
（１）基本交付額分 【日野町】

対象事業名 事業名・事業内容
事業費

（千円）
内訳（円）

1

１　主体的な住民活動へ
の支援
（１）地域住民が主体と
なり、地域の振興又は観
光振興につながる活動に
要する経費

【日野町地域活動支援交付金】
　集落や地域などの住民団体等が、
自主的に地域活性化やコミュニ
ティー活動など元気なまちづくりに
資する活動に要する経費に対して、
その費用を助成する。1団体当たり
の交付限度額20万円。

1,118 補助金　1,117,827円

2

１　主体的な住民活動へ
の支援
（３）地域住民が自ら歩
道除雪を行うための活動
の支援に要する経費

【除雪機購入助成事業】
　除雪機を購入しようとする町内の
自治会等に対し、購入費用の一部を
助成する。(費用の2分の1以内、上
限500千円)これにより冬季における
集落の生活路を確保し、町民が安心
して暮らすことが出来る地域社会の
実現に寄与する。

0 補助金 0円

3

３　福祉保健の充実
（４）地域住民の健康増
進を図るために必要な経
費

【歯科保健対策事業】
保育所、小中学校でフッ化物洗口、
ブラッシング指導を行うことで歯科
の健康増進を図る。乳幼児の歯科検
診・フッ素塗布、保護者の歯科検
診・歯科保健指導を個別に行う。歯
科医師謝礼12回、歯科衛生士謝礼15
回、薬代等として消耗品費を計上。

375
謝礼等　280,000円
消耗品費　94,833円

4

３　福祉保健の充実
（４）地域住民の健康増
進を図るために必要な経
費

【幼児健診心理相談員派遣事業】
1歳6か月・2歳・3歳・5歳児健診、
保育所巡回時に心理相談員による育
児相談を切れ目なく行い、保護者の
育児不安の軽減を図る。臨床心理士
謝礼9回を計上。

84 謝礼等　84,000円

5

３　福祉保健の充実
（４）地域住民の健康増
進を図るために必要な経
費

【切れ目のない育児支援】
産後健診・１か月児健診費用の助成
をすることで、産後の経済的負担を
軽減し、育児支援を行う負担金とし
て10件分を計上。

46 負担金　46,010円

6

３　福祉保健の充実
（４）地域住民の健康増
進を図るために必要な経
費

【インフルエンザ助成事業】
1歳から64歳までのインフルエンザ
予防接種費用を助成することにより
インフルエンザの重症化を予防し、
特に保育所・学校での流行を防ぐ。
1歳以上13歳未満は2回分を助成。13
歳以上64歳未満は1回分を助成。自
己負担は1歳以上19歳未満が500円、
19歳以上64歳未満が1,000円とす
る。

1,781 負担金　1,781,010円



（１）基本交付額分 【日野町】

対象事業名 事業名・事業内容
事業費

（千円）
内訳（円）

7

３　福祉保健の充実
（４）地域住民の健康増
進を図るために必要な経
費

【人間ドック・脳ドック助成事業】
生活習慣病、がんなどの早期発見・
早期治療を目的に病院で人間ドッ
ク・脳ドックを実施している。ドッ
ク費用を助成し受診に係る経済的負
担を軽減する。人間ドックは60・
65・70歳を対象。自己負担は10,000
円。脳ドックは40・45・50・55歳を
対象。自己負担は5,000円。病院へ
の委託料を計上。

1,268 負担金　1,268,140円

8

６　農林水産業等の振興
（２）農地の賃借及び農
作業の受託を行う認定農
業者等に対する助成に要
する経費

【担い手への農地集積推進事業】
　担い手の規模拡大に対して交付金
を交付して、農地の担い手への集積
を図る。

460 交付金　460,800円

9

６　農林水産業等の振興
（５）地産地消意識の高
揚及び普及定着を図るた
めの活動及び食育に関す
る取組に要する経費

【そば生産支援事業】
　そばの種子補助を行い、生産意欲
の向上と地域の生産振興を図るとと
もに、そのそばを地元の店で提供す
る。これにより安心安全な食生活を
広め、地域特産品の普及定着を図
る。

275 補助金　275,490円

10

６　農林水産業等の振興
（５）地産地消意識の高
揚及び普及定着を図るた
めの活動及び食育に関す
る取組に要する経費

【鈴原糯生産支援事業】
　町特産品である鈴原糯を栽培、製
造、販売している企業組合に対し
て、種子生産費を助成する。買取価
格差補助。

70 補助金　70,350円

11

６　農林水産業等の振興
（５）地産地消意識の高
揚及び普及定着を図るた
めの活動及び食育に関す
る取組に要する経費

【なたね振興補助事業】
　なたねの種子補助を行う。
　町内にある福祉施設において、な
たねを精製して油を生産販売してお
り、その原料となるなたねを栽培す
ることにより生産意欲の向上を促進
し、地域の生産振興を図るととも
に、生産・販売・消費を地域で行う
ことにより、安心安全な食生活を広
めていく。

131 補助金　130,640円

12

６　農林水産業等の振興
（５）地産地消意識の高
揚及び普及定着を図るた
めの活動及び食育に関す
る取組に要する経費

【海藻肥料補助事業】
　中海でとれた海藻肥料代金に補助
を行い、海藻肥料を使用した農産物
の栽培を振興する。それにより、そ
れらの農産物を地元で消費すること
により地産地消を図るとともに循環
型農業を推進する。

1,413 補助金　1,413,200円

13

６　農林水産業等の振興
（５）地産地消意識の高
揚及び普及定着を図るた
めの活動及び食育に関す
る取組に要する経費

【じゃぶ汁普及事業】
　地場産野菜をたっぷり使用した
じゃぶ汁を普及するため、イベント
での無料提供や商品化実験を地元業
者に委託する。

50 委託料　50,000円
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14

６　農林水産業等の振興
（５）地産地消意識の高
揚及び普及定着を図るた
めの活動及び食育に関す
る取組に要する経費

【特産品支援事業】
　町の特産品を各種イベント等で広
くPRするための助成を行う。

0 補助金　0円

15

６　農林水産業等の振興
（６）県内ふるさと産業
の振興を図ることを目的
として行う設備導入等へ
の助成に要する経費

【販売野菜等種苗費補助事業】
　地場産野菜の生産拡大を図るた
め、生産グループに属する農家に対
して、種苗費を助成する。

636 補助金　636,000円

16

７　人権尊重の社会づく
りの推進
（１）人権問題解決のた
め住民学習を計画又は運
営する人権教育推進員の
設置に要する経費

【人権教育推進員設置事業】
　基本的人権の尊重とあらゆる人権
問題の速やかな解決に資するため、
人権教育推進員を設置する。

2,376

嘱託員報酬　1,777,200円
社会保険掛金　314,139円
雇用保険掛金　18,387円
報奨金　265,903円

17

７　人権尊重の社会づく
りの推進
（２）人権問題解決のた
めの住民の自立支援及び
福祉の向上を図る相談員
の隣保館等への設置に要
する経費

【生活相談員設置事業】
　人権にかかる諸問題に対して適切
な指導助言を行うため生活相談員を
設置する。

2,358

嘱託員報酬　1,753,200円
社会保険掛金　314,139円
雇用保険掛金　18,171円
労働災害保険掛金　6,135
円
報奨金　265,903円

18

８　地域文化、芸術の振
興
（１）民俗芸能、伝統芸
能等の継承又は地域文化
活動の活性化に要する経
費

【あすか組公演パート２及び吹奏楽
等ワークショップ事業】
　主催事業として、昨年観賞された
方からも評価が高く、今年度も見た
いという住民からの声に基づき「あ
すか組公演パート２」～世界を鼓舞
する圧巻の太鼓エンターテイメント
～を開催。地域文化の発展に寄与し
た。
　また昨年度に引き続き、近隣の指
導者から「吹奏楽等ワークショッ
プ」を受け、好評であった「みんな
の音楽祭」の次回開催へ向けて地域
文化活動の活性化を図る。

776

謝礼等　28,000円
印刷製本費　55,998円
手数料　　1,300円
事業委託料　1,188,000円
財源【入場料】　497,000
円

19
９　市町村の自主的な行
政運営

【黒坂納涼まつり、根雨まつり】
　地域の住民が主体となって運営す
る大規模なイベントに要する経費に
対して、その費用を助成する。1団
体当たりの交付限度額30万円。

600 補助金　600,000円
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20
９　市町村の自主的な行
政運営

【日野高校魅力向上事業】
　日野高校－郡内中学－郡内行政－
地域が連携することにより、日野高
校の存在価値を高め、日野高校の魅
力向上を推進するために、コーディ
ネーターを1名雇用し、日野高校、
地域、行政、中学校がともに連携す
る仕組みを構築するための取り組み
を行う。

1,487

嘱託員報酬　2,332,200円
社会保険掛金　396,589円
雇用保険掛金　23,940円
報奨金(嘱託職員)
327,600円
報奨金(委員等)　6,000円
謝礼等　95,400円
費用弁償　96,580円
消耗品費　39,307円
燃料費　44,921円
通信運搬費　93,072円
保険料　4,200円
借上料　220,320円
負担金　　195,000円
合計　6,300,876円
財源【事業負担金（江府
町日南町）】　2,388,000
円

21
９　市町村の自主的な行
政運営

【交通安全対策事業】
　各地域に交通安全指導員を配置
し、交通安全運動期間中の街頭広報
はもとより、日頃から町民の交通安
全への意識向上に努める。活動に係
る費用を計上。

831

その他報酬　505,700円
報奨金　140,400円
消耗品費　62,899円
その他備品　26,892円
負担金　95,000円

22
９　市町村の自主的な行
政運営

【家庭の日推進事業】青少年の健全
育成に家庭が果たす役割の大切さを
再認識し、「家庭の日」の推進と家
族のコミュニケーションを深める
きっかけとなるよう「家庭の日」作
品募集を町青少年育成会主催で行っ
ている。表彰に係る副賞の図書カー
ドと応募者全員へ参加賞の鉛筆を町
から提供する。

71 記念品等　70,830円

23
９　市町村の自主的な行
政運営

【鵜の池マラソン助成事業】
奥日野県立自然公園「鵜の池」で、
第41回鵜の池マラソン大会を開催。
県内外から多数の参加があり、地域
のボランティアなどの支援により、
地域交流の場にもなっている。その
実行委員会へ補助を行う。

550 補助金　550,000円

24
９　市町村の自主的な行
政運営

【ソフトテニス講習会in日野町】
　日野郡小中高校生のソフトテニス
愛好者を対象に国内トッププレイ
ヤー及びチームの監督を講習に招
き、講習会を実施する。直接指導を
受けることにより体力・技術の向上
を図り、友好・親善の輪を広げると
ともに、ソフトテニスでの町おこし
を狙う。

217
謝礼等　150,000円
消耗品費　67,392円
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25
９　市町村の自主的な行
政運営

【学校緊急時非常食整備事業】
町内の小中学校で災害等による給食
が提供できないことを想定し、非常
食を用意し、緊急時に備えるととも
に、一定期間経過した非常食を給食
に提供することでより防災への意識
高揚を図る。

64 消耗品費　63,698円

26
９　市町村の自主的な行
政運営

【日野町子どもの読書推進キャン
ペーン事業】
　家庭・子育て支援室・保育所・小
中高等学校・行政と連携しながら地
域で子ども達の豊かな心をはぐくむ
ための読書を推進し、読書環境の整
備を図る。秋の読書週間に合わせ
て、読む読むキャンペーンやそのま
とめとして読む読むフェスタを開催
する。

44
謝礼等　10,000円
記念品等　33,950円

27
９　市町村の自主的な行
政運営

【ブックスタート・ブックスタート
プラス事業】
　乳幼児から本に親しんでもらうた
め、絵本2冊と木のおもちゃ(手作
り)を手提げ袋(手作り)に入れて健
診時にプレゼントするブックスター
ト事業を年3回実施する。また子育
て支援の一環として、ブックスター
トプラス(3歳児対象)事業にて図書
館でのおはなし会に招待するととも
に、絵本2冊を贈る。

63
記念品等　49,693円
消耗品費　14,147円

28
９　市町村の自主的な行
政運営

【アートスタート事業】
　本格的な生の芸術に触れる機会が
少ない山間地の乳幼児を対象に、特
に心の基礎を形作る時期（0～3歳）
に、すぐれた舞台作品を提供する団
体に助成をする。子どもたちの心が
健やかにまた豊かに育つこと、そし
て親子や家族で触れ合う機会を提供
することにより絆を深めることを目
的とする。

150 補助金　150,000円

29
９　市町村の自主的な行
政運営

【休みの日の子どもの活動支援事業
(英語教室『英語塾　寺子屋』)】
　小学生及び中学生の英語への関心
や英語を学ぶ意欲の向上、また、英
語をツールとしたコミュニケーショ
ン能力を育むことを目的に、休みの
日を使って児童・生徒に学びの場を
提供する英語教室「英語塾　寺子
屋」を開催する。

2,188

謝礼等　2,004,050円
費用弁償　349,020円
財源【受講料】
165,000円



（１）基本交付額分 【日野町】

対象事業名 事業名・事業内容
事業費

（千円）
内訳（円）

30
９　市町村の自主的な行
政運営

【長寿者敬老事業】
　88歳（米寿）及び100歳の方を表
敬訪問し、記念品を贈呈し敬老を祝
う。

142 記念品等　141,588円

31
９　市町村の自主的な行
政運営

【日野町福祉人材確保型奨学金返還
支援事業】
　医療・福祉部門において、町内の
事業所等で働く人材の確保と定住促
進を図るため奨学金の貸与を受け、
返還中の方が日野町内に居住し町内
事業所等で資格に基づく業務に就労
しているとき奨学金の一部に対し補
助する。

813 補助金　812,616円

　　　　　　　　　　　　　計 20,437 20,437,779


