げる私立保育園等に対し補助を行うことで、保育
士の業務負担を軽減し、保育士の離職防止と保育人材の確保を図る。

私立保育園等（5件） 6,639,000

健康福祉部 保育課
保育総合対策支援事業費補助金
（業務効率化推進事業費補助金）

私立保育園等におけるＩＣＴ化を推進し、保育士の業務負担の軽減を図
るとともに、私立保育園等における事故防止等の体制強化を図る。

私立保育園等（3件） 2,250,000
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健康福祉部 保育課
保育総合対策支援事業費補助金
（新型コロナウイルス感染症対策事業費補助
金）

私立保育所等が新型コロナウイルス感染拡大防止対策を実施するた
めに必要な経費を支援することで、保育環境の改善を図る。

私立保育園等（16件） 7,761,000

健康福祉部 保育課 私立保育所園等地域活動事業費補助金
私立保育園等が実施する地域の需要に応じた幅広い活動に係る事業
に要する経費を支援し、保育園等の有する専門的機能を地域住民の
ために活用されることを推進する。

私立保育園等（7件） 879,883

健康福祉部 保育課 延長保育促進事業費補助金
私立保育園等が保育園の開所時間を超えて実施する保育に要する経
費を支援し、延長保育の需要に対応する。

私立保育園等（10件） 3,513,650

健康福祉部 保育課 障害児保育事業費補助金
私立保育園等において健常児とともに実施する障がい児保育に要する
経費を支援し、保育に欠ける障がい児の保育を推進する。

私立保育園等（13件） 28,829,143

健康福祉部 保育課 乳児保育促進事業費補助金
乳児（1歳未満）保育のために保育士を加配する私立保育園等に対し
てその人件費を支援し、年間通じて安定的に乳児保育の需要に対応で
きる体制を整備する。

私立保育園等（13件） 10,650,062

健康福祉部 保育課 一時預かり事業費補助金
私立保育園等が実施する一時預かり保育の経費を支援し、保護者の
疾病や災害等により一時的に家庭での保育が困難な世帯の需要に対
応する。

私立保育園等（8件） 9,050,949

健康福祉部 保育課 低年齢児保育充実促進事業費補助金
低年齢児（1～2歳）保育のために保育士を加配する私立保育園等に
対してその人件費を支援し、年間通じて安定的に低年齢児保育の需要
に対応できる体制を整備する。

私立保育園等（6件） 11,580,800

健康福祉部 保育課 産休等代替職員費補助金
私立保育園等における産休代替職員を臨時的に任用するために必要
な経費について支援することで、保育に必要な保育士の確保を図る。

私立保育園等（1件） 246,750

健康福祉部 保育課 給食材料費補助事業補助金
私立保育園等に対し免除対象となる世帯の給食材料費を支援すること
で、私立保育園等の安定的な事業運営を図る。

市内私立保育園（16件）
市外広域私立保育園（8件）
未移行幼稚園（3件）

11,543,460

健康福祉部 保育課
私立幼稚園教育振興事業費補助金
（緑幼稚園運営補助金）

私立幼稚園の施設環境の維持及び幼児教育振興活動に要する経費
を支援し、安定的な幼児教育活動の継続を図るとともに、幼児教育活
動の発展に寄与する。

私立幼稚園（1件） 840,000

健康福祉部 保育課 児童福祉施設再開慰労金事業補助金
新型コロナウイルス感染症の影響下における保育及び児童福祉施設の
継続を図る。

個人（136件）
私立保育園等（9件）
民間児童クラブ（3件）

8,446,000

健康福祉部 保育課 保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金 私立保育園等の保育士等の処遇の改善を図る。
私立保育園等（17件）
民間児童クラブ（6件）

8,998,964
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生活環境部 環境推進課 公衆浴場設備整備事業補助金
公衆浴場設備の補修に要する経費を支援し、公衆浴場の経営の安定
を図り、市民の入浴の機会を確保するとともに地域住民の保健衛生の
安定と向上を図る。

公衆浴場施設（1件） 403,000

生活環境部 環境推進課 野良猫の不妊手術事業補助金
野良猫の不妊手術費用を支援することで、野良猫の過剰な繁殖を抑
止し、もって市民の快適な生活環境の保持に資する。

メス（34件）
オス（11件）

293,000

生活環境部 環境推進課 飼い主のいない猫の健康診断支援事業補助金
飼い主のいない猫の保護及び譲渡活動を行う動物愛護活動家を支援
することで、飼い主のいない猫の減少と地域の環境改善を図る。

メス（24件）
オス（11件）

303,370

生活環境部 環境推進課
エコアクションさかい活動交付金
（エコアクションさかい活動事業費補助金）

市民団体および学生団体が取り組む地域に根ざした環境活動（エコア
クション）を支援することで環境意識の向上を図る。

市民団体（1件） 200,000

生活環境部 環境推進課 ごみステーション設置等事業補助金
ごみステーションの設置等や集約化又は拠点化をするために要する経
費を支援し、市内の美化を推進及びごみ集積地の集約化又は拠点化
を推進する。

区（38区：47件） 3,279,000

生活環境部 環境推進課 資源（古紙類）回収奨励金
古紙類の回収に要する経費を支援し、ごみの減量化及び再生資源の
回収によるごみ処理事業の効率的な運営に資する。

資源回収登録団体（43団体：
99件）、資源回収事業登録業
者（11業者：99件）

5,769,280

生活環境部 環境推進課 魚腸骨収集運搬事業補助金
魚腸骨を収集運搬するために要する経費を支援し、再生資源の回収に
よるごみ処理事業の効率的な運営を図り、市内の環境美化、ごみ減量
化及び再生資源化に資する。

魚腸骨収集運搬許可事業者
（1件）

546,000

生活環境部 三国支所 支所所管区域体育祭等事業費補助金
支所所管区域単位で開催する体育祭等の開催に要する経費を支援
し、同区域住民の健康増進及び地域コミュニティ活動の推進を図る。

三国町民スポーツ祭実行委員
会

600,000

生活環境部 三国支所 スポーツ大会補助金
三国町内の各地区が行う小学生スポーツ大会の開催に要する経費を
支援し、児童の地域間交流と体力・運動能力の向上を図る。

三国町地区対抗小学生ス
ポーツ大会実行委員会

650,000

生活環境部 丸岡支所 支所所管区域体育祭等事業費補助金
支所所管区域単位で開催する体育祭等の開催に要する経費を支援
し、同区域住民の健康増進及び地域コミュニティ活動の推進を図る。

まるおかスポーツレクリエーショ
ン祭実行委員会

184,393

生活環境部 丸岡支所 支所所管区域イベント事業補助金
支所所管区域の特性を活かしたイベントの開催に要する経費を支援
し、市民相互の親睦及び地域の特色あるまちづくりの推進を図る。

丸岡古城まつり実行委員会 518,038

生活環境部 丸岡支所 丸岡まつり振興会事業補助金
山車の巡行や維持管理を行うため活動する丸岡まつり振興会の運営
及び活動に要する経費を支援し、特性を活かした支所所管区域の振
興を図る。

丸岡まつり振興会 25,970
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産業政策部 農業振興課 環境保全型農業直接支援対策事業費補助金
有機農業や化学肥料・農薬の低減等に取組む経費を支援し、より環境
保全に効果の高い営農活動の普及推進を図る。

農業生産組織等（8件） 1,625,760

産業政策部 農業振興課 農業再生協議会運営補助金
坂井市農業再生協議会が実施する経営所得安定対策の指導推進等
事業に要する経費を支援し、事業の円滑な運営に資する。

坂井市農業再生協議会 4,407,000

産業政策部 農業振興課 周年作奨励事業費補助金
麦跡の圃場において、大豆又はそばを生産するために要する経費を支
援し、水田の計画的、効率的利用による周年型農業を推進する。

福井県農業協同組合（間接補
助事業者）

63,943,900

産業政策部 農業振興課 集団転作推進事業費補助金
大麦、大豆及びそばの作付けにおいて、団地化による農作業の効率
化、品質及び収量の向上対策に要する経費を支援し、水田の高度利
用を促進する。

福井県農業協同組合（間接補
助事業者）

86,045,963

産業政策部 農業振興課 水田営農条件整備事業費補助金
水田農業における所得向上を図るため、水田営農条件の整備に必要
な機械・施設の導入を支援する。

民間事業者（1件） 102,705,000

産業政策部 農業振興課 水田麦・大豆産地生産性向上事業費補助金
水田における麦・大豆生産に係る新たな営農技術の導入等を通し、生
産上の課題解決に向けた取組を総合的に支援することで、収量・品質
の高位安定化、生産コストの低減を図る。

農業者（3件）
集落営農組織（5件）
農業法人（6件）

78,949,160

産業政策部 農業振興課 収入保険加入推進事業費補助金
収入保険への加入を推進し、 新型コロナウイルス感染症拡大の影響に
より収入が減少している農業者の経営安定を図る。

福井県農業共済組合（間接補
助事業者）

4,399,700

産業政策部 農業振興課 儲かるふくい型農業総合支援事業費補助金

園芸産地育成や水田園芸の拡大、スマート農業や雇用導入による水
田農業の規模拡大等、儲かる農業経営の実現及び営農継続を目指す
集落営農組織を支援することで、効果的安定的な農業経営の継続を
図る。

認定農業者等（4件）
農業法人（6件）

69,684,000

産業政策部 農業振興課 夢あるふくいの園芸タウン育成事業補助金
スケールメリットを活かすことができる園芸タウンを整備し、栽培技術か
ら販売までを集中してサポートすることで、新規就農者の定着及び園芸
産出額の拡大を図る。

福井県農業協同組合 9,079,000

産業政策部 農業振興課 福井の伝統野菜対策事業費補助金
福井県の伝統野菜である「三年子らっきょ」及び「越前白茎ごぼう」の種
を保存し広く普及させることにより後世に伝え続けることを目的とする。

福井県農業協同組合 148,000

産業政策部 農業振興課 水田園芸作物振興対策事業費補助金
市花ゆりの生産及び出荷に要する経費を支援し、ゆり生産農家の経営
安定と市花ゆりの生産存続を図る。

福井県農業協同組合（間接補
助事業者）

232,000

産業政策部 農業振興課 園芸産地広域拠点整備事業費補助金
広域で機能する集出荷拠点の整備を支援することで、園芸産出額の
拡大と園芸産地の競争力強化を図る。

福井県農業協同組合 96,576,000

産業政策部 農業振興課 新規就農者定住促進等支援事業費補助金
市外出身の新規就農（見込）者に対し、就農研修時や就農初期におけ
る生活基盤確保や早期経営安定のための支援金を交付し、市内での
定住を促進する。

新規就農者（11件） 5,750,000

産業政策部 農業振興課 新規就農サポート事業費補助金
新規就農者の研修や小農具整備等に要する経費を支援し、次世代の
地域農業を担う新規就農者の育成及び確保を図る。

新規就農者（1件） 1,228,000

産業政策部 農業振興課
青年就農給付金
（農業次世代人材投資事業費補助金）

就農初期段階の青年就農者に対して経営開始に要する経費を支援
し、就農意欲の喚起と就農後の定着を図る。

青年就農者（16件） 22,889,197
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交付額（円）

産業政策部 農業振興課 病害虫防除対策事業費補助金
河川周辺や道路等公共用地に生息する病害虫の共同防除の経費を
支援し、より品質の高い良質米の生産を図る。

福井県農業協同組合（間接補
助事業者）

1,000,000

産業政策部 農業振興課 スマート農業推進事業費補助金
農作業に取組みやすい環境づくり及びスマート農業の基本技術に触れ
る環境づくりを支援し、地域農業の維持・発展を図る。

農業法人（9件）
集落営農組織（5件）
認定農業者（5件）

26,459,000

産業政策部 農業振興課
農業制度資金利子補給事業費補助金
（農業経営基盤強化資金利子補給事業費給
付金）

農業経営基盤強化資金に係る支払利子を支援し、農業者の経営基盤
の確立に向けた投資を促進し、効率的かつ安定的な農業経営者の育
成を図る。

認定農業者（26件） 416,925

産業政策部 農業振興課
鳥獣害対策事業費補助金
（鳥獣害のない里づくり推進事業費補助金）

防護柵等の設置を支援することにより、獣類の侵入を防止し、農作物
被害の減少を図るとともに、有害鳥獣害対策の意識向上・推進を図る。

坂井市鳥獣害対策協議会 1,511,963

産業政策部 農業振興課
担い手確保・経営強化支援事業費補助金
（地域担い手づくり整備事業費補助金）

担い手の育成・確保の取組と農地の集積・集約化の取組を一体的に推
進する地域において、担い手が経営発展に取り組む際に必要となる農
業用機械等の導入等について支援する。

適切な人・農地プランに位置
付けられた中心経営体（1件）

25,980,000

産業政策部 農業振興課 雪害対策支援事業費補助金
令和３年１月の大雪により被災した農業施設の再整備を支援すること
で、早期の営農再開を 図 る

坂井市農業再生協議会（間接
補助事業者）

31,454,000

産業政策部 農業振興課 機構集積協力金
農地集積・集約に協力する地域や農業者に対し支援することで、地域
の担い手への農地の集積及び分散化した農地の集約を進める。

農地貸付者　（34件） 4,563,000

産業政策部 農業振興課 小さな農業チャレンジ応援事業費補助金
新たな作物の導入や加工品の開発等、農家が行う販売を目的とした新
たな取組を支援することで、経営基盤の強化と活性化を図る。

個人農家（5件） 3,938,000

産業政策部 農業振興課 素牛導入事業費補助金
畜産農家の素牛の導入に要する経費を支援し、畜産農家の経営安定
と畜産業の振興を図る。

福井県農業協同組合（間接補
助事業者）

4,614,000

産業政策部 農業振興課 優良種雄牛精液導入事業費補助金
畜産農家の種雄牛精液の導入に要する経費を支援し、優良種の繁殖
を推進し、畜産農家の経営安定と畜産業の振興を図る。

坂井市和牛生産振興会 53,000

産業政策部 農業振興課 若狭牛・高能力乳牛導入支援事業費補助金
若狭子牛又は高能力乳牛の導入並びに施設等の再整備等の経費を
支援することで、坂井市産畜産物の生産拡大と畜産農家の収益性向
上に資する。

畜産農家（2件） 1,500,000

産業政策部 農業振興課 家畜衛生防疫事業費補助金
坂井市家畜衛生防疫協会が実施する家畜衛生防疫事業及び環境衛
生事業に要する経費を支援し、家畜衛生の充実強化を推進する。

坂井市家畜衛生防疫協会 2,942,000

産業政策部 農業振興課 畜産経営基盤強化支援事業費補助金
畜産新規参入者や規模拡大をしようとする意欲ある畜産農家等が行
う、施設・機械等の整備に対し支援することで、畜産経営の安定及び活
性化の推進を図る。

畜産農家（2件） 3,301,000

産業政策部 農業振興課 県単小規模土地改良事業費補助金
農地、水利等に関する諸条件の整備及び農村集落内の環境整備に要
する経費を支援し、農業生産の向上と農用地の高度利用を推進すると
ともに、生活環境の改善を図る。

土地改良区（9件） 13,315,000

産業政策部 農業振興課
市単小規模土地改良事業費補助金
（小規模土地改良事業費補助金）

小規模の農業用用排水施設整備、農道整備、暗渠排水整備等に要
する経費を支援し、農業生産の向上と農用地の高度利用を推進する。

土地改良区（2件） 358,000
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産業政策部 農業振興課 水利施設管理強化事業（一般型）費補助金
国が造成した農業水利施設が持つ多面的機能を発揮するために必要
な管理体制の整備に要する経費を支援し、農業生産の向上と農用地
の高度利用を推進する。

土地改良区（11件） 16,728,216

産業政策部 農業振興課 排水機場維持管理事業費補助金
排水機場の維持管理に要する経費を支援し、農地の汎用化及び農業
の近代化を促進する。

土地改良区（7件） 9,749,033

産業政策部 農業振興課 県営かんがい排水標準化事業補助金
県が行うかんがい排水事業に対して支援し、農業経営の近代化の基盤
となる土地改良整備事業の推進を図る。

土地改良区（1件） 936,000

産業政策部 農業振興課 土地改良区運営補助金
坂井市土地改良合同事務所及び坂井北部土地改良区の人件費等の
経費を支援し、農業構造の改善を図る。

坂井市土地改良合同事務所
坂井北部土地改良区

32,228,000

産業政策部 農業振興課 土地改良施設維持管理適正化事業費補助金
土地改良区が管理する揚水機場、排水機場、用排水路及び暗渠排水
の補修及び整備に要する経費を支援し、当該揚水機場等の長寿命化
を図る。

土地改良区（3件） 2,100,000

産業政策部 農業振興課 多面的機能支払交付金
地域共同による農用地、水路、農道の保全管理活動、質的向上を図
る活動等に対する支援を行い、農業施設の維持管理体制の構築及び
施設の長寿命化に資する。

農地維持活動組織（126件）
共同活動組織（126件）
長寿命化活動組織（98件）

336,186,000

産業政策部 農業振興課 土地改良事業調査設計費補助金
県が行う土地改良事業の施行申請に係る事業計画書作成業務に要す
る経費を支援し、農業経営の近代化の基礎となる土地改良整備事業
の推進を図る。

土地改良区（1件） 14,000

産業政策部 農業振興課 土地改良施設突発事故復旧事業補助金
土地改良施設の突発事故に対して、被害拡大を防ぎ、早期に営農を
再開するため、突発事故発生個所の迅速かつ機動的に復旧することを
目的とする。

土地改良区（2件） 2,618,000

産業政策部 農業振興課 中山間地域等直接支払交付金事業費補助金
中山間地域等の多面的機能の維持・増進を図るための経費を支援し、
自立的かつ継続的な農業生産活動等の取り組みを推進する。

協定集落（2件） 711,186

産業政策部 農業振興課
中山間地域土地改良施設等保全基金事業費
補助金

中山間地域における、農業と農村の活性化に資するため、耕作放棄地
の発生防止や多面的機能の発揮など、農地の保全活動の育成や体制
を推進する。

協定集落（1件） 300,000

産業政策部 林業水産振興課 緑の少年団活動支援事業費補助金
緑の少年団が行う緑化思想の普及啓発のための学習活動や奉仕活動
に要する経費を支援し、緑の少年団の育成及び緑化思想の普及を図
る。

緑の少年団（4件） 240,000

産業政策部 林業水産振興課 森林組合労務退職金共済事業費補助金
森林組合が雇用する作業班員の退職者共済制度に要する経費を支
援し、林業労務者の安定的確保及び長期雇用の促進を図る。

坂井森林組合 171,230

産業政策部 林業水産振興課 森林整備事業費補助金
坂井市森林整備計画に基づき実施する森林の面的整備に要する経費
を支援し、振興施設の整備促進を図る。

坂井森林組合 4,000,000

産業政策部 林業水産振興課 森林整備促進事業費補助金
２回目以降の森林の面的整備及び施業地の作業環境を改善すること
により、森林整備の促進を図る。

坂井森林組合 4,130,000

産業政策部 林業水産振興課 間伐材等運搬支援事業費補助金
森林施業により生産された木材の搬出に要する経費に対して支援し、
木材生産量の増加を図る。

坂井森林組合 3,870,000
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産業政策部 林業水産振興課 漁業経営安定支援事業費補助金
漁業用燃油に係る漁業者の負担の軽減、省エネを重視した漁業用エ
ンジン設備等への転換、意欲的な新規就業者の確保・育成のために支
援する。

三国港機船底曳網漁業協同
組合、三国港漁業協同組合、
雄島漁業協同組合（間接補助
事業者）

4,271,402

産業政策部 林業水産振興課 栽培漁業自立支援事業費補助金
種苗放流に要する経費を支援し、沿岸域及び浅海域の主要な漁業資
源の回復を図るとともに資源の持続的な活用を目指す。

雄島漁業協同組合、三国港漁
業協同組合

2,190,000

産業政策部 林業水産振興課
漁業近代化資金利子補給事業費補助金
（漁業近代化資金及び漁業一般資金利子補給
事業費補助金）

漁業施設整備等資金の融資を受けた漁業者の利子支払経費を支援
し、経営の改善及び安定化に資する。

東日本信用漁業協同組合連
合会（間接補助事業者）

131,943

産業政策部 林業水産振興課 越前がにブランド化事業費補助金
ズワイガニ及びセイコガニに付ける産地表示マーキングタグの作成に要
する経費を支援し、重要な水産ブランドの付加価値を高め、産地の信
頼性及び販売の優位性の確保を図る。

三国港機船底曳網漁業協同
組合

882,000

産業政策部 林業水産振興課 三国港内投光機使用料補助金
三国港内に設置された投光機の電気使用料を支援し、港内の照明に
よる漁業者、観光客等の安全を確保し、及び三国港のイメージアップを
図る。

三国港機船底曳網漁業協同
組合

720,000

産業政策部 林業水産振興課 漁獲共済加入助成事業費補助金
漁獲共済加入に要する経費を支援し、加入率向上並びに不漁及び荒
天時における漁業者の所得を確保し、漁業の経営安定を図る。

三国港機船底曳網漁業協同
組合

631,000

産業政策部 林業水産振興課
制度融資利子補給金
（漁業制度融資利子補給事業費補助金）

漁業協同組合が坂井市漁業振興資金融資要綱に基づき、融資を受け
た資金利子支払経費を支援し、経営基盤の強化を図る。

東日本信用漁業協同組合連
合会（間接補助事業者）

315,691

産業政策部 林業水産振興課 新規海女就業支援事業補助金
県の無形民俗文化財である雄島海女の継承を図るため、新たに海女と
なるときに係る経費負担を軽減し、次世代の海女の担い手を確保す
る。

雄島漁業協同組合（間接補助
事業者）

1,560,000

産業政策部 林業水産振興課 漁業用燃油高騰対策事業費補助金 漁家経営の安定と水産物の安定供給の維持・確保を図る。

三国港機船底曳網漁業協同
組合、三国港漁業協同組合、
雄島漁業協同組合（間接補助
事業者）

6,713,500

産業政策部 林業水産振興課
竹田川漁業協同組合活動事業費補助金
（内水面漁業協同組合事業費補助金）

淡水魚類の生息域の維持保全と漁業資源の保護・繁殖をはかるため
に行う漁場の維持管理事業及び種苗放流事業に要する経費に対して
支援し、漁業資源の安定化を図る。

竹田川漁業協同組合 90,000

産業政策部 林業水産振興課 沿岸漁場環境改善事業補助金
水産資源の生息環境及び漁場として重要な沿岸域の環境改善を図る
ことで、低下している漁場の生産力を回復し、安定した漁業を行う事を
目的とする。

三国港漁業協同組合 2,142,000

産業政策部 林業水産振興課 三国港市場振興協議会補助金
三国港市場振興協議会の活動を支援することで、三国港市場を継続
的に運営するための新たな運営組織の確立や、市場整備・運営に関す
る協議を推進し、市場を中心とした市水産業の振興を図る。

三国港市場振興協議会 1,725,000

産業政策部 観光交流課 音楽フェス実行委員会事業補助金
音楽フェスの開催により交流人口・関係人口の増加を図るとともに、坂
井市の認知度向上および地域への誇りの醸成、ならびに地域経済の好
循環の形成を図る。

坂井市音楽フェス実行委員会 491,000

産業政策部 観光交流課 三国祭山車事業費補助金
三国祭山車人形の製作及び山車巡行並びに山車屋台及び山車蔵の
建設又は修理に要する経費を支援し、三国祭を継承するとともに、観
光の振興を図る。

三国祭山車屋台所有区等（6
件）

5,100,000

産業政策部 観光交流課 丸岡城桜まつり事業費補助金 丸岡城桜まつりの開催に要する経費を支援し、観光の振興を図る。 丸岡城桜まつり振興会 2,000,000
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産業政策部 観光交流課 学生合宿促進事業費補助金
県外学生合宿の宿泊及び地域交流事業に要する経費を支援し、学生
合宿の誘致を促進するとともに交流人口の拡大と地域の活性化を図
る。

県外学生団体（6件） 210,250

産業政策部 観光交流課 お泊りキャンペーン事業費補助金
坂井市内の宿泊事業者の支援と感染症対策及びキャッシュレスの促
進を図る。

宿泊事業者（30件） 4,617,665

産業政策部 観光交流課 三国サンセットビーチ振興会事業補助金
誘客を推進するために行う安全対策事業及び観光振興事業に要する
経費を支援し、海水浴場の安全で良好な環境を提供するとともに観光
の振興を図る。

三国サンセットビーチ振興会 800,000

産業政策部 観光交流課 浜地浜茶屋振興会事業補助金
誘客を推進するために行う安全対策事業及び観光振興事業に要する
経費を支援し、海水浴場の安全で良好な環境を提供するとともに観光
の振興を図る。

浜地浜茶屋振興会 126,000

産業政策部 観光交流課 ボランティアガイド団体事業補助金
観光ガイド等の観光振興に係る事業に要する経費を支援し、観光の振
興を図る。

NPO法人ボランティアガイドきた
まえ三国、丸岡観光ボランティ
アガイド協会

174,000

産業政策部 観光交流課 一般社団法人三國會所事業補助金
北前船寄港地の湊町として繁栄した歴史と文化に根ざしたまちづくりの
推進のために行う事業及び「三國湊帯のまち流し」事業に要する経費に
対し支援し、本市の観光の推進を図る。

一般社団法人三國會所 300,000

産業政策部 観光交流課 一般社団法人DMOさかい観光局運営補助金
一般社団法人DMOさかい観光局の運営活動を支援し、坂井市の観光
振興と地域経済の好循環創出を図る。

一般社団法人DMOさかい観光
局

32,356,692

産業政策部 観光交流課 東尋坊活性化事業費補助金
北陸新幹線福井・敦賀開業や中部縦貫自動車道の全線開通に備え、
県外での認知度も高く、県内で最も観光客が訪れる東尋坊において、
新しい魅力づくりや東尋坊全体の活性化を推進する。

東尋坊まちづくり株式会社 7,000,000

産業政策部 観光交流課 三国花火大会事業費補助金 三国花火大会の開催に要する経費に対して支援し、観光振興を図る。 三国花火大会実行委員会 5,255,000

産業政策部 観光交流課 民宿リニューアル支援事業補助金
民宿事業者が行う施設改修等を支援し、観光客の受入れ環境を整備
することにより、北陸新幹線開通によって増加する日本人及び外国人
観光客等の宿泊需要への対応を図る。

民宿事業所（1件） 10,000,000

産業政策部 商工労政課 勤労者協議会事業補助金
坂井市勤労者協議会が実施する勤労者の社会的地位の向上を目指
すために行う事業に要する経費を支援し、地域課題の解決を図るととも
に、勤労者相互の福祉向上の推進を図る。

坂井市勤労者協議会 70,000

産業政策部 商工労政課 企業キャリア支援事業補助金
非正規雇用労働者の正規雇用や育児休業取得者を原職等に復帰さ
せた事業者に対して支援し、労働者のキャリアアップ推進と、安定した
雇用の確保に資する。

中小企業事業者（3件） 1,300,000

産業政策部 商工労政課 シルバー人材センター運営補助金
坂井市シルバー人材センターの運営管理に要する経費を支援し、高年
齢者の能力を生かした地域社会づくりに寄与する。

公益社団法人坂井市シルバー
人材センター

7,829,000

産業政策部 商工労政課 シルバー人材センター事業補助金
坂井市シルバー人材センターが実施する企画提案方式事業に要する
経費を支援し、高齢者の能力を生かした活力ある地域社会づくりの推
進を図る。

公益社団法人坂井市シルバー
人材センター

12,233,000

産業政策部 商工労政課 商工会運営補助金
商工会の運営管理に要する経費を支援し、地域経済の健全な発展に
寄与する。

坂井市商工会 15,000,000
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産業政策部 商工労政課 商工会事業補助金
商工会が実施する商工業の総合的な振興と地域社会の繁栄のために
行う中小企業や小規模事業者等を対象とした事業等に要する経費を
支援し、地域経済の健全な発展に寄与する。

坂井市商工会 19,000,000

産業政策部 商工労政課 商店街等振興事業費補助金
商店街振興組合等が行う商店街環境整備事業及び商店街活性化事
業に要する経費に対して支援し、本市商業の活力再生及び振興を図
る。

商店街組合（1件） 284,000

産業政策部 商工労政課 商店街等活性化環境整備支援事業補助金
観光客の消費拡大と地域住民の市内消費拡大を図るため、商店街等
に必要な整備に対し支援し、商業の活性化と消費者の利便性向上を
図る。

坂井市商業振興組合 439,333

産業政策部 商工労政課 キャッシュレスキャンペーン参加事業費補助金
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている小規模事業者等に対
し、電子決済サービス費用の一部を支援することで、キャッシュレスの
促進と事業者支援を図る。

事業者（111件） 8,277,967

産業政策部 商工労政課 中小企業者等事業継続支援金
この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げが一定以
上減少した事業者の事業継続を支援する。

中小企業事業者（1,450件） 145,000,000

産業政策部 商工労政課
信用保証料補給金
（中小企業者等信用保証料補給金）

坂井市中小企業者等振興資金の融資を受けた中小企業者等が福井
県信用保証協会に支払う信用保証料の負担を軽減し、当該事業者の
経営の安定を図る。

福井県信用保証協会（間接補
助事業者）

3,461,371

産業政策部 商工労政課
制度融資利子補給事業給付金（新型コロナウイ
ルス対策分）

新型コロナウイルス感染症の影響により、福井県経営安定資金（新型コ
ロナウイルス対策分）の借入を実施した事業者の利子支払に要する経
費を支援し、事業者の資金繰りの円滑化を図る。

中小企業事業者（195件） 46,461,664

産業政策部 商工労政課
マル経融資利子補給金
（小規模事業者経営改善資金利子補給事業
給付金）

小規模事業者経営改善資金（マル経資金）の融資を受けた小規模事
業者の利子支払に要する経費を支援し、事業者の経営安定を図る。

坂井市商工会（間接補助事業
者）

532,876

産業政策部 商工労政課 中小企業振興支援事業補助金
受注回復や新規市場開拓、新商品及び技術開発に要する経費に対し
て支援し、中小企業者の販路拡大やものづくりの推進による中小企業
者の持続的な経営と成長を図る。

中小企業事業者（11件） 1,346,000

産業政策部 商工労政課 中小企業人材育成支援事業補助金
中小企業者従業員等の人材育成を目的とし、人材育成に係る経費に
対して支援し、中小企業者の持続的な経営を支援する。

中小企業事業者（13件） 407,000

産業政策部 商工労政課 空家活用ビジネス支援事業補助金
中小企業者が空家又は空店舗を活用して事業を実施する経費に対し
て支援し、空家等の有効活用と中小企業者の経営を支援する。

中小企業事業者（1件） 200,000

産業政策部 商工労政課 UIJターン就職者等奨励金
福井県外に居住している若年者の本市への定住促進と、市内の企業
が求める優秀な人材の確保を促進し、市域活性化や働き手の流入に
よる地域産業の更なる振興を図る。

個人（4件） 500,000

産業政策部 商工労政課 企業立地助成金
事業施設の新設に係る土地、建物の取得・造成、機械設備等設置、新
規雇用を支援し、産の振興、高度化及び雇用機会拡大を図り、産業の
発展に寄与する。

事業者（24件） 235,076,000

産業政策部 商工労政課 産業フェア事業費補助金
産業フェア事業に要する経費に対し支援し、市内産業の更なる振興と
地域文化の融合に資する。

坂井市産業フェア実行委員会 250,000
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建設部 都市計画課 木造住宅耐震改修促進事業費補助金
耐震診断、改修工事等の経費を支援し、木造住宅の耐震改修を促進
するとともに、被害の軽減及び住民の安全性の確保を図る。

個人（2件） 2,400,000

建設部 都市計画課 三国湊町街なみ環境整備事業費補助金
湊町地区特定景観計画区域内の住民が行なう建造物の修理及び修
景に係る経費を支援し、歴史的な街なみの保全・整備を図る。

個人（2件） 937,000

建設部 都市計画課 伝統的民家普及促進事業費補助金
県の「福井の伝統的民家促進事業補助金交付要領」に定める伝統的
民家の新築、改修費用に対し支援することで、伝統的民家群の保存意
識が生まれ、景観の向上に資する。

個人（1件） 3,000,000

建設部 都市計画課 多世帯同居のリフォーム支援事業費補助金
多世帯同居のための改修工事等に要する経費を支援し、高齢化が進
展する中、子育てや教育環境、高齢者を支える大きな力となる多世帯
同居の推進を図る。

個人（2件） 865,000

建設部 都市計画課 多世帯近居の住宅取得支援事業費補助金
多世帯近居を目的とした住宅取得に要する経費を支援し、子育てや介
護の面で助け合いながら暮らすことのできる良好な住環境の創出に資
する。

個人（4件） 1,000,000

建設部 都市計画課 空家改修支援事業費補助金
空き家の改修工事に要する経費を支援し、坂井市への定住を促進す
るとともに、空き家住宅の有効活用を図る。

個人（1件） 600,000

建設部 都市計画課 空家取得支援事業費補助金
空家情報バンクに登録された一戸建て住宅の取得に要する経費を支
援し、坂井市への定住を促進するとともに、空家住宅の有効活用を図
る。

個人（1件） 600,000

建設部 都市計画課 空家活用定住支援事業費補助金
空家情報バンクに登録された一戸建て住宅の賃借に要する経費を支
援し、坂井市への定住を促進するとともに、空家住宅の有効活用を図
る。

個人（2件） 480,000

建設部 都市計画課 空家適正管理促進事業費補助金
空き家管理代行サービスの利用者を支援し、市内の空き家が周辺に悪
影響を及ぼすことを未然に防ぎ、空き家の適正管理を図る。

個人（1件） 1,000

建設部 都市計画課 空家除却支援事業費補助金
安全安心な居住環境を阻害している、管理不全な状態の空家を除却
し良好な生活環境に寄与しようとする者が行なう空家の除却に対して
補助する

空き家の所有者（7件） 2,363,000

建設部 都市計画課 旧耐震住宅建替え支援事業費補助金
旧耐震住宅の建替えを支援することで空家の発生の減少及び居住水
準の向上を図る。

個人（3件） 900,000

建設部 都市計画課 危険ブロック塀除却支援事業費補助金
市内の通学路に面するブロック塀の除去に係る費用を支援し、倒壊等
による事故を未然に防止することで、児童又は生徒をはじめとする通行
人の安全を図る。

個人ブロック塀所有者（2件） 200,000

建設部 都市計画課 吹付けアスベスト調査事業費補助金
市内に存する民間建築物におけるアスベスト調査に要する経費に対し
支援することで、アスベストの使用実態を把握し、アスベストによる被害
の未然防止を図る。

個人（1件） 70,000

建設部 建設課 道路除排雪機械整備費補助金
除雪協力企業が購入する道路除排雪機械の整備に要する経費を支
援し、降雪時における市内道路の安全確保及び市民生活の安定を図
る。

除雪協力企業（21件） 39,762,000

建設部 建設課 雪に強いまちづくり事業費補助金
区の小型除雪機械等の購入に要する経費を支援し、降雪時における
坂井市内にある狭小幅員道路の確保及び市民生活の安定を図る。

区（3件） 1,872,000
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建設部 建設課 道路除排雪機械運転員養成補助金

除雪協力企業等に雇用される従業員の除排雪機械の運転に必要な
資格の取得に係る費用を補助することにより、除排雪機械の運転員と
なる人材の確保と後継者育成を支援し、市民の安全な道路環境を維
持を図る。

除雪協力企業運転員（27件） 1,478,000

建設部 建設課 区環境整備事業費補助金
区が管理する道路及び排水路の改修整備に要する経費を支援し、市
民の生活環境の向上を図る。

区（14件） 9,918,000

建設部 建設課 地域をつなぐ河川環境づくり推進事業費補助金
県が管理する河川の草刈、清掃活動等に要する経費を支援し、河川
環境美化並びに河川における自然環境及び生活環境の健全な維持を
図る。

区、まちづくり協議会及び河川
愛護団体（10件）

2,469,000

建設部
建設課
　高速交通対策室

北陸新幹線関連公共施設等整備事業補助金
新幹線沿線自治会が実施する集会施設等の環境整備、施設等維持
費及び新幹線沿線土地改良区等が行う農道整備等の環境整備を支
援することで、北陸新幹線の建設の円滑な促進を図る。

区（8件） 33,279,700
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教育委員会事務局 教育総務課 教育研究会事業補助金
教育研究活動及び研修に要する経費を支援し、小中学校の教育活動
を推進する。

坂井市教育研究会 490,000

教育委員会事務局 教育総務課
市立小中学校教育振興奨励金
(小中学校教育振興費奨励金)

市立小学校及び中学校に寄贈された寄付金を寄贈者の意向に沿っ
て、学校教育の振興及び教育環境の充実に資するための事業に要す
る経費を支援し、教育環境の充実と児童及び生徒の健全育成を図る。

家庭・地域・学校協議会（5件） 1,500,000

教育委員会事務局 学校教育課
通学費補助金
（通学支援事業費補助金）

公共交通機関を利用する園児、児童及び生徒の通園・通学に要する
経費を支援し、通園・通学に係る保護者負担の格差の是正及び公平
性の確保を図る。

小学校（5件）（間接補助事業
者）

5,171,270

教育委員会事務局 学校教育課
通学費補助金
（通学バス運行支援事業費補助金）

保護者契約による委託バスを利用する児童及び生徒の通園・通学に
要する経費を支援し、通園・通学に係る保護者負担の格差の是正及び
公平性の確保を図る。

PTA（1件） 3,201,600

教育委員会事務局 学校教育課 通学バス停建設事業費補助金
市立小学校及び中学校に、バスを利用して通学する児童・生徒の安全
を確保するため、通学バス停の整備を図る。

区（2件） 489,433

教育委員会事務局 学校教育課
給食費負担軽減補助金
（学校給食費補助金）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び長期化の中で、市外の小中
学校等に通う児童生徒の保護者に、市給食費の半額分相当を補助す
ることで、経済的負担の軽減を図る。

保護者（168件） 3,918,182

教育委員会事務局
生涯学習
　　スポーツ課

PTA連合会事業補助金
PTAの組織間交流と教育効果の増進のために行う事業に要する経費を
支援し、PTAの発展と学校教育の充実及び向上の推進を図る。

坂井市PTA連合会 175,000

教育委員会事務局
生涯学習
　　スポーツ課

青少年育成団体運営補助金
青少年の健全育成を図るために活動する青少年育成団体の運営及び
活動に要する経費を支援し、青少年の健全育成の推進を図る。

日本ボーイスカウト坂井第5団・
第6団、ガールスカウト第17
団、ガールスカウト第20団、三
国海洋少年団

240,000

教育委員会事務局
生涯学習
　　スポーツ課

女性の会運営補助金
坂井市女性の会の運営及び事業に要する経費を支援し、女性の地位
向上及び地域活性化の推進を図る。

坂井市女性の会 1,000,000

教育委員会事務局
生涯学習
　　スポーツ課

かるた協会事業補助金
かるた協会が実施する競技大会、研修等に要する経費を支援し、青少
年の健全育成の推進を図る。

坂井市かるた協会 117,000

教育委員会事務局
生涯学習
　　スポーツ課

子ども会育成連絡協議会運営補助金
子ども会育成連絡協議会の運営及び事業に要する経費を支援し、次
世代を担う青少年の健全育成の推進を図る。

坂井市子ども会育成連絡協議
会

1,634,000

教育委員会事務局
生涯学習
　　スポーツ課

青少年育成坂井市民会議運営補助金
青少年育成坂井市民会議の運営及び事業に要する経費を支援し、青
少年の健全育成の推進を図る。

青少年育成坂井市民会議 1,848,000

教育委員会事務局
生涯学習
　　スポーツ課

スポーツ協会運営補助金
スポーツ協会の運営及び活動に要する経費を支援し、スポーツを通し
た豊かな地域づくりの推進を図る。

公益財団法人坂井市スポーツ
協会

82,850,000

教育委員会事務局
生涯学習
　　スポーツ課

スポーツ少年団運営補助金
スポーツ少年団の運営及び事業に要する経費を支援し、青少年の健
全育成の推進を図る。

坂井市スポーツ少年団 4,000,000

教育委員会事務局
生涯学習
　　スポーツ課

坂井・奥越地区高等学校野球連盟事業補助
金

春季及び秋季に実施する坂井・奥越地区高等学校野球大会の運営に
要する経費を支援し、競技力の向上と相互の親交の推進を図る。

坂井・奥越地区高等学校野球
連盟

50,000



令和３年度補助金等交付状況
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教育委員会事務局
生涯学習
　　スポーツ課

スポーツ振興事業費補助金
（地域密着型トップスポーツチーム支援事業補
助金）

北信越規模以上のリーグで活躍するトップスポーツチームの活動事業
に対して支援し、地域に密着したスポーツの振興と青少年の健全育成
に貢献することを目的とする。

スポーツチーム（2件） 2,000,000

教育委員会事務局
生涯学習
　　スポーツ課

広域スポーツ大会事業費補助金
市で開催される北信越大会以上の大会に要する経費を支援し、競技
スポーツに対する関心の高揚、競技力の向上及び市外の選手、役員、
観客等が訪れることによる地域活性化を図る。

主催団体（1件） 35,000

教育委員会事務局 文化課 公益財団法人丸岡文化財団運営補助金
公益財団法人丸岡文化財団の運営及び活動に要する経費を支援し、
文化活動の推進を図る。

公益財団法人丸岡文化財団 56,465,000

教育委員会事務局 文化課 文化協会事業補助金
坂井市文化協会が行う文化活動に要する経費を支援し、市民文化の
向上に寄与する。

坂井市文化協会 1,923,000

教育委員会事務局 文化課
公益財団法人坂井市文化振興事業団運営補
助金

市民に芸術・文化に親しめる機会を創出するため活動する、公益財団
法人坂井市文化振興事業団の運営及び活動に要する経費に対し支
援し、文化活動の推進を図る。

公益財団法人　坂井市文化振
興事業団

54,254,279

教育委員会事務局 文化課 無形文化財保存活動事業費補助金
無形の文化財の保存活動に要する経費を支援し、無形の文化財の保
存及び継承を図る。

無形文化財の所有者及び保
存団体（5件）

293,000

教育委員会事務局 文化課 文化財保存事業費補助金
指定文化財の保存又は修理に係る事業に要する経費を支援し、指定
文化財の保全を図る。

指定文化財の所有者及び保
存団体（9件）

4,837,000

教育委員会事務局
文化課
　丸岡城国宝化推進室

丸岡城天守を国宝にする市民の会事業補助金
市の宝として全国に誇れる丸岡城天守の魅力や価値を高め、市内外に
広く周知するとともに、市民の念願である国宝指定を目指し、城周辺の
新たな発展に寄与することを目的とする。

一般社団法人丸岡城天守を
国宝にする市民の会

1,000,000


