平成23年度桑名市一般会計当初予算補助金・交付金一覧
補助金等の名称

23年度補助予定額

交付先名称

所属名

議会費
桑名市議会政務調査費

18,000,000 会派及び議員

議会事務局

総務費
桑名市友好都市推進事業助成金
桑名市職員通信教育助成金
桑名市職員自主研究グループ助成金
市職員共済組合交付金
桑名市国際交流市民アドバイザー委員会活動事業補助金

員弁川清掃補助金

423,000 桑名市友好都市推進委員会が認定したもの
45,000 個人３件

秘書課
人事課

150,000 自主研究グループ

人事課

2,360,000 桑名市職員共済組合

人事課

420,000 桑名市国際交流市民アドバイザー委員会
40,000 桑員河川漁業協同組合

政策経営課
政策経営課

桑名青色申告会補助金

110,000 桑名青色申告会

税務課

桑名たばこ販売組合運営補助金

720,000 桑名たばこ組合

税務課

桑員納税貯蓄組合連合会補助金

255,000 桑員納税貯蓄組合連合会

税務課

90,000 桑名市各納税貯蓄組合

税務課

桑名市各納税貯蓄組合補助金
桑名市統計協会補助金
桑名市養老鉄道運営維持費補助金

180,000 桑名市統計協会
47,520,000 養老鉄道（株）

財産・情報管理課
商工課

防犯灯設置補助金

2,550,000 各自治会

危機管理課

桑名地域生活安全協会補助金

4,983,000 桑名地域生活安全協会

危機管理課

桑名人権擁護委員協議会運営補助金

569,000 桑名人権擁護委員協議会

桑名市人権センター

桑名市人権擁護委員会運営補助金

260,000 桑名市人権擁護委員会

桑名市人権センター

桑名市人権啓発推進会連合会補助金

80,000 桑名市人権啓発推進会連合会

桑名市人権センター

地区人権啓発推進会運営補助金

150,000 桑部地区人権啓発推進会

桑名市人権センター

地区人権啓発推進会運営補助金

150,000 在良地区人権啓発推進会

桑名市人権センター

地区人権啓発推進会運営補助金

150,000 城南地区人権啓発推進会

桑名市人権センター

地区人権啓発推進会運営補助金

150,000 修徳地区人権啓発推進会

桑名市人権センター

地区人権啓発推進会運営補助金

150,000 久米地区人権啓発推進会

桑名市人権センター

地区人権啓発推進会運営補助金

150,000 筒尾地区人権啓発推進会

桑名市人権センター

地区人権啓発推進会運営補助金

150,000 大成地区人権啓発推進会

桑名市人権センター

地区人権啓発推進会運営補助金

150,000 七和地区人権啓発推進会

桑名市人権センター

地区人権啓発推進会運営補助金

150,000 日進地区人権啓発推進会

桑名市人権センター

地区人権啓発推進会運営補助金

150,000 深谷地区人権啓発推進会

桑名市人権センター

地区人権啓発推進会運営補助金

150,000 立教地区人権啓発推進会

桑名市人権センター

地区人権啓発推進会運営補助金

150,000 益世地区人権啓発推進会

桑名市人権センター

地区人権啓発推進会運営補助金

150,000 多度地区人権啓発推進会

桑名市人権センター

地区人権啓発推進会運営補助金

150,000 長島地区人権啓発推進会

桑名市人権センター

地区人権啓発推進会運営補助金

150,000 大和地区人権啓発推進会

桑名市人権センター

地区人権啓発推進会運営補助金

150,000 精義地区人権啓発推進会

桑名市人権センター

地区人権啓発推進会運営補助金

150,000 星見ヶ丘地区人権啓発推進会

桑名市人権センター

地区人権啓発推進会運営補助金

150,000 城東地区人権啓発推進会

桑名市人権センター

地区人権啓発推進会運営補助金

150,000 人権啓発推進会(地区未定）

桑名市人権センター

自治会活動運営交付金

57,050,000 桑名市自治会連合会

市民協働課

自治会活動運営交付金

2,985,000 桑名市自治会連合会

市民協働課

ふれあいまちづくり推進事業
まちづくり活動補助金

11,600,000 日進地区自治会連合会他
1,000,000 市民活動団体

市民協働課
市民協働課

民生費
桑名空襲遺族会補助金
桑名市遺族会交付金
地域福祉推進事業補助金
心配ごと相談所運営費補助金

100,000 桑名空襲遺族会
1,400,000 桑名市遺族会

福祉総務課
福祉総務課

44,643,000 社会福祉法人桑名市社会福祉協議会

福祉総務課

531,000 社会福祉法人桑名市社会福祉協議会

福祉総務課
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補助金等の名称
社会福祉大会補助金

23年度補助予定額

交付先名称

326,000 社会福祉法人桑名市社会福祉協議会

所属名
福祉総務課

高齢者生きがい対策事業補助金

100,000 社会福祉法人桑名市社会福祉協議会

福祉総務課

社会福祉協議会土地建物購入資金に伴う元利補給補助金

804,000 社会福祉法人桑名市社会福祉協議会

福祉総務課

6,516,000 社会福祉法人桑名市社会福祉協議会

福祉総務課

184,000 社会福祉法人桑名市社会福祉協議会

福祉総務課

78,560,000 社会福祉法人桑名市社会福祉協議会

福祉総務課

民生委員児童委員協議会交付金
伊勢湾台風犠牲者を祭る会補助金
社会福祉協議会交付金
保護司会補助金
青少年更正保護事業交付金

720,000 桑名市保護司会
30,000 桑名市更生保護婦人会

福祉総務課
福祉総務課

ささえあいくらぶ事業費補助金

200,000 特定非営利活動法人MCサポートセンターみっくみえ

子ども家庭課

桑名市学童保育事業補助金

244,000 社会福祉法人自立共生会児童クラブパンの木

子ども家庭課

桑名市学童保育事業補助金

100,000 社会福祉法人自立共生会児童クラブくわなっ子

子ども家庭課

桑名市学童保育事業補助金

100,000 大山田学童保育所クレヨン

子ども家庭課

桑名市学童保育事業補助金

1,180,000 ひまわり学童クラブ

子ども家庭課

桑名市学童保育事業補助金

424,000 七和学童クラブ

子ども家庭課

桑名市学童保育事業補助金

532,000 放課後サークルみえちゃん家

子ども家庭課

桑名市学童保育事業補助金

1,420,000 学童保育所たんぽぽ学童クラブ

子ども家庭課

桑名市学童保育事業補助金

1,672,000 学童保育所ウイング

子ども家庭課

桑名市学童保育事業補助金

136,000 学童保育所どんぐり

子ども家庭課

桑名市学童保育事業補助金

700,000 学童保育所うりんこ

子ども家庭課

桑名市学童保育事業補助金
保育児童委託協力費補助金 他５
私立保育所ＡＥＤ設置事業補助金

280,000 大山田東学童保育所じゃんぼ
67,696,000 市内私立保育園17箇所
3,600,000 私立保育園９箇所

子ども家庭課
子ども家庭課
子ども家庭課

私立保育園園舎建設費補助金

30,000 社会福祉法人日の出福祉会

子ども家庭課

私立保育園園舎建設費補助金

108,000 社会福祉法人日の出福祉会

子ども家庭課

地域子育て支援センター事業補助金

5,630,000 松岡医院

子ども家庭課

地域子育て支援センター事業補助金

8,064,000 社会福祉法人耕逸山児童福祉会

子ども家庭課

子育て子育ち地域カフェ応援事業補助金

200,000 ボランティア団体

子ども家庭課

桑名市コウノトリ支援事業

3,660,000 個人80件

子ども家庭課

桑名市特定不妊治療費助成

1,443,000 個人17件

子ども家庭課

児童養護施設建設費補助金

919,000 社会福祉法人アパティア福祉会

子ども家庭課

桑名市母子寡婦福祉会補助金

498,000 桑名市母子寡婦福祉会

子ども家庭課

母子家庭自立支援教育訓練給付金

42,000 個人２件

子ども家庭課

5,076,000 個人４件

子ども家庭課

災害共済給付金

300,000 個人60件

子ども家庭課

桑名市母子寡婦福祉会補助金

183,000 桑名市母子寡婦福祉会

子ども家庭課

母子家庭高等技能訓練促進費

高齢者労働能力活用事業補助金
桑名市老人クラブ連合会補助金

20,000,000 公益社団法人桑名市シルバー人材センター

介護・高齢福祉課

2,265,495 桑名市老人クラブ連合会

介護・高齢福祉課

987,000 桑名市老人クラブ連合会

介護・高齢福祉課

桑名市老人クラブ助成費

6,500,000 桑名市老人クラブ連合会

介護・高齢福祉課

桑名市老人クラブ助成費（重点配分）

1,100,000 桑名市老人クラブ連合会

介護・高齢福祉課

運営費補助

235,000 益世地区社会福祉協議会

介護・高齢福祉課

運営費補助

450,000 在良地区社会福祉協議会

介護・高齢福祉課

運営費補助

500,000 城南地区社会福祉協議会

介護・高齢福祉課

運営費補助

405,000 大和地区社会福祉協議会

介護・高齢福祉課

運営費補助

500,000 大成地区社会福祉協議会

介護・高齢福祉課

運営費補助

450,000 桑部地区社会福祉協議会

介護・高齢福祉課

運営費補助

405,000 筒尾地区社会福祉協議会

介護・高齢福祉課

運営費補助

450,000 日進地区社会福祉協議会

介護・高齢福祉課

運営費補助

450,000 精義地区社会福祉協議会

介護・高齢福祉課

桑名市老人クラブ連合会補助金（健康づくり事業）
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補助金等の名称
運営費補助
特別養護老人ホーム建設費補助金

23年度補助予定額

交付先名称

450,000 大山田地区社会福祉協議会
1,700,000 社会福祉法人アパティア長島会

所属名
介護・高齢福祉課
介護・高齢福祉課

特別養護老人ホーム建設費補助金

43,125 社会福祉法人花園福祉会

介護・高齢福祉課

ふれあいサロン実施事業補助金

40,000 ふれあいサロンかとり

介護・高齢福祉課

ふれあいサロン実施事業補助金

40,000 戸津老人クラブ睦寿会ふれあいサロン

介護・高齢福祉課

ふれあいサロン実施事業補助金

36,600 ふれあいサロン多度自治会長会

介護・高齢福祉課

ふれあいサロン実施事業補助金

40,000 美鹿ふれあいサロン

介護・高齢福祉課

ふれあいサロン実施事業補助金

40,000 ふれあいサロン福寿会

介護・高齢福祉課

ふれあいサロン実施事業補助金

36,600 小山ふれあいサロン

介護・高齢福祉課

ふれあいサロン実施事業補助金

40,000 柚井ふれあいサロン

介護・高齢福祉課

社会福祉法人等利用者負担減免事業費補助金
訪問介護員資格取得費助成金
施設整備費補助
運営費補助

18,000 社会福祉法人
800,000 個人20件

介護・高齢福祉課
介護・高齢福祉課

5,000,000 地区社会福祉協議会

介護・高齢福祉課

800,000 地区社会福祉協議会

介護・高齢福祉課

地域密着型介護老人福祉施設整備費補助金

31,650,000 有限会社ふるさと

介護・高齢福祉課

地域密着型介護老人福祉施設整備費補助金

31,050,000 有限会社スイート

介護・高齢福祉課

地域密着型介護老人福祉施設整備費補助金

3,420,000 社会福祉法人自立共生会

介護・高齢福祉課

地域密着型介護老人福祉施設整備費補助金

5,337,000 医療法人 社団 青藍会

介護・高齢福祉課

地域密着型介護老人福祉施設整備費補助金

2,637,000 有限会社FUCO

介護・高齢福祉課

身体障害者福祉協会補助金

1,150,000 桑名市身体障害者福祉協会

障害福祉課

障害者団体連絡協議会補助金

250,000 桑名市障害者団体連絡協議会

障害福祉課

肢体不自由児保護者会補助金

300,000 桑名市肢体不自由児保護者会

障害福祉課

手をつなぐ親の会補助金

300,000 桑名市手をつなぐ親の会

障害福祉課

30,000 桑名自閉症児者親の会

障害福祉課

知的障害者更生施設等建設費補助金

465,400 社会福祉法人九華福祉会

障害福祉課

知的障害者更生施設等建設費補助金

222,967 社会福祉法人鈴風会

障害福祉課

福祉の店「わくわく」補助金

596,400 福祉の店「わくわく」

障害福祉課

桑名しぐれ会補助金

250,000 桑名しぐれ会（精神障害者家族の会）

障害福祉課

桑名自閉症児者親の会補助金

桑名市障害者通所施設整備費補助金

10,000,000 有限会社すずらん

障害福祉課

桑名市障害者通所施設整備費補助金

2,500,000 NPO法人夢工房

障害福祉課

桑名市障害者通所施設整備費補助金

2,500,000 社会福祉法人桑名みどり福祉会

障害福祉課

桑名市家庭用新エネルギー普及支援事業費補助金

3,000,000 個人100件(太陽光発電設備設置：100件)

環境政策課

各種団体事業費補助金

1,500,000 部落解放同盟深谷支部

同和課

各種団体事業費補助金

200,000 部落解放同盟南松ヶ島支部

同和課

各種団体事業費補助金

100,000 全日本同和会三重県連合会桑名支部

同和課

桑名市交通安全母の会連絡協議会補助金

648,000 桑名市交通安全母の会連絡協議会

危機管理課

地域防犯活動団体補助金

600,000 多度西地区防犯協議会ほか８件

危機管理課

衛生費
病院群輪番制病院運営費補助金
桑名医師会立桑名看護専門学校運営費補助金

24,864,000 桑名市民病院ほか３件
500,000 桑名医師会立桑名看護専門学校

健康づくり課
健康づくり課

桑名市健康推進員活動事業交付金

2,050,000 桑名市健康推進員会

健康づくり課

桑名市妊婦一般健康診査費助成金

8,784,000 個人135件

健康づくり課

桑名市犬又は猫の避妊及び去勢手術費補助金

1,975,000 個人790件

環境政策課

桑名市公衆浴場に対する補助金
生ごみ処理機等購入費補助金
桑名市浄化槽設置整備事業補助金

500,000 七里のわたしゆ、大島共同浴場
3,000,000 個人125件
50,000,000 個人135件

環境政策課
廃棄物対策課
業務管理課

労働費
桑員地区労働者福祉協議会補助金
多度町勤労者会助成金

1,124,000 桑員地区労働者福祉協議会
270,000 多度町勤労者会
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商工課
商工課

補助金等の名称

23年度補助予定額

交付先名称

所属名

長島町勤労者会助成金

457,000 長島町勤労者会

商工課

就労支援事業補助金

360,000 桑名商工会議所

商工課

農林水産業費
農業経営基盤強化資金利子補給補助金

19,000 三重県信用農業協同組合連合会

農林水産課

農業経営基盤強化資金利子補給補助金

69,000 日本政策金融公庫名古屋支店農林水産事業

農林水産課

農業経営近代化促進事業補助金

2,440,000 JAくわな

農林水産課

農業経営近代化促進事業補助金

448,000 JAながしま

農林水産課

ふるさと創生市民農業まつり開催事業補助金

810,000 JAくわな

農林水産課

農業共済事業基礎組織活動補助金
景観形成作物栽培事業補助金
畜産振興対策事業補助金
温室園芸組合事業補助金

2,850,000 桑員農業共済組合
725,000 営農組合等
58,500 桑名市畜産振興対策事業協議会
360,000 桑名市温室園芸組合

農林水産課
農林水産課
農林水産課
農林水産課

植木生産研究事業補助金

40,500 桑名市植木生産振興組合

農林水産課

自然薯生産研究事業補助金

40,500 JA桑名自然薯部会

農林水産課

トマト栽培改善事業補助金

360,000 長島町園芸組合

農林水産課

農作業受委託促進事業補助金

360,000 みらい耕社

農林水産課

農地利用集積特別対策事業（農地利用集積事業）補助金

960,000 みらい耕社

農林水産課

農作物販売促進研究事業補助金

200,000 三重長島農業協同組合

農林水産課

振興野菜産地育成対策事業補助金

180,000 三重長島農業協同組合

農林水産課

なばな栽培改善事業補助金

150,000 三重長島農業協同組合

農林水産課

病害虫広域防除事業補助金

400,000 三重長島農業協同組合

農林水産課

野菜産地指導育成事業補助金

90,000 JA長島女性部

農林水産課

土地改良区合同事務協議会運営補助金

364,500 多度町土地改良区合同事務協議会

農林水産課

環境保全型農業直接支払事業費

600,000 各農業者

農林水産課

貝類放流事業補助金

450,000 赤須賀漁業協同組合

農林水産課

貝類放流事業補助金

530,000 桑北漁業協同組合

農林水産課

海苔人工採苗事業補助金

450,000 城南漁業協同組合

農林水産課

桑名名産蛤種苗確保育成対策事業補助金

1,800,000 赤須賀漁業協同組合

農林水産課

冷凍海苔網導入事業補助金

1,485,000 伊曽島漁業協同組合

農林水産課

種苗施設等改良事業補助金

720,000 伊曽島漁業協同組合

農林水産課

海苔貝類生産研究活動事業補助金

90,000 城南漁業協同組合海苔研究部会

農林水産課

漁業経営近代化促進事業補助金

711,000 漁業者

農林水産課

漁業後継者育成事業補助金

201,000 漁業者

農林水産課

漁業まつり助成事業補助金

200,000 赤須賀漁業協同組合

農林水産課

揚水機維持管理補助金

2,600,000 各農家組合等

農林水産課

土地改良区施設維持管理費補助金

1,769,000 各土地改良区

農林水産課

商工費
くわな大物産展補助金

500,000 桑名商工会議所

商工課

桑名鉄工組合補助金

300,000 桑名鉄工協同組合

商工課

2,000,000 ㈱まちづくり桑名

商工課

企業家創業支援事業補助金
エキトピア２０１１実行委員会

500,000 エキトピア2011実行委員会

商工課

桑名商工会議所等補助金

21,250,000 桑名三川商工会

商工課

桑名商工会議所等補助金

6,000,000 桑名商工会議所

商工課

桑名市商店街連合会補助金

800,000 桑名市商店街連合会

商工課

桑名鉄工協同組合青年部補助金

200,000 桑名市鉄工協協同組合青年部会

商工課

商店街共同施設設置助成金

100,000 申請商店街

商工課

商店街活性化助成金

2,890,000 ㈱まちづくり桑名

商工課

桑員労働対策協議会補助金

200,000 桑員労働対策協議会

商工課

鋳物生産技術協議会補助金

392,000 鋳物生産技術協議会

商工課
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補助金等の名称
三重県鋳物工業協同組合青年部補助金
サンダル履物見本市開催事業補助金

23年度補助予定額

交付先名称

200,000 三重県鋳物工業協同組合青年部会

所属名
商工課

1,600,000 桑名サンダル履物協同組合

商工課

サンダル商品開発部補助金

225,000 桑名サンダル商品開発部

商工課

桑名発明会補助金

350,000 桑名発明会

商工課

小規模事業資金保証料補給金
中小企業近代化及び高度化事業助成金
多度町商工業経営近代化資金利子補給金
長島町産業関係制度資金利子補給金
企業立地奨励金

3,750,000 三重県小規模事業資金制度利用者
200,000 対象制度利用者

商工課
商工課

300,000 桑名三川商工会

商工課

2,900,000 桑名三川商工会

商工課

173,988,000 企業等誘致奨励金７社

商工課

鋳物新製品開発事業補助金

1,000,000 三重県鋳物工業協同組合

商工課

観光協会補助金

1,310,000 桑名市観光協会

観光課

観光協会補助金

6,500,000 多度町観光協会

観光課

観光協会補助金

3,400,000 長島町観光協会

観光課

御台所祭助成金

1,000,000 御台所祭実行委員会

観光課

3,000,000 個人・法人５件

都市整備課

4,350,000 自主防災組織

防災対策課

土木費
桑名市重点密集市街地における空家老朽住宅等除却事業補助金

消防費
桑名市自主防災組織育成事業補助金
桑名市耐震シェルター等設置事業補助金

500,000 個人２件

防災対策課

桑名市木造住宅耐震補強事業補助金

9,600,000 個人10件

防災対策課

桑名市木造住宅耐震補強計画策定事業補助金

1,600,000 個人10件

防災対策課

消防団活性化事業補助金

400,000 桑名市消防団

消防本部総務課

消防団交付金

375,000 桑名市消防団

消防本部総務課

消防施設整備補助金

800,000 自治会

消防本部総務課

教育費
私立学校助成補助金

1,732,000 学校法人暁学園

教育総務課

私立学校助成補助金

1,324,000 学校法人津田学園

教育総務課

私立学校助成補助金

372,000 学校法人エスコラピオス学園

教育総務課

私立学校助成補助金

268,000 学校法人メリノール女子学院

教育総務課

私立学校助成補助金

120,000 学校法人大橋学園

教育総務課

私立学校助成補助金

24,000 学校法人享栄学園

教育総務課

私立学校助成補助金
三重県立桑名高等学校定時制教育振興会助成金

1,800,000 学校法人聖華学園マリア・モンテッソーリ幼稚園ほか５件 教育総務課
260,000 三重県立桑名高等学校定時制教育振興会

教育総務課

私立幼稚園就園奨励費補助金

20,454,000 学校法人津田学園津田大山田幼稚園

教育総務課

私立幼稚園就園奨励費補助金

11,683,000 学校法人津田学園津田桑名幼稚園

教育総務課

私立幼稚園就園奨励費補助金

12,180,000 学校法人水谷学園くわな幼稚園

教育総務課

私立幼稚園就園奨励費補助金

13,997,000 学校法人福徳学園コスモス幼稚園

教育総務課

私立幼稚園就園奨励費補助金

2,024,000 学校法人聖華学園マリア・モンテッソーリ幼稚園

教育総務課

私立幼稚園就園奨励費補助金

900,000 学校法人愛育学園弥富はばたき幼稚園

教育総務課

私立幼稚園就園奨励費補助金

871,000 学校法人暁学園暁幼稚園

教育総務課

私立幼稚園就園奨励費補助金

303,000 学校法人グレイス学園めぐみの園幼稚園

教育総務課

私立幼稚園就園奨励費補助金

48,000 学校法人まきば学園まきば幼稚園

教育総務課

桑名市中学校体育連盟運営費補助金

2,495,300 桑員中学校体育連盟

学校教育課

全国・東海・三重県大会参加助成金

3,500,000 市内中学校

学校教育課

桑名郡市小中学校長会補助金

200,000 桑名郡市小中学校長会

学校教育課

私立幼稚園児健康診断補助金

880,000 桑名市内私立幼稚園

学校教育課

学校医研修補助金

170,000 桑名医師会学校医会

学校教育課

15,400,000 市内小中学校・幼稚園

学校教育課

災害共済給付金
桑名市小学校給食事業補助金

1,826,000 桑名市小学校長会
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学校教育課

補助金等の名称
桑名市婦人会連絡協議会運営補助金
桑名市ＰＴＡ連合会運営補助金

23年度補助予定額

交付先名称

所属名

570,000 桑名市婦人会連絡協議会

生涯学習課

641,000 桑名市PTA連合会

生涯学習課

桑名市子ども会育成者連絡協議会補助金

2,044,000 桑名市子ども会育成者連絡協議会

生涯学習課

桑名市青少年育成市民会議運営補助金

4,598,000 桑名市青少年育成市民会議

生涯学習課

ボーイスカウト補助金

27,000 日本ボーイスカウト三重連盟桑名第３団

生涯学習課

ガールスカウト補助金

27,000 ガールスカウト日本連盟三重県支部第９団

生涯学習課

60,000 桑名青年会議所

生涯学習課

青年の船参加者補助金
和く輪くウィークエンド運営補助金

598,000 和く輪くウィークエンド推進連絡協議会

生涯学習課

和く輪くウィークエンド運営補助金

475,000 北部和く輪くウイークエンド連絡推進協議会

生涯学習課

和く輪くウィークエンド運営補助金

665,000 中部和く輪くウイークエンド連絡推進協議会

生涯学習課

和く輪くウィークエンド運営補助金
青少年国際交流助成金

475,000 伊曽島和く輪くウイークエンド連絡推進協議会
1,000,000 個人

生涯学習課
生涯学習課

桑名市地区補導員会連絡協議会補助金

283,000 桑名市地区補導員会連絡協議会

生涯学習課

桑名ふれあい実行委員会運営補助金

400,000 桑名ふれあい実行委員会

生涯学習課

体育協会運営補助金

9,185,000 桑名市体育協会

スポーツ少年団補助金

7,811,000 桑名市スポーツ少年団

生涯学習課

スポーツ大会参加助成金

1,425,000 桑名市体育協会

生涯学習課

桑名市総合型地域スポーツ支援事業費補助金

1,400,000 TAFスポミンクラブ

生涯学習課

桑名市総合型地域スポーツ支援事業費補助金

300,000 申請団体

生涯学習課

生涯学習課

多度地区運動会実行委員会運営補助金

3,800,000 多度大運動会実行委員会

生涯学習課

長島地区運動会実行委員会運営補助金

4,051,000 長島町体育大会実行委員会

生涯学習課

B&G全国ジュニア水泳競技大会補助金

655,000 個人30件

生涯学習課

桑名市総合型地域スポーツ支援事業費補助金

2,000,000 スポーツステーション多度

生涯学習課

桑名市同和教育研究推進協議会補助金

1,000,000 桑名市同和教育研究推進協議会

同和教育課

語学指導助手招致事業補助金

4,540,000 桑名市中学校校長会

指導課

くわな生き生き教育研究協議会

540,000 くわな生き生き教育研究協議会

指導課

クロガネモチ保護補助金

27,000 クロガネモチ保護保存会

文化課

天武天皇足洗井戸保存管理補助金

27,000 天武天皇足洗井戸保護保存会

文化課

白魚塚保存管理補助金

27,000 白魚塚保護保存会

文化課

有王塚保存管理補助金

27,000 有王塚保護保存会

文化課

七里の渡保存管理補助金

60,000 七里の渡保存会

文化課

八重垣神社大門祭補助金

27,000 八重垣神社大門祭保存会

文化課

135,000 赤須賀神明社石取祭保存会

文化課

赤須賀神明社石取祭補助金
春日神社石取祭補助金
伊勢大神楽補助金

1,170,000 春日神社石取祭保存会

文化課

180,000 伊勢大神楽保存会

文化課

詩かるた補助金

27,000 詩かるた保存会

文化課

ヒメタイコウチ保護補助金

77,000 ヒメタイコウチ保存会

文化課

伊勢両宮常夜灯維持管理補助金
多度大社上げ馬神事保存事業補助金

27,000 伊勢両宮常夜灯維持管理補助金
1,050,000 多度自治会ほか６件

文化課
文化課

多度のイヌナシ自生地補助金

20,000 個人１件

文化課

日本武尊尾津前御遺跡補助金

20,000 御衣野自治会

文化課

美鹿の神明スギ補助金

20,000 美鹿自治会

文化課

徳蓮寺の小絵馬補助金

20,000 下野代自治会

文化課

宇賀神社シイの森補助金

20,000 柚井自治会

文化課

多度観音堂補助金

20,000 多度自治会

文化課

宝暦治水史跡補助金

20,000 常音寺

文化課

沢地経塚補助金

10,000 力尾老人クラブ

文化課

10,000 個人１件

文化課

300,000 猪飼自治会

文化課

ダルマ窯補助金
多度大社上げ馬神事馬具等整備補助金
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補助金等の名称

23年度補助予定額

交付先名称

所属名

水郷輪中太鼓

300,000 水郷輪中太鼓

文化課

三町石取祭補助金

135,000 中町自治会他２町

文化課

阿弥陀如来立像等補助金

40,000 平方自治会

文化課

旧長島城大手門補助金

27,000 蓮生寺

文化課

沓履子安延命地蔵補助金

27,000 光岳寺

文化課

松尾芭蕉新真蹟懐紙補助金

40,000 大智院

文化課

北島獅子舞補助金
桑名市文化協会育成補助金

150,000 北島獅子舞保存会
1,500,000 桑名市文化協会

文化課
文化課

諸戸家住宅保存整備事業補助金

10,627,000 （財）諸戸会

文化課

諸戸氏庭園保存整備事業補助金

3,665,000 （財）諸戸会

文化課

諸戸氏庭園飾り井戸修理補助金

150,000 （財）諸戸会

徳川家康坐像修理補助金

69,000 春日神社
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文化課
文化課

