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Nｏ 担当部署 補助金の名称 交付額（円） 補助金交付団体名 補助金の目的

1 総務課
美里町明るい選挙推進協
議会補助金

78,624 美里町明るい選挙推進協議会
　選挙が明るく正しく行われるよう積極的協力、民
主政治の健全な発展に寄与する。

2 まちづくり推進課
美里町後継者対策推進協
議会補助金

330,000 美里町後継者対策推進協議会
　将来のまちづくりの担い手となる後継者の確保を
図るため結婚相談等を行う。

3 まちづくり推進課
地域づくり支援事業補助
金

16,941,866 各行政区 　住民が自ら行う地域づくり事業を支援する。

4 まちづくり推進課
美里町地域婦人会連絡協
議会補助金

150,000 美里町地域婦人会連絡協議会
　地域婦人会の自主的な活動や住みよい地域づく
りの推進を図ることを目的とする。

5 まちづくり推進課
美里町国際交流フェスタ
実行委員会補助金

630,000
美里町国際交流フェスタ実行委員
会

　国際理解の促進及び国際感覚を身に付け、相互
理解と信頼を深めるため、国際交流姉妹都市ウィ
ノナ市をはじめとする、諸外国との交流の活性化
や国際化の町を目指す。

6 まちづくり推進課 美里町文化協会補助金 494,000 美里町文化協会
　文化活動の振興を推進するため、活動団体を支
援する。

7 まちづくり推進課 美里町体育協会補助金 1,734,000
特定非営利活動法人　美里町体
育協会

　加盟団体相互の連絡調整を図り、スポーツ活動
の向上及び健康増進を図るため、運営費の一部を
助成する。

8 まちづくり推進課
美里町スポーツ少年団補
助金

282,000 美里町スポ－ツ少年団
　スポーツを通じて、青少年の心身の健全育成を
図るため、少年団活動を支援する。

9 まちづくり推進課
ひとめぼれマラソン実行委
員会補助金

1,393,000 ひとめぼれマラソン実行委員会
　ひとめぼれ生産地のPRとマラソンを通じてスポー
ツの振興や交流を図るため、大会開催を支援す
る。

10 防災管財課
美里町交通安全推進協議
会補助金

627,000 美里町交通安全推進協議会

　町民総ぐるみの交通安全教育と啓発活動等の推
進に努め、交通事故防止のため交通安全思想の
高揚と交通道徳の育成を図り、安全で住み良い町
づくりに寄与する。

11 防災管財課
美里町交通安全母の会連
合会補助金

240,000 美里町交通安全母の会連合会

　交通安全を願う母親が力を結集して、交通安全
の輪を広げ、交通道徳の高揚を図るため、交通安
全運動を推進し、交通事故のない明るい豊かな社
会の実現に寄与する。

276,800
遠田地区交通安全協会小牛田支
部

161,200 遠田地区交通安全協会南郷支部

13 防災管財課 美里町防犯協会補助金 453,000 美里町防犯協会

　警察活動と協力しながら緊密な連携のもとに円
滑な地域防犯活動を推進するとともに、防犯対策
及び防犯思想の高揚に努め「安全・安心なまちづく
り」に寄与する。

14 防災管財課
消防団後援会連合会補助
金

320,000 美里町消防団後援会連合会
　消防精神を理解し、消防団の活動を達成するた
め、消防団への支援及び全般の世話を行うことを
目的とする。

15 防災管財課
婦人防火クラブ連合会補
助金

560,000 美里町婦人防火クラブ連合会
　火災予防思想等の普及と啓発に努めるととも
に、消防活動の円滑な遂行に協力し、各地区婦人
防火クラブの健全な発展を目的とする。

16 税務課 納税貯蓄組合維持奨励金 636,040 各納税貯蓄組合
　納税貯蓄組合の設立を奨励するとともに、町税
の円滑な納税を期することを目的とする。

17 税務課
納税貯蓄組合連合会補助
金

600,000 美里町納税貯蓄組合連合会
　納税貯蓄組合の研修等を行いながら、組合相互
の連絡や納税思想の普及を図る。

18 税務課 たばこ小売人組合補助金 59,894
古川たばこ販売協同組合小牛田
支部

　たばこの町内購入推進のPR及び販売促進をす
ることで、町たばこ税の確保に繋げる。

19 町民生活課 自衛隊家族会補助金 40,000 美里地区自衛隊家族会 　自衛官募集事務の円滑な推進を図る。

20 町民生活課
公衆衛生組合連合会補助
金

1,220,460 美里町公衆衛生組合連合会
　地区衛生組合の連絡調整を図り、その活動を助
長し、公衆衛生の向上を図る。

21 町民生活課 地区衛生組合補助金 4,048,000 各地区衛星組合 　地区衛生組合の運営及び衛生活動を支援する。

22 産業振興課
美里町シルバー人材セン
ター補助金

10,000,000
公益社団法人　美里町シルバー人
材センター

　高齢者の雇用の安定化及び就業機会の拡大を
図るため、運営費の一部を助成する。

23 産業振興課
園芸生産組織育成事業補
助金

243,000
ＪＡみどりの南郷営農センター園芸
生産協議会

　米以外の作物に転換し農業所得の確保を目指
す農業者を支援し、農業者相互の協力による栽培
技術の向上と、複合的な農業経営の安定を図る。

24 産業振興課
美里町認定農業者連絡協
議会補助金

198,000 美里町認定農業者連絡協議会
　認定農業者の育成及び連携を促進するための
支援を行い、多様な生産者の確保及び農業施策
の円滑な推進を図る。

遠田地区交通安全協会補
助金

　会員の相互協力により交通安全思想の普及と交
通環境の改善を図り、交通事故のない明るい豊か
な社会の実現に寄与する。

防災管財課12
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25 産業振興課 果樹生産振興事業補助金 73,000 ＪＡみどりの北浦梨部会
　町の特産品である梨の栽培技術研究と普及を図
り、生産性の向上と農業経営の安定を図る。

26 産業振興課
北浦梨産地育成推進事業
補助金

153,000 ＪＡみどりの北浦梨部会

　北浦梨生産の規模拡大、省力化につながる新技
術の導入、高樹齢化した樹木の新植、改植を助成
することで、北浦梨の産地育成やブランド化を図
る。

399,000 美里町和牛改良組合

329,000 ＪＡみどりの肥育牛生産組合

28 産業振興課 商工会補助金 16,650,000 遠田商工会
　商工会が行う商工業者への相談、指導、研修等
の事業を支援することにより、商工業者の育成、商
工業の振興を図る。

29 産業振興課
美里町物産観光協会補助
金

1,743,750
一般社団法人　美里町物産観光
協会

　町の物産と観光の振興を図るため、運営費の一
部を助成する。

30 産業振興課
活き生き田園フェスティバ
ル実行委員会補助金

7,200,000
活き生き田園フェスティバル実行
委員会

　町の活性化を図るため、住民参加による物産・観
光イベントを支援する。

31 産業振興課
美里まつり実行委員会補
助金

5,000,000 美里まつり実行委員会
　町の活性化を図るため、住民参加による物産・観
光イベントを支援する。

32 産業振興課
食ってみらin美里開催補
助金

900,000
一般社団法人　美里町物産観光
協会

　「食」のイベントを開催することにより、地域間交
流を促進し、町の活性化を図る。

33 産業振興課
小牛田朝市運営委員会補
助金

40,000 小牛田朝市運営委員会
　３０年以上続いている伝統の朝市を支援し、農産
物をはじめとした各種物産品の販売促進及び販路
拡大を促進する。

34 産業振興課
おんべこ産業まつり実行
委員会補助金

329,385 おんべこ産業まつり実行委員会
　町で生産される農畜産物及び商工業の魅力発
信並びに販路・消費拡大を行うためのイベントを支
援する。

35 健康福祉課
社会福祉協議会運営費補
助金

37,000,000
社会福祉法人　美里町社会福祉
協議会

　各種福祉事業の計画的な推進、町民の社会福
祉活動への参加促進及び地域福祉活動の安定化
を図るため、運営費の一部を助成する。

36 健康福祉課
食生活改善推進員会補助
金

70,000 美里町食生活改善推進員会
　会員相互の資質向上を図り、地域における食生
活改善活動をより充実し、地区住民の健康増進を
進める。

37 教育総務課
美里町小中学校特別支援
教育推進協議会補助金

50,000
美里町内小・中学校特別支援教育
推進協議会

　小・中学校の特別支援学級間の親睦と交流を支
援する。

38 教育総務課
美里町生徒指導連絡協議
会補助金

196,000 美里町生徒指導連絡協議会
　町内の各小・中学校、ＰＴＡが一体となって、生徒
指導活動を通して児童、生徒の健全育成を図る。

39 教育総務課
南郷小学校マーチングバ
ンド活動補助金

600,000
南郷小学校マーチングバンド親の
会

　マーチングバンド活動を通じた文化活動の振興
並びに個性的で活力ある児童の育成を図る。

40 教育総務課
美里町ジュニアリーダー
連絡協議会補助金

70,000
美里町ジュニアリーダー連絡協議
会

　ジュニアリーダーが町内外の関係団体との連携
や情報交換を深め、地域の教育力の向上を目指
す。

41 教育総務課
美里町こどもふれあいま
つり実行委員会補助金

198,000
美里町こどもふれあいまつり実行
委員会

　子どもたちの自主性や協調性の育成を図るた
め、こどもふれあいまつりの運営費の一部を支援
する。

70,000 不動堂神楽保存会

70,000 関根神楽保存会

112,858,019

　地域に伝わる貴重な民俗芸能である神楽の保存
を図り、後世に伝承する為に後継者を育成する。

　各組織の活性化を図ることにより、畜産農家
各々の畜産経営に対する意識の向上を促し、畜産
団体に助成を行い、町の畜産振興を図る。

畜産組織育成補助金

合計

教育総務課 神楽保存会補助金

産業振興課27
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