
補助金等一覧表（平成２８年度決算）

（単位：千円）

開始 終了
国・県・

団体からの
収入

町の
負担額

1 企画財政課 ふるさと文化振興基金助成事業費補助金
オーガニック雫石、さぽる手Shizukuishi、桜蓮迦、雫石　ひと雫の酒
プロジェクト実行委員会、雫石と宮澤賢治を語る会

その他補助 H4 未定 1,140 1,140

2 企画財政課 定住相談旅費助成金 個人 施策的補助 H28 未定 248 248

3 防災課 交通指導隊互助会事業費補助金 雫石町交通指導隊互助会 運営費補助 H17 未定 338 338

4 防災課 自衛隊協力会運営費補助金 雫石町自衛隊協力会 運営費補助 H10 未定 64 64

5 総務課 統計調査員協議会運営費補助金 雫石町統計調査員協議会 運営費補助 S38 未定 95 95

6 総合福祉課 民生委員児童委員協議会運営費補助金 雫石町民生委員児童委員協議会 運営費補助 不明 未定 500 500

7 総合福祉課 社会福祉協議会運営費補助金 社会福祉法人雫石町社会福祉協議会 運営費補助 不明 未定 33,745 33,745

8 総合福祉課 臨時福祉給付金 個人 制度的補助 ― ― 8,712 8,712 0

9 総合福祉課
年金生活者等支援臨時福祉給付金
（明許）

個人 制度的補助 ― ― 65,820 65,820 0

10 総合福祉課 身体障害者福祉協会事業費補助金 雫石町身体障害者福祉協会 運営費補助 不明 未定 200 200

11 長寿支援課
高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり事
業費補助金

個人 制度的補助 H7 ― 800 400 400

12 総合福祉課 老人クラブ連合会運営費補助金 雫石町老人クラブ連合会 運営費補助 不明 未定 900 152 748

13 総合福祉課 単位老人クラブ運営費補助金 町内単位老人クラブ 運営費補助 不明 未定 2,180 763 1,417

14 総合福祉課 シルバー人材センター運営費補助金 一般社団法人雫石町シルバー人材センター 運営費補助 不明 未定 2,000 2,000

15 長寿支援課 介護施設開設準備補助金 株式会社航和 制度的補助 ― ― 10,300 10,300 0

16 総合福祉課 児童福祉施設産休等代替職員費補助金 社会福祉法人のぞみ会 制度的補助 ― ― 208 208 0

17 総合福祉課 一時預かり事業費補助金
社会福祉法人のぞみ会、社会福祉法人雫石保育園、社会福祉法人
雫石町社会福祉協議会

制度的補助 ― ― 4,526 3,017 1,509

一般会計

№ 担当課

左記の財源

補助金（交付金）名称 補助（交付）団体名 補助
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補助年度
（期間） Ｈ28年度

決算額
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18 総合福祉課 延長保育促進事業費補助金
社会福祉法人のぞみ会、社会福祉法人雫石保育園、社会福祉法人
雫石町社会福祉協議会

制度的補助 ― ― 1,942 1,294 648

19 総合福祉課 保育施設協議会運営費補助金 雫石町保育施設協議会 施策的補助 ― ― 30 30

20 総合福祉課 生活福祉資金借入利子補給費補助金 個人 償還補助 不明 未定 9 9 0

21 健康推進課 食生活改善推進員連絡協議会事業費補助金 雫石町食生活改善推進員連絡協議会 施策的補助 H13 未定 150 150

22 健康推進課
県食品衛生協会県央支会食品衛生指導員部
会雫石分会活動費補助金

岩手県食品衛生協会県央支会食品衛生指導員部会雫石分会 運営費補助 H24 未定 30 30

23 環境対策課 クリーンエネルギー導入事業費補助金 個人 施策的補助 H24 未定 3,076 3,076

24 上下水道課 浄化槽設置整備事業費補助金 個人、株式会社下田工務店 制度的補助 H5 ― 8,272 6,050 2,222

25 上下水道課 浄化槽設置整備事業費補助金 個人 施策的補助 H5 未定 4,446 4,446

26 上下水道課 浄化槽維持管理事業費補助金 個人 その他補助 H22 未定 1,400 1,400

27 環境対策課 ごみ集積所整備事業費補助金 駅前町内会、黒沢川行政区、上町一行政区 その他補助 H4 未定 164 164

28 環境対策課 資源物ストックヤード整備事業費補助金 南自治会 その他補助 H25 未定 88 88

29 環境対策課 生ごみ処理機等購入費補助金 個人 施策的補助 H28 未定 25 25

30 農林課 地域営農推進事業費補助金 新岩手農業協同組合しずくいし地域営農推進協議会 施策的補助 H10 未定 3,000 3,000

31 農林課 水田利用作物担い手協議会事業費補助金 水田利用作物担い手協議会 運営費補助 Ｈ16 H28 35 35

32 農林課 野菜産地再生化促進事業費補助金 新岩手農業協同組合南部地域野菜生産部会雫石支部 運営費補助 Ｈ26. H28 135 135

33 農林課 農業経営体質強化事業費補助金
新岩手南部和牛改良組合、新岩手農業協同組合南部地域野菜生産
部会雫石中央支部、同花き生産部会雫石支部

制度的補助 H23 ― 13,286 8,855 4,431

34 農林課 りんどう産地活性化応援事業費補助金 新岩手農業協同組合南部地域花き生産部会雫石支部 施策的補助 H27 H29 75 37 38

35 農林課 しずくいし米利用販売促進事業費補助金 新岩手農業協同組合南部地域稲作生産部会雫石中央支部 施策的補助 H28 H30 250 250
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36 農林課 経営体育成支援事業費補助金 個人、農事組合法人ユニティファーム七区 制度的補助 ― ― 12,616 12,616 0

37 農林課 担い手確保・経営強化支援事業費補助金 個人 制度的補助 ― ― 1,160 1,160 0

38 農林課
担い手確保・経営強化支援事業費補助金
（明許）

個人、株式会社みのり片子沢 制度的補助 ― ― 10,250 10,250 0

39 農林課 経営所得安定対策等推進事業費補助金 雫石町地域農業再生協議会 制度的補助 H24 ― 6,045 6,045 0

40 農林課 新規就農総合支援事業費補助金 個人 制度的補助 H24 ― 8,250 8,250 0

41 農林課 青年等就農奨励事業費補助金 個人 施策的補助 H27 未定 1,700 1,700

42 農林課 農業振興青年クラブ事業費補助金 雫石町農業振興青年クラブ 施策的補助 S44 未定 300 300

43 農林課 農業近代化資金利子補給費補助金 個人、法人 償還補助 S37 ― 734 734

44 農林課 農業経営基盤強化資金利子補給費補助金 個人、法人 償還補助 H8 ― 267 129 138

45 農林課 自然災害対応特別資金利子補給費補助金 個人 償還補助 H26 ― 49 49

46 農林課 稲作経営安定資金利子補給費補助金 個人 償還補助 H26 ― 89 89

47 農林課 内水面漁業振興対策事業費補助金 雫石川漁業協同組合 施策的補助 不明 未定 700 700

48 農林課 食育首都圏交流事業費補助金 新岩手農業協同組合野菜生産部会雫石支部 その他補助 H17 未定 238 238

49 農林課 しずくいし麻の会事業費補助金 しずくいし麻の会 運営費補助 H19 未定 280 280

50 農林課 アカバネ病予防対策事業費補助金 岩手県中央家畜衛生協議会 その他補助 不明 未定 612 612

51 農林課 肉用牛振興対策事業費補助金 新岩手南部和牛改良組合、新岩手農業協同組合雫石牛肥育部会 施策的補助 H26 H31 15,195 15,195

52 農林課 肉用牛肥育経営安定対策事業費補助金 新岩手農業協同組合、岩手花平農業協同組合 施策的補助 不明 未定 487 487

53 農林課 雫石牛フェア事業費補助金 やまなか家雫石店、有限会社忠北商事、株式会社つね吉カンパニー 施策的補助 H26 H28 508 475 33
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54 農林課 畜産振興総合対策推進事業費補助金 新岩手農業協同組合 その他補助 不明 未定 629 629 0

55 農林課
若い酪農家たちの日本一へのチャレンジ応援
事業費補助金

新岩手農業協同組合　南部地域酪農生産部会 施策的補助 H28 H32 692 692

56 農林課 公共牧場事業費補助金
西山牧野農業協同組合、御明神牧野農業協同組合、農事組合法人
畑平牧野組合

公益事業補助 不明 未定 3,600 3,600

57 農林課 県営土地改良総合整備事業償還金補助金 雫石町土地改良区、岩手山麓土地改良区 償還補助 H11 H38 1,759 1,759

58 農林課 県営経営体育成基盤整備事業償還金補助金 雫石町土地改良区、岩手山麓土地改良区 償還補助 H12 H47 6,860 6,860

59 農林課 農地耕作条件改善事業費補助金 農地耕作条件改善事業御明神地区 制度的補助 ― ― 13,862 13,862 0

60 農林課 環境用水水質検査事業費補助金 雫石町土地改良区 公益事業補助 H28 H30 584 584

61 上下水道課 農業集落排水事業補助金 下水道事業会計 運営費補助 H27 未定 305 305

62 農林課 農畜産物被害防止電気柵設置事業費補助金 個人 その他補助 H27 未定 185 92 93

63 農林課 民有林整備促進事業費補助金 盛岡広域森林組合 施策的補助 H27 未定 627 627

64 農林課 町産材利用促進事業費補助金 個人 施策的補助 H26 未定 562 562

65 観光商工課 雫石商工会運営費補助金 雫石商工会 公益事業補助 不明 未定 8,088 8,088

66 観光商工課 空き店舗活用事業費補助金 個人、株式会社徳風 施策的補助 H28 未定 3,345 3,345

67 観光商工課 共通買物券事業費補助金 協同組合雫石町サービス店会 施策的補助 H28 H28 300 300

68 観光商工課 中心市街地活性化推進事業費補助金 雫石商工会 公益事業補助 H17 未定 1,190 222 968

69 観光商工課 設備改善資金借入利子補給費補助金 個人 償還補助 S50 未定 3,130 3,130

70 観光商工課 経営改善貸付金利子補給費補助金 法人 償還補助 H11 H28 1 1

71 観光商工課 小規模小口資金保証料補給費補助金 個人 償還補助 H19 未定 40 40
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72 観光商工課
中小企業東日本大震災復興資金保証料補給
費補助金

個人 償還補助 H23 H33 1,421 1,421

73 観光商工課 中小企業災害復旧資金等利子補給費補助金 個人 償還補助 H25 H43 88 88

74 観光商工課 物産等販売促進活動費補助金 個人 その他補助 H23 未定 400 400

75 観光商工課 しずくいし観光協会運営費補助金 一般社団法人しずくいし観光協会 運営費補助 S30 未定 15,518 15,518

76 観光商工課 鴬宿温泉活性化事業費補助金 鴬宿温泉観光協会 公益事業補助 不明 未定 1,000 1,000

77 観光商工課 雫石よしゃれ祭実行委員会事業費補助金 雫石よしゃれ祭実行委員会 イベント補助 S46 未定 1,900 1,900

78 観光商工課
雫石スキーリゾートエリア連絡協議会事業費補
助金

雫石スキーリゾートエリア連絡協議会 その他補助 H21 未定 1,000 1,000

79 観光商工課
御所湖inしずくいし桜まつり実行委員会事業費
補助金

御所湖inしずくいし桜まつり実行委員会 イベント補助 H28 H28 350 350

80 観光商工課 グリーン・ツーリズム推進協議会事業費補助金 雫石町グリーン・ツーリズム推進協議会 施策的補助 H10 未定 540 540

81 地域整備課 ふるさと景観形成補助金 小日谷地地区景観を守る会 施策的補助 H17 未定 29 29

82 防災課 街路灯整備事業費補助金
上町三町内会 、上駒木野街路灯管理組合、晴山地域公民館 、早坂
納税組合

施策的補助 H24 未定 149 149

83 上下水道課 公共下水道事業補助金 下水道事業会計 運営費補助 H27 未定 29 29

84 地域整備課 空き家改修費補助金 個人 施策的補助 H28 未定 2,088 2,088

85 防災課 婦人消防協力隊運営費補助金 雫石町婦人消防協力隊 運営費補助 S51 未定 450 450

86 学校教育課 大村小学校創立140周年記念事業費補助金 大村小学校創立140周年記念事業実行委員会 その他補助 H28 H28 260 260

87 学校教育課 南畑小学校創立140周年記念事業費補助金 南畑小学校創立140周年記念事業実行委員会 その他補助 H28 H28 92 92

88 学校教育課 大村小学校閉校記念事業費補助金 大村小学校閉校記念事業実行委員会 その他補助 H28 H28 1,000 1,000

89 学校教育課 南畑小学校閉校記念事業費補助金 南畑小学校閉校記念事業実行委員会 その他補助 H28 H28 1,100 1,100
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90 学校教育課 安庭小学校閉校記念事業費補助金 安庭小学校閉校記念事業実行委員会 その他補助 H28 H28 670 670

91 学校教育課 私立幼稚園就園奨励費補助金
学校法人わかば学園、 学校法人大釜学園、学校法人スコーレ、学
校法人白百合学園

制度的補助 ― ― 9,749 3,053 6,696

92 学校教育課 私立幼稚園運営費補助金 学校法人わかば学園 運営費補助 H9 未定 456 456

93 学校教育課 雫石高等学校を支援する会事業費補助金 岩手県立雫石高等学校を支援する会 公益事業補助 H18 未定 50 50

94 学校教育課 雫石高等学校給食提供事業費補助金 岩手県立雫石高等学校教育振興協議会 公益事業補助 H25 未定 790 790

95 学校教育課 雫石高等学校文化交流事業費補助金 岩手県立雫石高等学校教育振興協議会 その他補助 S60 未定 255 255

96 学校教育課 中学校総合体育大会等選手派遣費補助金 雫石町小中学校体育連盟 公益事業補助 不明 未定 10,377 10,377

97 学校教育課 ことばの教室親の会事業費補助金 雫石小学校ことばの教室親の会 公益事業補助 H13 未定 50 50

98 学校教育課 芽ぐみの会事業費補助金 雫石町芽ぐみの会 公益事業補助 H13 未定 30 30

99 生涯学習課 婦人会合併10周年記念事業費補助金 雫石町婦人会 その他補助 H28 H28 350 350

100 生涯学習課 滴石史談会創立50周年記念事業費補助金 滴石史談会 その他補助 H28 H28 100 100

101 生涯学習課 国際交流協会事業費補助金 雫石町国際交流協会 施策的補助 H4 未定 730 730

102 生涯学習課 ドイツ友好都市表敬訪問事業費補助金 雫石町国際交流協会 施策的補助 H13 未定 418 418

103 生涯学習課 雫石菊花会事業費補助金 雫石町菊花会 施策的補助 H21 未定 50 50

104 生涯学習課 裸参り実行委員会事業費補助金 雫石町裸参り実行委員会 公益事業補助 H15 未定 200 200

105 生涯学習課 戸沢サミット事業費補助金 滴石史談会 イベント補助 H28 H28 120 120

106 生涯学習課 御明神夏まつり実行委員会事業費補助金 御明神夏まつり実行委員会 イベント補助 H28 H28 200 200

107 生涯学習課 地域公民館連絡協議会事業費補助金 雫石町地域公民館連絡協議会 運営費補助 H14 未定 100 100
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108 生涯学習課 地域公民館整備事業費補助金 矢用公民館、矢櫃公民館、六区公民館、籬野公民館、安栖公民館 その他補助 H14 未定 1,144 1,144

109 生涯学習課 町民劇場実行委員会事業費補助金 雫石町民劇場実行委員会 運営費補助 H15 未定 800 800

110 生涯学習課
ふるさと民謡舞踊まつり実行委員会事業費補
助金

雫石町ふるさと民謡舞踊まつり実行委員会 イベント補助 H15 未定 100 100

111 生涯学習課 県学童軟式野球選手権大会運営費補助金 一般財団法人雫石町体育協会 イベント補助 H10 未定 200 200

112 生涯学習課 町長杯中学生バレーボール大会運営費補助金 一般財団法人雫石町体育協会 イベント補助 不明 未定 150 150

113 生涯学習課
よしゃれの里雫石グラウンドゴルフ交流大会運
営費補助金

一般財団法人雫石町体育協会 イベント補助 H13 未定 100 100

114 生涯学習課 体育協会事業費補助金 一般財団法人雫石町体育協会 公益事業補助 不明 未定 4,350 4,350

115 生涯学習課 スキー選手強化事業費補助金 一般財団法人雫石町体育協会 その他補助 不明 未定 2,300 2,300

116 生涯学習課 県民体育大会選手派遣費補助金 一般財団法人雫石町体育協会 その他補助 不明 未定 375 375

117 生涯学習課 全日本卓球選手権大会選手派遣費補助金 一般財団法人雫石町体育協会 その他補助 不明 未定 68 68

118 生涯学習課 スポーツ拠点づくり自立促進事業費補助金 一般財団法人雫石町体育協会 その他補助 不明 未定 4,000 4,000 0

119 生涯学習課
ジョイフル・スローピッチ・ソフトボール全国大会
選手派遣費補助金

一般財団法人雫石町体育協会 その他補助 不明 未定 185 185

120 生涯学習課
東北・関東選抜壮年軟式野球大会選手派遣費
補助金

一般財団法人雫石町体育協会 その他補助 不明 未定 93 93

339,402 166,400 173,002合　　計
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