
令和３年度　補助金支出額一覧

令和３年度 令和２年度

笠岡地区保護司会補助金 保護司の職務の円滑かつ効果的な遂行を図る 総務課 112,500 112,500

更生保護女性会補助金
更生保護事業の推進及び犯罪予防と明るい社会を構築する
団体への支援を図る

総務課 75,000 75,000

倉敷検察審査協会補助金 検察審査会制度の目的とする団体への支援を図る 総務課 18,000 18,000

出産支給付金
コロナ禍の影響を受けつつ出産した父母を支援するため、新
生児を対象に出産支援金10万円を給付する

秘書政策課 17,600,000 16,500,000

結婚新生活支援事業費補助金
低所得者の婚姻に伴う新生活を支援することにより地域にお
ける少子化対策の強化に資することを目的として、新規に婚
姻した世帯に対して住居費及び引越し費用の一部を補助する

秘書政策課 1,643,928

バス路線維持費補助金
地域住民の生活に必要な交通手段としてのバス路線の維持
及び確保を図るため、路線バスを運行する乗合バス事業者に
対し、補助金を交付する

地域創造課 4,917,779 5,771,608

コミュニティ施設整備補助金
コミュニティづくりを支援するため、コミュニティ施設の整備を行
う自治組織に対し、補助を行う

地域創造課 1,821,747 8,274,414

コミュニティ広場整備補助金
コミュニティづくりの推進を図るため、近隣住民の自主活動に
利用する身近な広場の整備等を行う自治組織に対し、補助金
を交付する

地域創造課 2,217,728 2,335,334

コミュニティ助成事業補助金
自治総合センターが行う一般コミュニティ助成事業を実施した
自治組織を単位とする地域に対し補助金を交付する

地域創造課 0 2,500,000

地区交付金
市内各地区の地区活動を活発化し明るく健康で住み良いまち
づくりを推進する

地域創造課 9,293,680 8,194,637

市民提案型協働支援事業補助金
住民組織や市民活動団体が行う、市役所と協働により、公共
の利益につながる事業に対し、審査を経て補助金を交付する

地域創造課 278,114 632,064

地域支援事業補助金 地域支援員が活動に必要な費用について交付する 地域創造課 721,793 1,590,824

地域おこし協力隊活動補助金 地域おこし協力隊が活動に必要な費用について交付する 地域創造課 1,777,113 1,160,000

地域おこし協力隊起業支援補助金 現・元地域おこし協力隊が起業等に必要な費用について交付する 地域創造課 0 1,000,000

交通安全母の会補助金 市内の交通安全に対する意識の向上、交通安全啓発活動の推進する くらし安全課 65,000 59,603

幼児交通安全クラブ補助金 市内の交通安全に対する意識の向上、交通安全啓発活動の推進する くらし安全課 53,299 60,000

消防団員福祉共済制度加入補助
金

日本消防協会消防団員福祉共済制度により消防団員が死
亡・事故等により障害・入院した場合に補償を行う

くらし安全課 2,517,840 2,535,624

自主防災組織活動補助金 市内の自主防災組織の育成及び地域防災力の強化に資する くらし安全課 3,326,650 2,555,600

消防施設整備補助金
消防施設の整備強化の促進を図るため、消防施設を整備しよ
うとする浅口市消防団該当部に対し補助金を交付する

くらし安全課 3,455,898 8,264,860

たばこ小売人組合補助金
売上げ増加によるたばこ税の増収を図るとともに愛煙家のマ
ナー向上や未成年者喫煙防止などに取組み、たばこ販売業者
としての社会的責任を果たす

税務課 110,000 110,000

笠岡雇用開発協会補助金
笠岡公共職業安定所管内（井原市を除く）の産業界における
中高年齢者の雇用の安定、新規学卒労働者の確保等に関す
る事業を行い、管内の住民の福祉の向上と産業の発展に寄

市民課 100,000 100,000

新規学卒者雇用奨励助成金
新規学卒者を雇用した事業主に対する支援措置として、予算
の範囲内において助成金を交付することにより、若年者の雇
用機会の拡大と地元への定住促進を図る

市民課 300,000 200,000

環境衛生協議会補助金
住民の自主的な地域美化活動の推進を図り、明るく住みよい
まちづくりに寄与する

環境課 1,482,000 1,482,000

生ごみ処理機購入補助金
家庭から出される生ごみの減量化及び堆肥化による資源の有
効利用を図る

環境課 1,774,500 623,700

生活を見直す会補助金
ボカシ生産・販売配付活動やごみ減量化広報活動を中心に活
動している団体であり、ごみ減量化対策として有効であるため

環境課 30,000 50,000

火葬補助金
墓地埋葬法により、火葬場の使用が公衆衛生その他公共の
福祉の見地から推奨されており、これに資する

環境課 9,177,000 9,143,000

共同墓地環境整備補助金
共同墓地の維持管理のため、墓地占用道路、排水路及び給
水施設の整備工事費用を補助

環境課 148,000 549,000

ごみステーション補助金
ごみステーションの整備促進と美化運動を図り、市の美化及び
ごみ処理の効率化に資する

環境課 2,334,686 1,032,432

水道会計補助金
倉敷と西南水道の受水費の差額を補填するための補助。及び
水道の拡張企業債への補填。

環境課 103,411,337 116,326,379

生活排水処理施設補助金 住宅団地における生活排水処理の円滑な管理運営を図る 環境課 838,200 838,200

社会福祉協議会補助金 社会福祉法に基づき設置された社会福祉協議会の運営補助 社会福祉課 64,246,000 63,415,000

民生委員協議会補助金 民生委員児童委員活動による地域福祉の向上 社会福祉課 6,773,454 7,019,644

渇水対策費補助金
渇水対策事業の一環として、浅口市鴨方町小坂東日原地区
に対し井戸ポンプの電気料等を補助する

社会福祉課 0 16,908

シルバー人材センター運営費補助
金

市内高年齢者の就業触診、生きがいの充実、社会参加、健康
維持

社会福祉課 16,340,000 16,340,000

障害者移動助成事業補助金
人工透析患者における透析治療のための通院にかかる交通
費の一部を助成することにより、人工透析患者の経済的負担
の軽減と社会参加の促進を図る

社会福祉課 2,866,500 2,977,000

在宅酸素療法者助成事業補助金
在宅酸素療法を必要とする呼吸器機能障害者に対し、酸素濃
縮器の使用にかかる電気料金の一部を助成することにより、
経済的負担を軽減するとともに、社会復帰等の促進を図る

社会福祉課 74,000 59,000

補助金額
所属名補助金名 補助金の目的
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難聴児補聴器購入費等助成金
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度及び中等度の難
聴児に対して、補聴器の購入に要する費用の一部を助成し、
難聴児の健全な発育を支援し、福祉の増進に資する

社会福祉課 339,800 94,500

自動車運転免許取得・改造助成金
自動車の改造が必要な身体障害者に対し、費用の一部を助
成することで、外出及び就労等を容易にし、社会参加の促進を

社会福祉課 0 300,000

レスパイトサービス事業補助金

医療的ケア児者及び重症心身障害児者等とその家族が安心
して生活できるよう、在宅で医療的ケア児者の介護等を行う家
族の緊急字の受け入れ体制の確保等を図るため、短期入所
事業所の設置者に対して予算の範囲内において補助金を交

社会福祉課 288,000 180,000

地域医療介護総合確保基金事業
費補助金(介護施設等整備分)

病床の機能分化及び連携に伴って増加する退院患者に対応
しつつ、今後急増する高齢単身世帯、夫婦のみの世帯、認知
症高齢者等が住み慣れた地域において継続して日常生活を
営むことを可能とすることを目的として、地域密着型サービス
等地域の実情に応じた介護サービス提供体制を整備する民
間事業者に対して予算の範囲内で補助金を交付する

高齢者支援課 7,551,000

老人福祉事業補助金
老人の福祉を増進することを目的とし、老人の心身の健康の
保持に資するための教養講座、レクリエーションその他広く老
人が自主的かつ積極的に参加することができる事業を推進す

高齢者支援課 8,047,500

地区敬老会事業費補助金
地域に密着した魅力ある敬老会を実施するため、敬老会事業
を行う自治組織等に対し、敬老会事業費補助金を交付する

高齢者支援課 13,410,060

高齢者住宅改造助成金
介助を必要とする高齢者等が、自宅において暮らしやすい生
活ができるよう住宅を改造する費用の一部を助成することに
よって、高齢者の自立の助長、介助者の負担軽減を図る

高齢者支援課 2,806,000

地域支え合い事業補助金 地域の日常的な支え合いの体制づくりを推進する 地域包括支援センター 100,000

愛育委員会補助金 愛育委員活動による母子保健および公衆衛生の向上 健康推進課 1,012,726

栄養改善協議会補助金 栄養委員活動による食生活改善および食育の推進 健康推進課 86,016

ともしび会補助金 地域の医療ならびに社会福祉の向上 健康推進課 10,000

浅口市不妊治療支援事業補助金 不妊治療費の経済的負担軽減を図る 健康推進課 3,714,000 4,004,000

里帰り妊婦健診補助金 県外里帰り先における妊婦健診費用補助 健康推進課 342,576 211,280

食品衛生協会補助金 食品衛生の向上と食品による事故防止 健康推進課 40,000 40,000

不育治療事業補助金 不育治療費の経済的負担軽減 健康推進課 76,000 125,000

骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援
事業助成金

骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了した者に対し、
骨髄等の提供に係る通院および入院費用の一部を助成する
ことにより、経済的負担を軽減するとともに、骨髄バンク事業
利用の促進を図る

健康推進課 130,000 0

農業協同組合補助金 市の農林水産業、商工業及び観光の振興を図る 産業振興課 0 411,000

農業振興団体補助金 市の農林水産業、商工業及び観光の振興を図る 産業振興課 407,297 502,379

近代化資金借入利子補給金 農林漁業者の支援を図る 産業振興課 0 19,538

耕作放棄地解消支援補助金 耕作放棄地の解消、農地の確保と有効な利用を図る 産業振興課 10,500 0

中山間地域等直接支払交付金
中山間地域等において農業生産活動等を行う農業者等に支
援を行う

産業振興課 1,454,031 1,454,031

浅口市地域農業再生協議会補助
金

市の農林水産業、商工業及び観光の振興を図る 産業振興課 1,974,000 1,978,000

野猪防護柵設置事業補助金
地域農業の活性化及び農作物の被害防止を図る防護柵の設
置を推進する

産業振興課 829,300 1,734,500

有害鳥獣捕獲機導入補助金
市内の農作物に被害を及ぼす有害鳥獣を捕獲するための捕
獲器について鳥獣被害対策実施隊に補助を行い捕獲を推進

産業振興課 251,100 500,900

銃所持許可申請手数料等補助金
市内の農作物に被害を及ぼす有害鳥獣の止め刺しを行うため
の銃の所持許可についての負担軽減を行う

産業振興課 0 17,300

猟友会補助金 猟友会の活動実績に応じた補助を行うことで猟友会活動を支援する 産業振興課 210,000 210,000

森林・里山づくり活動支援補助金
市民参加による森林保全活動の活性化及び拡大により、森林
の有する公益的機能を持続的に発揮する

産業振興課 2,833,790 2,548,651

漁業振興特別対策事業補助金 老朽化した水産物加工設備の更新を図る 産業振興課 6,435,000

漁業担い手就業奨励金
市内で新たに農林漁業を営む15歳以上39歳以下の青年に対
して補助し、支援する

産業振興課 0 50,000

新規狩猟免許取得補助金
新たに狩猟免許を取得する者に対して補助を行うことで、有害
鳥獣による農作物等被害の減少を図る

産業振興課 27,600 99,800

消費生活問題研究協議会補助金
消費生活に関する知識の普及および各種の実践活動を通じ、
消費者主権の確立を図り、市民の消費生活の安定および向上
に寄与する

産業振興課 135,000 135,000

商工会補助金 市の農林水産業、商工業及び観光の振興を図る 産業振興課 16,427,287 15,940,000

鮮魚事業協同組合補助金 市の農林水産業、商工業及び観光の振興を図る 産業振興課 360,000 360,000

手延素麺生産者協議会補助金 市特産品である手延べ麺のPRを含めた事業者の活動を支援する 産業振興課 62,889 382,880

中小企業設備資金利子補助金 中小企業の振興を図る 産業振興課 357,770 470,930
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小規模企業対策資金融資事業保
証協会保証料補助金

市内中小企業者のうち、特に資金調達が困難な小規模事業
者の経営の安定及び強化を図る

産業振興課 9,000 17,000

中小企業成長支援事業補助金
市内のがんばる中小企業者を支援し、地域経済を支える中小
企業者の競争力を高め、もって市内中小企業の振興に寄与す

産業振興課 1,006,000 519,000

酒造研究会補助金 市の農林水産業、商工業及び観光の振興を図る 産業振興課 65,000 72,000

市観光協会補助金 市の魅力発信及び観光PR等の活動を支援する 産業振興課 1,247,000 1,247,000

特殊詐欺等被害防止対策機器設
置事業補助金

特殊詐欺その他の電話を用いて市民に対し違法又は不当に
財物を交付させる手法による被害の防止を図る

産業振興課 56,600 40,000

創業支援事業補助金 市内産業の振興、雇用の促進及び地域の活性化に資する 産業振興課 1,822,000 500,000

新型コロナウイルス感染症対応融
資支援補助金

新型コロナウイルス感染症により影響を受けた市内の中小企
業者等の支援

産業振興課 52,650 28,829

新型コロナウイルス感染症対応事
業者応援補助金

新型コロナウイルス感染症の拡大防止と経済活動の両立を図る 産業振興課 16,191,000 44,088,000

中小企業者等事業継続支援金
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上高が減少して
いる浅口市内の中小企業者等の事業の継続を支援する

産業振興課 146,000,000

県営ため池等整備事業元利補給
金

農業生産の基盤整備及び開発による農業の生産性向上を図る 建設課 139,506

非補助融資事業元利補給金 農業生産の基盤整備及び開発による農業の生産性向上を図る 建設課 8,105,616 10,759,770

小規模土地改良事業元利補給金 農業生産の基盤整備及び開発による農業の生産性向上を図る 建設課 11,415,339 12,311,217

団体営基盤整備促進事業元利補
給金

農業生産の基盤整備及び開発による農業の生産性向上を図る 建設課 471,595 1,823,122

県営農業用河川工作物応急対策
事業元利補給金

農業生産の基盤整備及び開発による農業の生産性向上を図る 建設課 549,703 595,827

小規模老朽ため池補強事業元利
補給金

農業生産の基盤整備及び開発による農業の生産性向上を図る 建設課 33,976,335 39,017,423

県営土地改良事業元利補給金 農業生産の基盤整備及び開発による農業の生産性向上を図る 建設課 1,128,768 1,578,842

中山間地域等生活・交流基盤整備
推進事業元利補給金

農業生産の基盤整備及び開発による農業の生産性向上を図る 建設課 1,001,640 1,001,640

多面的機能支払交付金
地域の共同活動を支援し、農業及び農村の有する多面的機
能の維持及び発揮を図る

建設課 19,000,000 19,000,000

建築物耐震診断事業補助金
地震に対する建築物の安全性の向上を図り、もって公共の福
祉の確保に資する

まちづくり課 60,000 0

木造住宅耐震改修事業費補助金 大地震発生時の住宅の倒壊を防止するため まちづくり課 0 625,000

あさくち住マイルロード促進事業補
助金

本市への定住を促進するため、民間の事業者による宅地の開
発に伴う道路整備事業に要する経費等に対し奨励金を交付す

まちづくり課 10,000,000 0

企業立地促進奨励金 市内への企業の立地を促進する 工業団地推進室 24,830,000 174,520,000

分譲促進補助金 造成地の早期分譲を促進する 工業団地推進室 0 50,000,000

合併処理浄化槽設置整備事業補
助金

汚水処理普及促進のため 下水道課 3,450,000 8,788,000

コミュニティ施設整備補助金 コミュニティ施設の整備により、コミュニティづくりの推進を図る 市民生活課(金光) 358,500 91,250

コミュニティ広場整備補助金 コミュニティ広場の整備により、コミュニティづくりの推進を図る 市民生活課(金光) 1,486,573 553,250

地区交付金 地区活動を活発化し住みよいまちづくりを推進する 市民生活課(金光) 7,402,160 6,703,240

幼児交通安全クラブ補助金 園児と保護者に対し交通安全意識の啓蒙を図る 市民生活課(金光) 40,000 40,000

大谷人づくり・まちづくり研修事業
補助金

地区の活性化と住民福祉の増進に寄与する 市民生活課(金光) 250,000 450,000

ごみステーション補助金 地域のごみの収集拠点の整備を行うことで環境衛生の向上を図る 市民生活課(金光) 550,000 444,766

植木祭実行委員会補助金
植木まつりを通じて、浅口市の特産物である植木をＰＲし、市
内の植木の生産技術の向上と植木の啓蒙、並びに消費の拡

産業建設課(金光) 950,000 0

コミュニティ施設整備補助金 コミュニティ施設の整備により、コミュニティづくりの推進を図る 市民生活課(寄島) 0 5,296,360

地区交付金 地区活動を活発化し住みよいまちづくりを推進する 市民生活課(寄島) 2,674,302 2,579,864

交通安全母の会補助金 交通安全運動を行い、交通事故のないまちづくりを目指す 市民生活課(寄島) 35,000 35,000

幼児交通安全クラブ補助金 園児と保護者に対し交通安全意識の啓蒙を図る 市民生活課(寄島) 50,000 50,000

女性防火クラブ交付金 火災の防止に努めるとともに、防火防災思想の普及を図る 市民生活課(寄島) 0 80,000

防災行政無線利用者協議会補助
金

同報系無線を共同利用し、営利を目的としない広報活動を行う 市民生活課(寄島) 46,600 46,600

農業振興団体補助金 農村地域の活性化と生活改善を図る 産業建設課(寄島) 60,000 60,000

漁業協同組合漁船保険料助成金
漁船につき不慮の事故による損害の復旧等を図り漁業経営の
安定に資する

産業建設課(寄島) 814,672 928,789

漁業振興特別対策事業補助金
漁業者の資本装備を高度化し、経営の近代化・合理化・安定
化の促進を図る

産業建設課(寄島) 795,000 6,435,000

漁業協同組合漁業近代化資金利
子補給金

漁業者の資本装備を高度化し、経営の近代化・合理化・安定
化の促進を図る

産業建設課(寄島) 12,681 19,538
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令和３年度　補助金支出額一覧

令和３年度 令和２年度

補助金額
所属名補助金名 補助金の目的

寄島漁港電力料助成金
漁港の防犯と事故防止を目的とし、漁業者及び市民の安全性
の向上を図る

産業建設課(寄島) 434,578 378,337

親子クラブ補助金 未就学児と保護者で構成する親子クラブに対する運営費補助 こども未来課 251,679 232,319

児童クラブ運営費補助金
放課後児童健全育成事業を実施する放課後児童クラブに対
する運営費補助

こども未来課 51,082,000 51,892,000

子どもサポーター連絡協議会補助
金

井笠地域の放課後児童クラブで構成する協議会が実施する
研修事業に対する補助

こども未来課 33,144 0

特別保育事業補助金 私立保育所等が実施する地域子育て支援事業の運営費補助 こども未来課 19,389,128 18,474,757

障害児保育事業補助金
私立保育所等の障害児の受入れを促進し、障害児の処遇の
向上を図るため、障害児の保育に必要な経費を補助

こども未来課 8,658,000 6,142,000

保育体制強化事業費補助金
保育士等の負担軽減のため、保育環境の整備等を支援する
保育支援者の配置に必要な経費を補助

こども未来課 5,013,000 4,782,000

保育環境改善等事業補助金
私立保育所等における新型コロナウイルス感染症対策に必要
な経費を補助

こども未来課 2,957,920 7,646,732

浅口市特定教育・保育施設等の実
費徴収に係る補足給付

生活保護世帯等の保育所等在園児に係る施設で要する費用
の実費徴収額の一部を補助、及び低所得世帯の未移行園在
園児の副食費を補助

こども未来課 0 5,300

第3子以降給食費補助金
多子世帯の負担軽減のため、公・私立園1号・2号認定のうち
第3子以降の給食費の一部を補助

こども未来課 3,826,190 3,585,114

保育所等整備事業補助金(防犯)
園児及び職員の安全を確保するため、防犯カメラの増設によ
り、防犯対策を強化する

こども未来課 247,000

保育所等整備事業補助金（小規
模）

小規模保育事業所の整備に対して補助し、3歳児未満の保育
の受け皿の拡充する

こども未来課 80,631,000

放課後児童支援員等処遇改善臨
時特例事業補助金

放課後児童支援員等の処遇改善のため、賃上げ効果が継続
される取組みを行うために必要な経費を補助

こども未来課 336,000

新型コロナウイルス感染症対策事
業補助金（特別保育事業分）

私立園における特別保育事業での新型コロナウイルス感染症
対策に必要な経費を補助

こども未来課 2,413,500

3歳未満児保育促進事業補助金
年度途中入所の需要に対応するため、積極的に乳児保育に
取り組むために必要な経費の一部を補助

こども未来課 6,425,496

保育等雇用促進事業補助金 保育士等の雇用を促進するために必要な経費の一部を補助 こども未来課 859,000

就学前プログラミング体験活動推
進事業補助金

就学前のプログラミング体験活動の推進に取り組むために必
要な経費を補助

こども未来課 85,146

保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨
時特例事業補助金

保育士等の処遇改善のため、賃上げ効果が継続される取組
みを行うために必要な経費を補助

こども未来課 2,411,160

ひがさき踊り保存会補助金 浅口市指定無形民俗文化財「ひがさき踊り」を保存し、伝承していく ひとづくり推進課 85,000 85,000

西山拙斎顕彰会補助金
儒学者西山拙斎の高徳、偉業を顕彰し、拙斎ゆかりの史跡、
史・資料等の整備、保存、管理をするとともに、次代を担う青
少年の健全な育成や地域文化活動、教育事業を推進する

ひとづくり推進課 50,000 50,000

文化協会補助金 文化団体相互の連携を深め、地方文化の普及振興を図る ひとづくり推進課 819,341 860,000

子ども吉備神楽伝承教室補助金 浅口市指定無形民俗文化財「吉備神楽」の次世代への継承 ひとづくり推進課 30,000 30,000

アッケシソウを守る会補助金
浅口市指定天然記念物「アッケシソウ自生地」において、絶滅
危惧種である貴重な植物「アッケシソウ」を保護、管理保存し
後世まで伝える

ひとづくり推進課 50,000 50,000

浅口音頭振興会補助金
浅口音頭を地域に広め、多くの市民が一緒になって踊ることに
より、地域を越えた住民の交流と一体感を生み出し、次世代に
伝えていく

ひとづくり推進課 50,000 50,000

吉備神楽社補助金 浅口市指定無形民俗文化財「吉備神楽」を保存し、伝承していく ひとづくり推進課 20,000 20,000

上竹盆踊り保存会補助金
消滅していた郷土芸能を復活させた保存会が、今後も、踊りを
継承し、後世に伝承していく

ひとづくり推進課 25,877 30,000

婦人協議会補助金
男女共同参画社会の推進、青少年健全育成など学習を重ね
るとともに地域活性化の推進を図る事業を支援する

ひとづくり推進課 190,000 190,000

ボーイスカウト補助金
子どもたちが野外や奉仕活動をとおして、自立心や協調性を
育む活動を行っており、それらの事業を支援する

ひとづくり推進課 160,000 160,000

スポーツ少年団補助金
スポーツを通して、仲間との協調性を学び、子どもたちの健全
育成活動を支援する

ひとづくり推進課 1,000,000 1,400,000

青少年育成活動協議会補助金
青少年に対して生活環境を整備し、成長を害する恐れのある
環境から保護する活動を行っており、それらの事業を支援する

ひとづくり推進課 421,500 700,000

青少年育成グループ活動補助金
大型紙芝居等により人権啓発活動を行う「風の子」、子どもへ
の読み聞かせボランティア活動を行う「にじの会」、広報を声で
届ける活動を行う「はるか会」、これら３団体の活動を支援する

ひとづくり推進課 47,000 60,000

PTA連合会活動補助金
浅口市・里庄町内各PTA相互の連絡を密にして浅口市・里庄
町内園児・児童・生徒の幸福を図り、民主的な教育の向上を図

ひとづくり推進課 60,000 60,000

子ども祭補助金
子どもたちが普段の生活では、なかなか体験できないような遊
びを提供する活動を行っており、それらの事業を支援する

ひとづくり推進課 150,000

子ども会活動補助金
子どもの生活の中で遊び場を提供する活動を行っており、そ
れらの事業を支援する

ひとづくり推進課 320,000 170,000

スポーツ協会補助金
浅口市における体育・スポーツ活動の普及を図り、市民及び
市内在勤者の心身の健全な発達と、健康の増進、体力、競技
力の向上を目的とする各種事業を支援する

ひとづくり推進課 2,050,000 20,500,000

子ども会活動補助金 子ども会活動の充実発展をはかり、青少年の健全育成に寄与する 教育委員会金光分室 60,000 60,000

合計 663,652,381 974,376,412
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