
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 重点見直し対象補助金等については，備考欄等に網掛けがしてあります。 
 
 
 
 
 
 
 



1　補助金
　（１）　廃止等補助金 （単位：千円）

№ 担　当　課 補　助　金　名 交　付　先
H16当初
予算額

備　考

1 都心部活性化
推進室

旧公益質屋活用促進事業補助金 シンボルロード振興会 2,500 廃止

2 青少年課 仲間づくり推進事業補助金 地区育成会区域を活動範囲とする団体 300 廃止

3 高齢福祉課 宇都宮市福祉入浴援助事業補助金 市内公衆浴場 1,080 廃止

4 障害福祉課 全国脊髄損傷者連合会全国総会開催補助金 全国脊髄損傷者連合会栃木県支部 250 廃止

5 障害福祉課 宇都宮市心身障害者福祉作業所施設整備費補助金 心身障害者福祉作業所を設置経営する社会福
祉法人等

2,000 廃止

6 児童福祉課 職員研修費補助 民間保育園長会 300 廃止

7 保健所総務課 全国医師国民健康保険組合連合会第42回全体協議会開催補助金 栃木県医師国民健康保険組合 500 廃止

8 保健所総務課 第33回日本女性心身医学会開催補助金 日本女性心身医学会 150 廃止

9 保健所総務課 平成16年度日本助産師会関東甲信越静ブロック講習会開催補助金 日本助産師会栃木県支部 75 廃止

10 保健所総務課 第5回日本内分泌学会関東甲信越支部学術集会開催補助金 日本内分泌学会関東甲信越支部学術集会 75 廃止

11 保健所総務課 第282回日本消化器病学会関東支部例会開催補助金 日本消化器病学会関東支部例会 75 廃止

12 保健所総務課 第41回日本臨床生理学会総会開催補助金 日本臨床生理学会総会 150 廃止

13 保健所総務課 第21回小児難治喘息・アレルギー疾患学会開催補助金 日本小児難治喘息・アレルギー疾患学会 150 廃止

14 保健所総務課 ＳＳＴ普及協会第9回学術集会開催補助金 ＳＳＴ普及協会第9回学術集会 150 廃止

15 保健所総務課 第47回日本先天代謝異常学会開催補助金 日本先天代謝異常学会 150 廃止

16 保健所総務課 第47回日本腎臓学会学術総会開催補助金 日本腎臓学会学術総会 150 廃止

17 保健所総務課 第7回アジア超音波医学生物学学術連合国際会議開催補助金 アジア超音波医学生物学学術連合国際会議 150 廃止

18 保健所総務課 第27回日本高血圧学会総会開催補助金 日本高血圧学会総会 150 廃止

19 保健予防課 平成16年度がん征圧全国大会助成金 日本対がん協会 500 廃止

20 商業観光課 公衆浴場設備整備費補助金 公衆浴場経営者 300 廃止
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　（１）　廃止等補助金 （単位：千円）

№ 担　当　課 補　助　金　名 交　付　先
H16当初
予算額

備　考

21 商業観光課 創業塾補助金 宇都宮商工会議所 450 廃止

22 商業観光課 食肉処理販売等特別資金利子補給金 商工組合中央金庫 82 廃止

23 工業課 緊急地域雇用創出特別事業補助金 水道局 12,964 廃止

24 公営事業所 従事員共済会事業補助金 宇都宮競輪従事員共済会 768 廃止

25 農政課 宇都宮市農業経営規模拡大奨励金 認定農業者，農作業受託集団等 4,960 水田農業構造改革事業交付金と統合

26 農林振興課 大家畜経営維持資金利子補給金 宇都宮農業協同組合，融資機関 8 廃止

27 土地改良課 市単独農道整備事業補助金 下砥上地区 4,000 17年度は対象なし

28 土地改良課 県単農地防災事業補助金 上欠町共同施行組合 1,400 17年度は対象なし

29 住宅課 防災工事資金利子補給金 防災工事を行う者 6 廃止

30 都市再開発課 宇都宮駅西口第四A地区市街地再開発事業補助金 宇都宮駅西口第四A地区市街地再開発組合 164,964 廃止

31 建築指導課 人にやさしいまちづくり事業補助金 特定建築物の建築主 200 廃止

32 区画整理計画
課

宇都宮市土地区画整理事業補助金（戸五） 宇都宮市戸祭第五土地区画整理組合 25,549 廃止

33 区画整理計画
課

宇都宮市土地区画整理事業補助金（下栗・平松） 宇都宮市下栗・平松本町土地区画整理組合 20,000 廃止

34 区画整理計画
課

まちづくり総合支援事業土地区画整理事業費補助金（下栗・平松） 宇都宮市下栗・平松本町土地区画整理組合 210,000 廃止

35 予防課 宇都宮市自主防災組織育成事業補助金 自主防災会 13,800 資機材整備の完了に伴い，事業補助へリニューアルさ
れる

36 学校教育課 特殊教育就学奨励費補助金（小学校） 宇都宮市立中央小学校ほか35校 9,813 扶助費で支出

37 学校教育課 特殊教育就学奨励費補助金（中学校） 宇都宮市立一条中学校ほか10校 9,380 扶助費で支出

38 学校教育課 教職員海外派遣視察研修費補助金 海外視察研修を認められた教職員 175 廃止

39 学校教育課 関ブロ造形(図工・美術)研究大会開催補助金 関東甲信越静地区造形教育連合　栃木県造形
教育連絡協議会

100 廃止

40 学校教育課 関ブロ算数・数学研究大会開催補助金 関東都県算数数学教育会連合会　栃木県数学
教育会

150 廃止

41 学校教育課 連合教育会研究大会開催補助金 栃木県連合教育会 250 廃止
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　（１）　廃止等補助金 （単位：千円）

№ 担　当　課 補　助　金　名 交　付　先
H16当初
予算額

備　考

42 学校教育課 関ブロ家庭科研究大会開催補助金 関東甲信越地区小学校家庭科教育研究会　宇
都宮市小学校教育研究会家庭部会

100 廃止

43 スポーツ振興課 少年陸上教室開催補助金 宇都宮市陸上競技協会 200 廃止

44 スポーツ振興課 第29回全日本クラブ野球選手権北関東大会開催補助金 日本野球栃木県野球連盟 25 廃止

45 スポーツ振興課 第25回全日本クラブ男女ソフトボール選手権大会関東地区予選会開
催補助金

栃木県ソフトボール協会 25 廃止

46 スポーツ振興課 関東6人制バレーボール実業団男女選手権大会開催補助金 栃木県バレーボール協会 25 廃止

47 スポーツ振興課 第47回関東高等学校サッカー大会開催補助金 栃木県高等学校体育連盟 90 廃止

48 スポーツ振興課 第29回関東高等学校ライフル射撃選手権大会開催補助金 栃木県高等学校体育連盟 90 廃止

49 スポーツ振興課 第57回関東高等学校テニス選手権大会開催補助金 栃木県高等学校体育連盟 90 廃止

50 スポーツ振興課 第13回関東高等学校女子サッカー選手権大会開催補助金 栃木県サッカー協会 25 廃止

51 スポーツ振興課 第58回関東軟式野球選手権大会開催補助金 栃木県軟式野球連盟 25 廃止

52 スポーツ振興課 第21回全日本少年(中学)軟式野球大会関東予選会開催補助金 栃木県軟式野球連盟 25 廃止

53 スポーツ振興課 全日本6人制バレーボール実業団男女優勝大会開催補助金 栃木県バレーボール協会 50 廃止

54 スポーツ振興課 第22回全日本レディースバドミントン選手権大会開催補助金 栃木県バドミントン協会 50 廃止

55 スポーツ振興課 第77回関東陸上競技選手権大会開催補助金 栃木県陸上競技協会 25 廃止

56 スポーツ振興課 第39回関東総合相撲宇都宮大会開催補助金 栃木県相撲連盟 25 廃止

57 スポーツ振興課 第35回関東空手道選手権大会開催補助金 栃木県空手道連盟 25 廃止

58 スポーツ振興課 関東ベンチプレス選手権大会開催補助金 栃木県パワーリフティング協会 25 廃止

59 スポーツ振興課 第9回関東中学生オープンバドミントン大会開催補助金 栃木県バドミントン協会 25 廃止

60 スポーツ振興課 関東地区盲学校フロアバレーボール大会開催補助金 関東地区盲学校体育連盟 25 廃止

61 教育センター 宇都宮市小・中学校教育研究振興等補助金 宇都宮市小・中学校教育研究振興等運営協議
会

1,307 廃止

合計 490,451
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　(2)　継続補助金 (単位：千円）

№ 担　当　課 補　助　金　名 目　　　的　　　等 交　付　先 補　助　率　等
H17当初
予算額

　A

H16当初
予算額

B
A－B 主な増減理由等

1 政策審議室 宇都宮市統計普及
推進協議会補助金

調査員の確保，資質の向上を図り，統計調査を円滑に行う
ため，研修会等の開催経費の一部を補助する。

宇都宮市統計普及推
進協議会

補助対象事業費の1/2
以内

300 304 △ 4 事業補助化

2 交通政策課 宇都宮市地方バス
路線維持費補助金

輸送人員の減少により運行の維持が困難となっている赤字
バス路線について，地域住民の移動手段を確保するため，
運行経費の一部を補助する。

関東自動車㈱
東野交通㈱
ジェイアールバス関東
㈱

国庫補助及び県補助制
度による

21,000 21,000 0

3 交通政策課 宇都宮市人にやさし
いバス導入促進補
助金

高齢者や障害者を含むすべての人が，公共交通機関を安
全かつ円滑に利用できる人にやさしいバス（ノンステップバ
ス）の導入を促進するため，購入費の一部を補助する。

関東自動車㈱
東野交通㈱
ジェイアールバス関東
㈱

車両購入価格の1/4
（限度額：１台につき
6,000千円）

17,145 18,000 △ 855

4 交通政策課 宇都宮市バス利用
促進策補助金

バスの利便性を高め，車から公共交通機関への利用転換を
図るため，バス停留所等の環境整備としてバス停標示柱統
合費用の一部を補助する。

（社）栃木県バス協会 補助対象事業費の1/2 840 1,200 △ 360

5 交通政策課 鉄道駅舎バリアフ
リー整備事業補助金

人にやさしい交通環境の確保を図るため，鉄道駅舎内のバ
リアフリー整備事業に対する支援を行う。

東武鉄道㈱ 補助対象事業費の
国：1/3，県：1/6，市：
1/6

27,000 161,000 △ 134,000 補助対象施設の変更

6 情報政策課 ケーブルテレビ整備
事業費補助金

情報網の基盤整備を図るため，ケーブルテレビ施設の整備
事業の一部を助成する。

宇都宮ケーブルテレ
ビ株式会社

補助対象事業費の
国：1/4，県：1/8，市：
1/8

183,000 148,500 34,500 対象エリアの拡大

7 行政経営課 宇都宮空襲展事業
補助金

市民団体が行う平和事業の自立を促進し，もって平和意識
の高揚に寄与するため，宇都宮平和祈念館をつくる会が実
施する経費の一部を補助する。

宇都宮平和祈念館を
つくる会

空襲展開催経費の範囲
内
（限度額：90千円）

90 90 0

8 秘書課 宇都宮市国際交流
協会補助金

ボランティアを中心とした市民主体の地域の国際化や在住
外国人との共生を促進するため，民間主体の国際交流活動
を行う国際交流協会の運営経費及び事業経費の一部を補
助する。

宇都宮市国際交流協
会

運営経費全額，対象事
業費の範囲内

17,511 15,449 2,062

9 秘書課 宇都宮市市民交流
活動推進補助金

市民の姉妹友好都市における友好親善を促進するため，市
民訪問団の交流に係る経費の一部を補助する。

市民訪問団を姉妹友
好都市へ派遣する団
体

姉妹友好都市における
答礼食事代，通訳，翻
訳に係る経費の1/2
（限度額：145千円）

435 580 △ 145

10 用地課 宇都宮市土地開発
公社補助金

「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき，市の全額出
資により設立された土地開発公社の健全な運営を図り，公
共用地等の取得・管理・処分等を行うため，運営経費を補助
する。
　

宇都宮市土地開発公
社

運営経費全額 39,257 37,832 1,425

11 主税課 宇都宮税務署管内
納税貯蓄組合連合
会補助金

広く市民の納税意識の高揚や納期内納付の推進，中学生
に対する租税教育等を行うため，事業経費の一部を補助す
る。

宇都宮税務署管内納
税貯蓄組合連合会

補助対象事業費の1/2
（限度額：500千円）

500 500 0
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　(2)　継続補助金 (単位：千円）

№ 担　当　課 補　助　金　名 目　　　的　　　等 交　付　先 補　助　率　等
H17当初
予算額

　A

H16当初
予算額

B
A－B 主な増減理由等

12 自治振興課 宇都宮市自治会連
合会補助金（活動促
進費助成）

地域の自治活動を円滑に進め，地域のまちづくりを推進する
ために地区連合自治会の活動費の一部を補助する。

宇都宮市自治会連合
会

地区連合自治会活動促
進費助成
　均等割＋世帯割
地区連合自治会長活動
促進費助成
　月4，000×12月×37
地区
自治会長活動促進費助
成
　均等割＋世帯割

42,904 42,904 0

13 自治振興課 宇都宮市自治会連
合会補助金（運営費
助成）

地区自治会内の包括的自治活動を促進するため，市内37
地区連合自治会で構成されている宇都宮市自治会連合会
の事務局運営経費の一部を補助する。

宇都宮市自治会連合
会

基本事務運営費，事務
局管理費，掲示板助成
費，特別委員会費，回
覧版作成費

6,560 6,560 0

14 自治振興課 地域集会所等建設
費補助金

地域住民の連帯意識を高揚し，豊かな近隣社会を形成する
ため，自治会等の住民組織が当該地域の集会所・コミュニ
ティ倉庫の建設費用の一部を補助する。

自治会等公共的団体 集会所及びコミュ二ティ
倉庫の新築・移設・増
築・大規模修繕に要する
経費の40％以下の額
限度額：
集会所新築：3,000千円
集会所移設：1,100千円
集会所増築及び大規模
修繕：1,250千円
倉庫新築：300千円
倉庫移設：100千円
倉庫増築及び大規模修
繕：100千円
集会所新築・増築・大規
模修繕には，バリアフ
リー補助500千円を加算

15,300 15,300 0

15 自治振興課 協働の地域づくり支
援事業補助金

市民自らが考え実践する，市民協働の地域づくりを推進する
ため，地域社会づくりに資する活動に要する経費の一部を
補助する。

宇都宮市自治会連合
会の37地域を単位とし
た地域住民組織

市街地部25地域　180千
円
周辺部　12地域　600千
円

11,700 12,800 △ 1,100

16 自治振興課 コミュニティ助成事
業費補助金

住民が自主的に行うコミュニティ活動の促進を図り，地域住
民の連帯意識を高揚するため当該団体が活動に必要な備
品，設備等の購入費用の一部を補助する。

宇都宮市自治会連合
会の37地区を単位とし
た地域住民組織

補助対象事業費全額 2,500 2,500 0

17 自治振興課 防犯灯設置等補助
金

防犯意識の高揚と防犯活動を促進するため，自主的に防犯
灯を設置及び管理する公共的団体に経費の一部を補助す
る。

市内各自治会等公共
的団体

防犯灯設置　補助単価
×設置基数（3基分まで）
防犯灯管理　＠182.5×
月数×管理基数
維持修繕費　＠1,400×
基数×1/2

117,195 117,823 △ 628
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　(2)　継続補助金 (単位：千円）

№ 担　当　課 補　助　金　名 目　　　的　　　等 交　付　先 補　助　率　等
H17当初
予算額

　A

H16当初
予算額

B
A－B 主な増減理由等

18 自治振興課 宇都宮市民憲章推
進協議会補助金

市民のまちづくりに対する自主的で積極的な参画を促し，市
民憲章が目指す「明るく，楽しく，美しいまちづくり」の実現を
推進するため，普及啓発等に要する経費の一部を補助す
る。

宇都宮市民憲章推進
協議会

補助対象事業費全額 1,700 1,800 △ 100

19 自治振興課 宇都宮市市民活動
助成事業補助金

ＮＰＯ等活動団体の自立化及び活発化を促進し，市民自身
が市民活動を支える社会環境を醸成するため，市民活動助
成基金を財源として，新規事業への取り組み及び事業の拡
充に必要な経費の一部を補助する。

宇都宮市内で活動す
る5名以上で構成さ
れ，規約又は会則の
定めのある市民活動
団体

補助対象事業費の1/2
以内

2,000 2,000 0

20 自治振興課 宇都宮市交通安全
推進協議会連合会
補助金

地域交通安全の推進を図り，交通安全思想の普及と交通道
徳の高揚に努め，交通事故のない明るい住みよいまちをつく
るため，地域に密着した交通安全運動等各種事業の一部を
補助する。

宇都宮市交通安全推
進協議会連合会

補助対象事業費の一部 1,874 1,874 0

21 自治振興課 交通安全協会補助
金

市民の交通安全意識の高揚及び高齢者・若年運転者の交
通事故防止を図るため，交通安全の普及・啓発経費の一部
を補助する。

宇都宮中央交通安全
協会
宇都宮東交通安全協
会
宇都宮南交通安全協
会

補助対象事業費の一部 1,150 1,224 △ 74

22 自治振興課 宇都宮市交通指導
員連絡協議会補助
金

児童が交通事故に遭う不安を感じることなく通学できるよう，
交通指導に関する研修会，交通安全運動等協議会の事業
に要する費用の一部を補助する。

補助対象事業費の一
部

補助対象事業費の一部 928 988 △ 60

23 自治振興課 宇都宮市交通安全
母の会連合会補助
金

家庭内から交通安全意識の高揚を図るとともに，安全で快
適なまちづくりの推進を支援するため，交通安全運動の推進
や登下校時の街頭指導を行う連合会事業に対し補助する。

宇都宮市交通安全母
の会連合会

補助対象事業費の一部 481 512 △ 31

24 自治振興課 チャイルドシート購
入費補助金

チャイルドシートの普及を促進し，乳幼児の自動車事故によ
る死傷件数の減少を図るとともに，少子化時代における乳幼
児の子育てを支援するため，チャイルドシート購入費用の一
部を補助する。

0歳児の扶養義務者 購入費の1/3
（限度額：10千円・所得
制限あり）

7,656 7,225 431

25 国保年金課 宇都宮市国民健康
保険脳ドック検診料
金補助金

疾病の早期発見・早期治療により被保険者の健康の保持増
進と国民健康保険事業の医療費の適正化を図るため，検診
料金の一部を補助する。

国民健康保険被保険
者（40歳以上）

検診料金の7割
（限度額：30千円）

22,500 22,500 0

26 国保年金課 宇都宮市国民健康
保険人間ドック検診
料金補助金

疾病の早期発見・早期治療により被保険者の健康の保持増
進と国民健康保険事業の医療費の適正化を図るため，検診
料金の一部を補助する。

国民健康保険被保険
者（35歳～39歳）

検診料金の7割
（限度額：30千円）

7,500 7,500 0

27 男女共同参
画課

宇都宮市女性団体
連絡協議会補助金

女性の社会参画の推進及び地位向上を図るため，研修会，
講演会の開催，機関紙の発行等に要する経費の一部を補
助する。

宇都宮市女性団体連
絡協議会

補助対象事業費の1/2
以内

564 600 △ 36
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　(2)　継続補助金 (単位：千円）

№ 担　当　課 補　助　金　名 目　　　的　　　等 交　付　先 補　助　率　等
H17当初
予算額

　A

H16当初
予算額

B
A－B 主な増減理由等

28 男女共同参
画課

男女共同参画社会
の実現を目指すうつ
のみや市民会議補
助金

男女共同参画社会を実現するため，研究会，学習会，講演
会の開催，機関紙の発行等に要する経費の一部を補助す
る。

男女共同参画社会の
実現を目指すうつの
みや市民会議

補助対象事業費の1/2
以内

517 550 △ 33

29 男女共同参
画課

民間シェルター運営
費補助金

ドメスティックバイオレンスにより自立困難になった女性に対
し，精神面・生活面のサポートをするため，民間シェルター
（緊急避難所）の運営費の一部を補助する。

ＮＰＯ法人ウィメンズハ
ウスとちぎ

補助対象事業費の1/2
以内

500 500 0

30 男女共同参
画課

男女共同参画地域
指導者育成派遣研
修補助金

男女共同参画の理解促進を図るとともに，男女が連携して参
画できる社会づくりを実行できる人材を育成するため，公共
機関等が開催する研修会等への参加費用の一部を補助す
る。

研修会等への参加希
望者

参加費用の1/3以内 116 147 △ 31

31 男女共同参
画課

自助グループ事業
補助金

ドメスティックバイオレンス被害者が一時保護から社会復帰
する際に，精神的な自立を支援するため，自助グループ活
動に費用の一部を補助する。

ＮＰＯ法人ウィメンズハ
ウスとちぎ

補助対象事業費の1/2
以内

200 200 0

32 青少年課 宇都宮市少年補導
員会補助金

青少年の非行防止と健全育成活動の強化を図るため，少年
補導員の資質向上と地域に根ざした補導活動を推進する事
業の一部を補助する。

宇都宮市少年補導員
会

事業費の1/2 280 360 △ 80

33 青少年課 宇都宮市青少年育
成市民会議補助金

家庭，学校及び地域社会が一体となった市民組織活動の展
開を図るとともに，明るく住みよい地域社会の創造を推進す
るため，活動費の一部を補助する。

宇都宮市青少年育成
市民会議

地区活動費
　＠75千円×37地区
市民会議活動費
　補助対象事業費の1/2
以内

4,611 4,746 △ 135

34 青少年課 宇都宮市青少年団
体連絡協議会補助
金

青年が青団連活動を通して，社会性，創造性及び連帯意識
を養い，健全な市民に成長するとともに，青少年を対象とす
る教育，福祉，まちづくり等の社会活動の実践を図るため，
事業経費の一部を補助する。

宇都宮市青少年団体
連絡協議会

補助対象事業費の1/2 150 150 0

35 保健福祉総
務課

独立行政法人福祉
医療機構貸付金利
子補給金

社会福祉施設等の整備を促進するため，社会福祉法人が
独立行政法人福祉医療機構から借り入れた資金に対して，
その年度内利子額の一部を補助する。

社会福祉法人 利子額の55/100
（老人福祉施設は
50/100）

9,555 8,411 1,144

36 保健福祉総
務課

社会福祉施設小規
模整備費補助金

社会福祉施設の利便性の向上を図るため，施設の拡充・安
全性の向上等の小規模の施設整備に係る経費の一部を補
助する。

社会福祉法人 整備費の1/2
(限度額：3,000千円）

18,000 18,000 0

37 保健福祉総
務課

児童福祉施設整備
費補助金

待機児童の解消及び老朽化した園舎改築等により定員増や
保育室等の環境を改善するため，社会福祉法人による保育
園の整備に係る経費の一部を補助する。

保育所を整備する社
会福祉法人

補助基準額の国1/2 市
5/12

197,149 473,139 △ 275,990 補助対象事業費の減

38 保健福祉総
務課

老人福祉施設整備
費補助金

要介護高齢者に適切な介護サービスを提供し，介護保険事
業を円滑に運営するため，社会福祉法人等による老人福祉
施設の整備に係る経費の一部を補助する。

老人福祉施設を整備
する社会福祉法人等

社会福祉法人　補助基
準額の国1/2 市9/20
医療法人　　　補助基準
額の国10/10

1,248,169 1,162,647 85,522 補助対象事業費の増
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　(2)　継続補助金 (単位：千円）

№ 担　当　課 補　助　金　名 目　　　的　　　等 交　付　先 補　助　率　等
H17当初
予算額

　A

H16当初
予算額

B
A－B 主な増減理由等

39 保健福祉総
務課

社会福祉施設等設
備整備費（業務省力
化設備費）補助金

社会福祉施設等の施設職員の業務を省力化することによ
り，利用者の処遇充実を図るため，介護用機器や厨房用機
器を導入する経費を補助する。

社会福祉法人 国1/2　市1/4 18,000 18,000 0

40 生活福祉課 産休等代替職員費
補助金

救護施設の健全な施設運営を確保し，保護者への処遇の
充実を図るため，代替職員費を補助する。

救護施設 1日あたり5,940円 357 357 0

41 生活福祉課 宇都宮市民生委員
児童委員協議会補
助金

民生委員の資質の向上・知識習得を図り，地域社会の福祉
増進に寄与するため，研修費用等を補助する。

宇都宮市民生委員児
童委員協議会

研修費全額，
負担金（1/2）

6,149 6,543 △ 394

42 高齢福祉課 社会福祉事業費補
助金

社会福祉協議会の運営基盤の安定を図り，地域福祉を促進
するため，人件費等を補助する。

宇都宮市社会福祉協
議会

人件費全額，地域福祉
事業費の1/3

120,794 117,630 3,164

43 高齢福祉課 宇都宮市やさしさを
はぐくむ福祉のまち
づくり公共的施設整
備費補助金

福祉のまちづくり条例の基準に沿った整備をする際の負担
軽減を図るため，公共的施設の整備を行う事業者に対して
補助する。

バリアフリー整備を行
う事業者（法人・個人
を問わず）

整備費の1/3 3,766 4,932 △ 1,166

44 高齢福祉課 （財）宇都宮市老人
クラブ連合会運営費
補助金

高齢者の組織的な活動を広げるとともに，社会参加の促進と
福祉の向上を図るため，高齢者の社会活動・健康増進活動
の実施主体である老人クラブの連合組織である宇老連の運
営費の一部を補助する。

（財）宇都宮老人クラ
ブ連合会

運営経費から会費収入
等を除いた額

26,009 25,590 419

45 高齢福祉課 （社）宇都宮市シル
バー人材センター運
営費補助金

高齢者の生活の安定と生きがいの確保･充実及び健康増進
を図るとともに，その長年培われてきた知識・技術・経験を活
用するため，シルバー人材センターの運営費の一部を補助
する。

（社）宇都宮市シル
バー人材センター

運営経費から受託事業
収入等を除いた額

31,616 33,749 △ 2,133

46 高齢福祉課 生きがいづくり推進
事業派遣補助金

高齢者の健康と生きがい，社会参加と世代間交流を通じて，
豊かで活力ある長寿社会を形成することを目的とし，毎年開
催されるねんりんピックへの参加に対して補助する。

ねんりんピック宇都宮
市選手団

参加者１人あたり5千円 250 250 0

47 高齢福祉課 老人クラブ活動等助
成補助金

高齢者の組織的な活動を広げるとともに，社会参加の促進と
福祉の向上を図るため，高齢者の社会活動・健康増進活動
に対して補助する。

宇都宮市内の単位老
人クラブ

国1/3，市2/3 17,679 18,130 △ 451

48 高齢福祉課 高齢者スポーツ用広
場整備補助金

高齢者の健康づくり，生きがいづくりの活動を支援するため，
高齢者向けスポーツ施設の整備に対して補助する。

単位老人クラブ・自治
会等

補助対象事業費全額
（限度額：新設1,500千
円，補修750千円）

3,750 5,250 △ 1,500

49 高齢福祉課 軽費老人ホーム事
務費補助金

高齢者の負担を軽減し，軽費老人ホームの利用を容易にす
るため，軽費老人ホームにおいて徴収すべき事務費の減免
に対し，補助する。

軽費老人ホーム（ケア
ハウス）を設置経営す
る社会福祉法人

減免額の10/10 170,294 171,304 △ 1,010
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　(2)　継続補助金 (単位：千円）

№ 担　当　課 補　助　金　名 目　　　的　　　等 交　付　先 補　助　率　等
H17当初
予算額

　A

H16当初
予算額

B
A－B 主な増減理由等

50 高齢福祉課 産休等代替職員費
補助金

民間老人福祉施設の健全な施設運営を確保し，高齢者へ
の処遇の充実を図るため，代替職員費を補助する。

老人福祉施設を設置
経営する社会福祉法
人等

1日あたり5,940円 957 832 125

51 高齢福祉課 老人福祉施設等病
欠代替職員雇用費
補助金

民間老人福祉施設の健全な施設運営を確保し，高齢者へ
の処遇の充実を図るため，代替職員費を補助する。

老人福祉施設を設置
経営する社会福祉法
人等

１日あたり5,940円 125 250 △ 125

52 高齢福祉課 宇都宮市高齢者生
きがい活動拠点整
備補助金

高齢者の閉じこもりの防止，生きがいの増進に寄与するた
め，生きがい対応型デイサービス事業を専門に実施する施
設の整備に係る経費の一部を補助する。

社会福祉法人・ＮＰＯ
法人等

補助対象事業費全額
（限度額：2,000千円）

2,000 8,000 △ 6,000 対象施設の減

53 高齢福祉課 はいかい高齢者等
家族支援補助金

徘徊している高齢者等の早期発見と安全確保，介護者の精
神的，経済的負担の軽減を図るため，徘徊高齢者等を在宅
で介護するものに対し，位置検索システムの利用料の一部
を補助する。

徘徊高齢者の介護者 初回登録料及び利用料
の1/2　（国1/2　市1/2）
（限度額：初回登録料6
千円，利用料4千円/月）

484 508 △ 24

54 高齢福祉課 高齢者にやさしい住
環境整備事業補助
金

在宅の要介護高齢者の住環境の整備を促進するため，住宅
改良に要する経費の一部を補助する。

要介護高齢者または
要介護高齢者と生計
を一にする者

整備費の3/4
（限度額：900千円）

30,000 30,000 0

55 障害福祉課 宇都宮市重度視覚
障害者誘導用白杖
購入費補助金

磁気誘導白杖の普及を図るため，購入に要する費用を補助
する。

重度の視覚障害者 購入費の1/2 20 40 △ 20

56 障害福祉課 宇都宮市身体障害
者補助犬導入等補
助金

身体障害者の自立と社会参加の促進を図るため，補助犬導
入に伴う仕度経費等を補助する。

補助犬を導入する個
人

１頭あたり
　導入経費100千円，維
持費5年間20千円

400 400 0

57 障害福祉課 宇都宮市身体障害
者用自動車改造費
補助金

身体障害者の自立と社会参加の促進を図るため，自動車の
改造に要する経費の一部を補助する。

身体障害者で自動車
改造を行う者

改造経費の1/2（限度
額：100千円）
低所得者で１・２級該当
の身体障害者は限度額
100千円まで補助

900 1,100 △ 200

58 障害福祉課 宇都宮市身体障害
者自動車運転免許
取得費補助金

身体障害者の自立と社会参加の促進を図るため，自動車運
転免許取得経費の一部を補助する。

身体障害者で自動車
運転免許を取得する
者

１件あたり限度額180千
円

360 360 0

59 障害福祉課 宇都宮市重度身体
障害者住宅改造費
補助金

重度身体障害者の日常生活を容易にし生活環境の整備を
図るため，住宅設備を改造する経費の一部を補助する。

重度身体障害者 改造費の3/4
（限度額：900千円）

6,300 6,300 0

60 障害福祉課 産休等代替職員費
補助金

民間障害福祉施設の健全な施設運営を確保し，障害児・者
への処遇の充実を図るため，代替職員費を補助する。

障害福祉施設を設置
経営する社会福祉法
人等

1日あたり5,940円 541 416 125
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　(2)　継続補助金 (単位：千円）

№ 担　当　課 補　助　金　名 目　　　的　　　等 交　付　先 補　助　率　等
H17当初
予算額

　A

H16当初
予算額

B
A－B 主な増減理由等

61 障害福祉課 児童福祉施設等病
欠代替職員雇用費
補助金

民間児童福祉施設の健全な施設運営を確保し，障害児・者
への処遇の充実を図るため，代替職員費を補助する。

障害福祉施設を設置
経営する社会福祉法
人等

１日あたり5,940円 125 250 △ 125

62 障害福祉課 小規模知的障害者
施設運営費補助金

定員30名以下の小規模知的障害者入所更生施設の安定し
た処遇体制を確保し，利用者へのサービス提供体制を維持
するため，支援費の減額分を補助する。

定員30名以下の小規
模な知的障害者入所
更生施設。ただし平成
14年度中に小規模施
設加算費を受け，か
つ15年度以降も定員
30名以下となる施設

支援費から措置費を除
いた額

4,547 4,547 0

63 障害福祉課 宇都宮市知的障害
者グループホーム設
置補助金

知的障害者グループホームの設置を促進するため，また，
入居者の自己負担分の軽減を図るため，創設時の初度調弁
費を補助する。

知的障害者グループ
ホームを運営する社
会福祉法人等。ただ
し，本市内に所在し，
バックアップ施設を本
市内に有するもの

1か所あたり定額350千
円

1,050 700 350

64 障害福祉課 宇都宮市喉頭摘出
者発声訓練補助金

中途障害者の自立と社会参加を促進するため，喉頭を摘出
した音声機能障害の身体障害者が専門の指導者により発声
訓練を行う事業費を補助する。

社会福祉法人等 １時間あたり2,300円 138 138 0

65 障害福祉課 宇都宮市障害者自
立支援事業補助金

障害者の自立支援のため，民間事業所への就業につながる
よう，雇用に結びつく活動の実践に対して補助する。

宇都宮市障害者福祉
会連合会

人件費全額 2,848 5,352 △ 2,504

66 障害福祉課 宇都宮市障害者福
祉会連合会運営補
助金

障害者の視点に立った社会福祉事業等を主体的に行う宇
都宮市障害者福祉会連合会の円滑な運営を図るため，運
営費を補助する。

宇都宮市障害者福祉
会連合会

人件費全額 13,009 14,381 △ 1,372

67 障害福祉課 宇都宮市小規模通
所授産施設運営費
補助金

障害者の自立及び更正の促進を図るため，小規模通所授
産施設の運営経費を助成する。

社会福祉法人等 補助対象事業費の
国：1/2，市：1/2

10,500 11,000 △ 500

68 障害福祉課 宇都宮市身体障害
者福祉ホーム運営
費補助金

障害者の自立及び更生の促進を図るため，福祉ホームの運
営に係る経費の一部を補助する。

福祉ホームを運営す
る社会福祉法人

補助対象事業費の
国：1/2，市：1/2

3,923 3,945 △ 22

69 児童福祉課 母子家庭自立支援
給付金事業補助金

母子家庭の母の就業に向けた資格技能の取得を支援する。 母子家庭の母 自立支援教育訓練給付
金事業
  本人が支払った受講料
の4割，（8千円～200千
円）
高等技能訓練促進事業
  修業期間最後の1/3で
12ヶ月を限度
　月額103,000円
　（国:3/4　市:1/4）

6,444 5,708 736
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　(2)　継続補助金 (単位：千円）

№ 担　当　課 補　助　金　名 目　　　的　　　等 交　付　先 補　助　率　等
H17当初
予算額

　A

H16当初
予算額

B
A－B 主な増減理由等

70 児童福祉課 1歳児保育担当保育
士増員費補助

民間園の1歳児の処遇を充実させるため，その費用の一部を
補助する。

保育所を設置経営す
る社会福祉法人等

中核市により県の補助と
同額

288,886 283,433 5,453 補助対象児童数の増

71 児童福祉課 乳児保育促進事業
補助

民間園における安定した乳児保育を実施するため，その費
用の一部を補助する。

保育所を設置経営す
る社会福祉法人等

国1/3，中核市2/3 35,024 46,040 △ 11,016 補助対象園の減

72 児童福祉課 調理員増員費補助 民間園の調理員を加配することにより児童の処遇を充実す
るため，その費用の一部を補助する。

保育所を設置経営す
る社会福祉法人等

中核市により県の補助と
同額

16,680 15,012 1,668

73 児童福祉課 日本スポーツ振興セ
ンター加入費

災害給付金を確保することにより，児童福祉の向上を図るた
め，その費用を民間園に対して補助する。

保育所を設置経営す
る社会福祉法人等

自己負担240円,設置者
負担135円,市負担135円

520 525 △ 5

74 児童福祉課 民間保育所代替職
員雇用費補助金

民間園の入所児童の処遇の向上を図るため，保育所職員の
研修等に際し，代替職員の雇用に要する費用を補助する。

保育所を設置経営す
る社会福祉法人等

1人あたり5,940円 1,082 1,159 △ 77

75 児童福祉課 保育士等人材確保
費補助金

民間園の職員を確保するため，その費用の一部を補助す
る。

保育所を設置経営す
る社会福祉法人等

1人あたり　基本分4千円
勤務年数あたり傾斜分１
千円

113,135 93,588 19,547 補助対象職員数の増

76 児童福祉課 嘱託医委嘱費補助 民間園の児童の健康管理を行うため，その費用の一部を補
助する。

保育所を設置経営す
る社会福祉法人等

基本分1人あたり177,020
円　児童割分1人あたり
330円

10,346 9,680 666

77 児童福祉課 園外保育費補助 民間園において園外保育（遠足）を行うため，その費用の一
部を補助する。

保育所を設置経営す
る社会福祉法人等

児童1人あたり1,500円 4,830 4,425 405

78 児童福祉課 延長保育促進事業
補助

保護者の就労形態の多様化や通勤時間の増加等に伴う，
延長保育に対する需要に対応するため，その費用の一部を
民間園に対して補助する。

保育所を設置経営す
る社会福祉法人等

国1/2，中核市1/2 255,788 232,814 22,974 補助対象園の増

79 児童福祉課 一時保育促進事業
補助

民間園の一時的な保育への需要に対応するため，その費用
の一部を補助する。

保育所を設置経営す
る社会福祉法人等

国1/3,中核市2/3 50,800 43,404 7,396 一時保育利用件数の
増

80 児童福祉課 障害児保育事業補
助

民間園において心身に中･軽度の障害を有する児童の入所
を推進し，障害児の処遇の向上を図るため，その費用の一
部を補助する。

保育所を設置経営す
る社会福祉法人等

特児：71千円/月
軽度：64千円/月

26,016 23,520 2,496

81 児童福祉課 保育所地域活動事
業補助

民間園において地域の需要に応じた幅広い活動を推進する
ため，その費用の一部を補助する。

保育所を設置経営す
る社会福祉法人等

国1/3,中核市2/3 23,000 21,750 1,250

82 児童福祉課 休日保育事業補助 民間園において日曜・祝日等に保育を実施することにより，
子育て家庭の支援と児童の健全育成を図るため，その費用
の一部を補助する。

保育所を設置経営す
る社会福祉法人等

国1/3,中核市2/3 857 886 △ 29
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　(2)　継続補助金 (単位：千円）

№ 担　当　課 補　助　金　名 目　　　的　　　等 交　付　先 補　助　率　等
H17当初
予算額

　A

H16当初
予算額

B
A－B 主な増減理由等

83 児童福祉課 地域子育て支援セ
ンター事業費補助

地域における子育て家庭に対する支援を推進するため，そ
の費用の一部を補助する。

事業を受託している社
会福祉法人等

国1/3,中核市2/3 5,163 5,164 △ 1

84 児童福祉課 宇都宮市民間育児
施設運営費補助

児童福祉の向上を図るため，認可保育所以外の民間育児
施設の運営費の一部を補助する。

認可保育所の補完施
設として運営する個
人，任意団体

施設割分１園あたり
217,500円，児童割分1
人あたり3歳以上3,200
円,3歳未満4,700円

14,438 25,504 △ 11,066 補助単価の見直しに
伴う減

85 児童福祉課 産休等代替職員雇
用費補助

民間園の入所児童の処遇の向上を図るため，代替職員費を
補助する。

保育所を設置経営す
る社会福祉法人等

1人あたり5,940円 5,525 5,525 0

86 児童福祉課 （財）宇都宮市母子
寡婦福祉連合会補
助金

母子家庭等の福祉活動団体である財団法人宇都宮市母子
寡婦福祉連合会の育成を通して，母子父子家庭及び寡婦
の福祉の増進に寄与するため，運営費を補助する。

(財）宇都宮市母子寡
婦福祉連合会

人件費の1/3 2,407 2,407 0

87 児童福祉課 児童自立生活援助
事業補助金

義務教育終了後の児童の自立支援を図るため，自立援助
ホームにおいて，緊急一時的に保護，指導するために要す
る経費の一部を補助する。

特定非営利活動法人
青少年の自立を支え
る会

1人1日あたり1,500円 90 95 △ 5

88 保健所総務
課

歯科衛生士養成補
助金

質の高い地域医療従事者を育成し，市内医療施設への就
業促進を図るため，歯科衛生士養成学校の運営費を補助す
る。

(財)宇都宮市医療保
健事業団

定額補助 4,100 4,100 0

89 保健所総務
課

准看護師養成補助
金

質の高い地域医療従事者を育成し，市内医療施設への就
業促進を図るため，准看護学校の運営費を補助する。

(財)宇都宮市医療保
健事業団

定額補助 6,600 6,600 0

90 保健所総務
課

宇都宮市医師会看
護専門学校運営費
補助金

質の高い地域医療従事者を育成し，市内医療施設への就
業促進を図るため，看護専門学校の運営費を補助する。

（社）宇都宮市医師会 定額補助 8,340 8,340 0

91 保健所総務
課

病院群輪番制病院
運営費補助金

夜間・休日における重症の救急患者に対する二次救急医療
体制を確保することにより，市民が安心して適切な医療の提
供を受けられるよう，その体制整備に係る人件費を補助す
る。

済生会宇都宮病院
宇都宮社会保険病院

人件費（基準額又は実
績額の低い方）を1市3町
(市，上三川町，上河内
町，河内町）1/3で負担
＋県単上乗せ

32,089 31,980 109

92 保健所総務
課

小児救急医療施設
運営費補助金

夜間・休日における重症の小児救急患者に対する診療体制
を確保することにより，市民（小児・保護者）が安心して暮ら
せるまちづくりを行うため，その体制整備に係る人件費を補
助する。

済生会宇都宮病院
宇都宮社会保険病院

人件費（基準額又は実
績の低い方）×調整率
(0.5）の県2/3（一部国庫
補助分については　国
1/3　県1/3　1市3町
(市，上三川町，上河内
町，河内町）1/3）

7,559 7,558 1

93 保健所総務
課

（財）宇都宮市医療
保健事業団補助金

本市における初期救急医療体制を確立し，地域住民の健康
増進と地域の発展に寄与するため，(財)宇都宮市医療保健
事業団の運営費の一部を補助する。

（財）宇都宮市医療保
健事業団

運営経費から事業収入
等を除いた額

81,077 87,738 △ 6,661 補助対象事業費の減
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　(2)　継続補助金 (単位：千円）

№ 担　当　課 補　助　金　名 目　　　的　　　等 交　付　先 補　助　率　等
H17当初
予算額

　A

H16当初
予算額

B
A－B 主な増減理由等

94 健康増進課 健康づくり推進組織
活動補助金

市民一人ひとりの健康意識の高揚を図るため，各地区で健
康づくり活動の核となる健康づくり推進員が行う活動に対し
て補助する。

各地区健康づくり推進
組織

補助対象経費の40千円
以内×8地区（既設地
区）
補助対象経費の30千円
以内×12地区（新設地
区）

900 680 220

95 保健予防課 宇都宮市精神保健
福祉社会復帰通所
訓練事業費補助金

回復途上である在宅精神障害者に対して，通所の場を確保
し，作業訓練・生活訓練等を行い，就労意欲の向上と社会
生活適応能力の回復を図り社会復帰を促進するため，小規
模作業所の運営費の一部を補助する。

ひまわり共同作業所ほ
か2法人

人件費，維持管理費の
1/2

19,224 19,224 0

96 保健予防課 結核予防費補助金 結核予防事業の安定化を図るため，私立学校及び社会福
祉施設が実施する定期健康診断に対して補助する。

宇都宮市内の私立学
校及び社会福祉施設
等

結核検診事業費の2/3 1,757 2,825 △ 1,068

97 保健予防課 宇都宮市精神障害
者短期入所補助金

精神障害者及び家族等の福祉の向上を図るため，精神障
害者の介護者等が疾病により一時的に介護が困難になった
場合に，精神障害者短期入所施設における介護サービス提
供に対して補助する。

援護寮みなみⅠほか6
施設

国1/2　県1/4　市1/4 891 242 649

98 保健予防課 宇都宮市精神障害
者地域生活援助補
助金

共同生活を営む精神障害者に対し，日常生活の支援などを
行うことにより，自立生活を援助するため，精神障害者グ
ループホームへ運営費の一部を補助する。

めぐみⅠほか12グ
ループホーム

国1/2　県1/4　市1/4 31,750 28,336 3,414

99 保健予防課 宇都宮市精神障害
者小規模通所授産
施設運営費補助金

雇用されることが困難な精神障害者に対し，必要な訓練を行
い，自立生活を促進するため，社会福祉法人へ運営費の一
部を補助する。

社会福祉法人みゆき
の杜

国1/2　県1/4　市1/4 10,500 11,000 △ 500

100 生活衛生課 宇都宮市飼い犬等
不妊･去勢手術費補
助金

飼い犬等がみだりに繁殖して適正な飼養を受けることなく捨
てられることによる人の生命・身体および財産に対する危害
を防止するため，不妊・去勢手術費の一部を補助する。

不妊・去勢手術を受け
た犬・猫の飼い主であ
る市民

雄犬3千円　雌犬5千
円，雄猫3千円　雌猫4
千円

5,316 5,574 △ 258

101 環境企画課 住宅用太陽光発電
システム設置費補助
金

住宅用太陽光発電システムの普及を促進し，二酸化炭素の
排出抑制を図るため，設置費の一部を補助する。

市内に自ら居住また
は居住予定の住宅に
太陽光発電システムを
設置する者

補助上限：4kw 16,000 16,000 0

102 環境企画課 うのみや環境行動
フォーラム補助金

うつのみや環境行動フォーラムが行う環境の保全と創造に関
する取り組みに対する経費の一部を補助することにより，良
好な地域環境の確保と地球環境保全に貢献し，「環境都市
うつのみや」の実現に寄与することを目的とする。

うつのみや環境行動
フォーラム

活動費の1/3 200 630 △ 430
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　(2)　継続補助金 (単位：千円）

№ 担　当　課 補　助　金　名 目　　　的　　　等 交　付　先 補　助　率　等
H17当初
予算額

　A

H16当初
予算額

B
A－B 主な増減理由等

103 環境保全課 浄化槽整備事業補
助金

下水道等の整備予定のない地域における快適な生活環境
の確保及び公共用水域の水質保全を図るため，合併処理
浄化槽の設置費用の一部を補助する。

市街化調整区域内の
下水道等の整備計画
のない地域で，合併
処理浄化槽を設置し
ようとする者

7人槽の場合
国庫補助対象：（限度額
411千円）　国1/3　県
0.8/3　市1.2/3
市単上乗せ：（限度額
204千円）
単独浄化槽からの転換
（限度額160千円）
敷地内処理装置（限度
額150千円）

292,520 292,520 0

104 資源循環推
進課

資源物回収事業推
進補助金

ごみの減量と資源化を推進するため，市民が行う資源物の
集団回収が円滑に行えるよう，協力業者に対して補助する。

資源ごみ回収事業協
力業者（３２業者）

ステーション方式：1.5円
/㎏
拠点回収方式：0.5円/㎏

14,060 20,760 △ 6,700 補助単価の見直し

105 資源循環推
進課

コンポスト容器及び
機械式生ごみ処理
機設置費補助金

焼却ごみの約1/2を占める生ごみの堆肥化等を促進し，増加
する焼却ごみの低減化を図るため，購入費用の一部を補助
する。

コンポスト容器又は機
械式生ごみ処理機を
購入する者

購入費の1/2以内
（限度額：コンポスト5千
円，機械式30千円）

8,485 9,908 △ 1,423

106 資源循環推
進課

リサイクル推進チー
ム活動補助金

市民一人ひとりのごみ減量とリサイクル意識の高揚を図り，循
環型社会を形成するため，リサイクル推進員を中心としたリサ
イクル推進チームの活動に対して補助する。

リサイクル推進チーム 推進チームあたり5,000
円，チーム員あたり300
円

7,300 7,300 0

107 資源循環推
進課

大型生ごみ処理機
設置モデル事業補
助金

増加する焼却ごみの焼却量・埋立量の低減化を図るため，
集合住宅での共同利用による大型生ごみ処理機設置費等
の一部を補助する。

集合住宅での共同利
用による大型生ごみ
処理機を設置する者

機器設置費の1/2以内
（限度額：1,000千円）
設置工事費の1/2
ランニングコストの1/2
（電気，副資材，保守点
検代の1/2）

186 186 0

108 廃棄物対策
課

産業廃棄物処理施
設等周辺整備事業
補助金

廃棄物処理施設の設置地域周辺の環境等を整備することに
より，処理施設等の建設促進と周辺環境の整備に資するた
め，地元環境保全団体に対して補助する。

地域団体（上篠井環
境保全委員会）

運営経費の範囲内 500 500 0

109 クリーンセン
ター

新最終処分場建設
に伴う板戸町自治会
集会施設整備等事
業補助金

新最終処分場建設に伴う周辺整備事業のうち，関係自治会
が事業主体となる支援事業について事業費相当額を助成す
る。

板戸町自治会 事業費相当額 10,000 28,000 △ 18,000 補助対象事業費の減

110 商業観光課 宇都宮商工会議所
事業補助金

中小企業者の経営の安定と商業振興のため，宇都宮商工
会議所が行う事業の一部に対して補助する。

宇都宮商工会議所 補助対象事業費の3/10
以内
（検定事業費除く）

11,350 11,550 △ 200

111 商業観光課 宇都宮商工会議所
中小企業相談所事
業補助金

中小企業者の経営の安定と商業振興のため，宇都宮商工
会議所が行う相談事業の一部に対して補助する。

宇都宮商工会議所
（中小企業相談所）

補助対象事業費の3/10
以内
（経営改善事業の人件
費を除く）

7,000 7,000 0
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　(2)　継続補助金 (単位：千円）

№ 担　当　課 補　助　金　名 目　　　的　　　等 交　付　先 補　助　率　等
H17当初
予算額

　A

H16当初
予算額

B
A－B 主な増減理由等

112 商業観光課 宇都宮青年会議所
事業補助金

中心商業地などの賑わい創出事業を通し，事業者としての
協力，協調性を学ぶ，宇都宮青年会議所の事業の一部に
対して補助する。

宇都宮青年会議所 補助対象事業費全額
（限度額：480千円）

480 480 0

113 商業観光課 栃木県中小企業団
体中央会事業補助
金

事業共同組合・企業組合の組織化とそれによる消費，商品
流通の増進を図るため，栃木県中小企業団体中央会の事
業の一部を補助する。

栃木県中小企業団体
中央会

団体平等割 ＋組合数割 307 307 0

114 商業観光課 信用保証料補助金 当該小規模企業者の負担の軽減を図るとともに，中小企業
者向けの融資を円滑化するため，小規模企業者が負担する
少額融資の債務保証に係る保証料を補助する。

事業資金の融資を受
けた小規模企業者

融資金額に対する信用
保証料（ただし，300万円
以下の借入者に限る）
保証料率1.0％以下

32,037 35,289 △ 3,252

115 商業観光課 商業共同施設設置
費・維持管理費補助
金

商店街の集客力を高めるため，街路灯やアーケードの設置
費や維持管理費などの一部を助成する。

市内各商店街，商業
組合

設置費の1/5，電灯料の
3/10，修繕料の1/10

7,000 11,000 △ 4,000

116 商業観光課 中心商業地出店等
促進事業補助金

中心商業地において，長期間空き店舗となることによる近隣
の商業力低下を防止するため，新規出店に要する経費など
の一部を補助する。

商工会議所 改装費の30/100
（限度額：2,000千円）
家賃の30/100～50/100
（限度額：2,000～3,000
千円）

68,358 18,000 50,358 補助対象者の増

117 商業観光課 魅力ある商店街等
支援事業補助金

商店街の集客を高めるため，販売促進などの商店街事業の
一部を補助する。

商店街，商工会議所，
商店街連盟等

販売促進事業の3/10
（中心部共同4/10）

12,000 11,000 1,000

118 商業観光課 中心商店街景観整
備支援事業補助金

中心商業地の魅力を創出するため，景観を整備する商店街
事業の一部を補助する。

商店街振興組合 県1/3，市1/3，
商店街1/3

10,000 10,000 0

119 商業観光課 ふるさと宮まつり開
催委員会事業補助
金

本市の観光の振興，観光宇都宮のイメージアップを図るた
め，ふるさと宮まつりの開催経費の一部を補助する。

ふるさと宮まつり開催
委員会

定額補助 12,000 12,400 △ 400

120 商業観光課 うつのみや花火大会
実行委員会事業補
助金

本市観光の振興を図るため，本市の夏の風物詩として多くの
市民や，観光客を動員する，うつのみや花火大会の開催経
費の一部を補助する。

うつのみや花火大会
実行委員会

定額補助 5,000 5,000 0

121 商業観光課 宇都宮観光コンベン
ション協会事業補助
金

本市への集客を図るため，本市観光コンベンション事業の中
核団体として，民間と一体となった観光宣伝活動，コンベン
ション推進事業，受入体制整備等を実施する宇都宮観光コ
ンベンション協会の事業の一部を補助する。

宇都宮観光コンベン
ション協会

補助対象事業費から事
業収入を除いた額

57,674 55,880 1,794

122 商業観光課 大谷・多気地区美観
事業補助金

大谷・多気地区の観光振興を図るため，美観等を推進する
事業の一部を補助する。

城山地区総合開発推
進協議会

補助対象事業費の1/2 1,400 1,500 △ 100

123 商業観光課 観光バス事業補助
金

本市の観光資源を活用した観光バス事業の開発に対し，継
続的な観光商品として定着させるため，これに資する民間事
業者が実施するバス事業の経費の一部を補助する。

提案競技により選定さ
れた事業者

広報宣伝費の1/2以内 2,000 2,000 0
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　(2)　継続補助金 (単位：千円）

№ 担　当　課 補　助　金　名 目　　　的　　　等 交　付　先 補　助　率　等
H17当初
予算額

　A

H16当初
予算額

B
A－B 主な増減理由等

124 工業課 共同職業訓練事業
補助金

認定職業訓練を円滑に実施し，共同職業訓練事業運営の
安定化及び熟練技能者の養成と技能の向上を図るため，事
業費の一部を補助する。

宇都宮共同高等産業
技術学校運営会

管理運営及び事業費の
5/100
（限度額：950千円）

950 950 0

125 工業課 勤労者育成事業補
助金

市内の中小企業勤労者に対して「新入社員講習会」「勤労
者のためのパソコン講座」を商工会議所と共催で開催し，中
小企業の勤労者の職業能力の促進と技術習得意欲の高揚
を図る。

宇都宮商工会議所 補助対象事業費の1/2
以内
（上限額：176千円）

176 256 △ 80

126 工業課 永年勤続表彰事業
補助金

雇用安定と労働基準法等の関係諸制度の普及啓発のた
め，社団法人宇都宮労働基準協会の実施する永年勤続従
業員表彰事業にかかる経費の一部を助成する。

社団法人宇都宮労働
基準協会

補助対象事業費の1/3
以内
（上限額：380千円）

380 380 0

127 工業課 雇用助成金 新規雇用を創出し，円滑な再就職を支援するため，新たに
労働者を採用した市内の雇用保険適用事業主に対し助成
する。

雇用保険適用事業主 採用労働者1人あたり
600千円

114,000 30,000 84,000 助成金額及び助成対
象者数の見直し

128 工業課 宇都宮地区雇用協
会事業補助金

宇都宮地区内の産業振興に必要となる労働力の確保及び
勤労弱者の雇用安定を促進するため，就職に関する情報提
供事業，事業所と管内高校との意見交換会の開催等の経費
の一部を補助する。

宇都宮地区雇用協会 事業費内で各市町，団
体ごとに定額

380 380 0

129 工業課 勤労者福利厚生事
業補助金

勤労者の健全な育成と教養文化の向上を図るため，市内に
事業所のある労働組合で組織する団体に福利厚生事業等
の実施経費の一部を補助する。

宇都宮地区労働組合
会議
連合栃木宇河地域協
議会

補助対象事業費の1/3
以内
（限度額：2,697千円）

2,697 2,697 0

130 工業課 中小企業退職金共
済制度加入促進補
助金

市内中小企業の制度加入を促進し，中小企業に働く従業員
の福祉の向上と雇用の安定を図るため，中小企業退職金共
済制度の掛金の一部を補助する。

中小企業退職金共済
事業本部と新規に共
済契約を結んだ市内
の事業主

補助対象事業費の
30/100
（限度額：１事業主あたり
150千円）

4,300 5,000 △ 700

131 工業課 中小企業福祉事業
補助金

中小企業従業員の福祉の向上を図るため，中小企業集団が
共同で実施する福利厚生事業や文化・教養活動事業等の
一部を補助する。

瑞穂野工業団地協同
組合
宇都宮繊維卸協同組
合

補助対象事業費の1/3
以内
（限度額：744千円）

744 744 0

132 工業課 ｅ－べぇネット管理運
営費補助金

インターネットを使った受発注を促進するため，サイトの管理
運営経費の一部を補助する。

宇都宮商工会議所 補助対象事業費から参
加企業負担分を除いた
費用の1/2以内

300 300 0

133 工業課 宇都宮市企業立地
育成促進事業補助
金

企業の誘致及び地域企業の活性化を促進し，本市産業の
振興及び雇用機会の拡大を図るため，企業立地や設備投
資に対して初期の税相当額を補助する。また，特許権などの
知的財産権取得を促進し，中小製造業の開発意欲の喚起
や技術などの優位性を強化するため，産業財産権出願経費
等の一部を補助する。

市内の工業団地等に
立地する企業，新たに
機械設備等の設置を
行った企業，特許等
の産業財産権を出願
する中小製造業等

初期投資に係る税相当
額，産業財産権の出願
に係る経費の1/2

141,826 148,964 △ 7,138 補助対象事業所数の
減
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　(2)　継続補助金 (単位：千円）

№ 担　当　課 補　助　金　名 目　　　的　　　等 交　付　先 補　助　率　等
H17当初
予算額

　A
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予算額
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134 工業課 高度技術産業集積
地域対象事業補助
金

高度技術産業の集積を促し，地域内企業の育成と技術基盤
の強化や研究開発の促進並びに創業と新分野展開等への
支援による新事業の創出を図るため，栃木県産業振興セン
ターの事業費の一部を補助する。

(財）栃木県産業振興
センター

補助対象事業費の1/2を
対象4市5町の財政規模
や財政力指数等により
算出

1,453 1,616 △ 163

135 工業課 宇都宮市伝統工芸
品産業振興事業補
助金

伝統工芸品に対する理解を深め，後継者育成や販路拡大
の機会を増やすため，伝統工芸品産業振興推進協議会の
実施する展示会開催費等の一部を補助する。

宇都宮市伝統工芸品
産業振興推進協議会

補助対象事業費の1/2
以内

100 100 0

136 工業課 大谷石産業販路拡
大事業補助金

本市の地場産業である大谷石の販路拡大のため，大谷石産
業の各種フェアへの出展経費等の一部を補助する。

大谷石材協同組合 補助対象事業費の1/2
以内

650 650 0

137 工業課 (財)大谷地域整備公
社運営費補助金

大谷地域の民生安定や活性化，更には地場産業としての大
谷石産業の振興を図るため，県・市・大谷石材協同組合に
よって設立された（財）大谷地域整備公社の運営費の一部を
補助する。

（財）大谷地域整備公
社

補助対象事業費の1/3
以内

46,095 48,247 △ 2,152

138 工業課 宇都宮ベンチャーズ
事業費補助金

地域内から新たな事業起こしや企業の新事業への進出を促
し，多様な分野の企業集積による本市経済の持続的な発展
を図るため，新事業創出の重要な担い手である起業家に対
して，実施する支援事業経費の一部を補助する。

宇都宮ベンチャーズ 全体事業費から事業収
入を除いた費用全額

3,800 3,800 0

139 工業課 宇都宮工業団地管
理運営補助金

宇都宮工業団地内企業をはじめ地域経済の発展及び工業
の活性化を図るため，管理運営経費の一部を補助する。

（社）宇都宮工業団地
総合管理協会

非常勤職員報酬相当額 2,000 2,064 △ 64

140 公営事業所 日本競輪選手会栃
木支部補助金

選手の競技技術･資質を向上し，競争の公正安全の確保と
地元優秀選手の輩出による事業の振興を図るため，日本競
輪選手会栃木支部の事業の一部を補助する。

日本競輪選手会栃木
支部

補助対象事業費の
20/100以内

2,000 2,000 0

141 農政課 宇都宮市農業公社
運営費補助金

農地流動化の推進や担い手の育成など地域農業の総合的
支援を行う農業公社の円滑な事業推進のため，運営費の一
部を補助する。

(財）宇都宮市農業公
社

総事業費から事業収入
及び派遣職員等人件費
を除いた費用の3/5及び
派遣職員等人件費相当
分

34,032 41,136 △ 7,104 人件費の減

142 農政課 地区むらづくり推進
活動補助金

活力ある農村地域を形成するため，地区農業祭や景観づく
りなど地域資源を活用するむらづくり運動推進活動経費の
一部を補助する。

地区むらづくり推進協
議会

事業費相当額に対する
1/2以内の額

4,200 4,521 △ 321

143 農政課 農業農村活性化推
進事業補助金

農業者数の減少や高齢化が進み，農村地域の活力が低下
しつつあることから，農業と農村地域の活性化を図るため，
農業施策の検討や担い手の育成事業等の一部を補助す
る。

うつのみや農業農村
活性化塾

塾事業費の1/2，海外派
遣,全国認定農業者サ
ミット派遣費の一部

1,305 1,388 △ 83

144 農林振興課 うつのみや農林産物
ブランド化推進事業
補助金

市内で生産される農林産物を糖度等客観的に判断できる一
定の基準をもってブランド化を推進する事業の一部を補助
する。

うつのみや農林産物
ブランド化推進協議会

補助対象事業費内で定
額

800 3,000 △ 2,200
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145 農林振興課 営農環境整備促進
事業補助金

都市化による農業用水の汚濁が進行する中で，その対策と
営農の継続を図るため，汚濁の作物育成への影響等の調査
研究経費の一部を補助する。

中島堰〔細工瀬堰，
針ヶ谷堰〕営農環境改
善対策研究会

補助対象事業費内で定
額

634 634 0

146 農林振興課 篠井農産加工所管
理運営費補助金

農産加工所の円滑な管理運営により，地域農村の振興と活
性化を図るため，運営費の一部を助成する。

篠井地区ゆたかなま
ちづくり協議会

施設管理嘱託員報酬及
び技術指導員報償費の
一部

1,937 1,937 0

147 農林振興課 宇都宮市農村青少
年支援事業補助金

農業後継者の育成・確保を図るため，将来の担い手である
若者たちの農業者としての資質向上のための組織活動事業
費の一部を補助する。

宇都宮市農村青少年
クラブ協議会

補助対象事業費の1/2 270 270 0

148 農林振興課 宇都宮市農村女性
支援事業補助金

農業の担い手である農村女性の地位向上と豊かで住み良い
農村社会を実現するため，本市農業の振興を図るうえで重
要な農村女性組織活動事業費の一部を補助する。

宇都宮市生活改善ク
ラブ協議会

補助対象事業費の1/2 350 350 0

149 農林振興課 農業近代化資金等
利子補給金

農業者の資本装備の高度化を図り，農業経営の近代化に資
するため，農業者等が行う農業施設整備などに対し，農業
協同組合等が貸し付ける資金が，長期かつ低利で融通され
るよう融資機関に対し利子補給をする。

宇都宮農業協同組
合，融資機関

年利2.0％以内 11,590 11,845 △ 255

150 農林振興課 市単独農業近代化
資金等利子補給金

農業者の資本装備の高度化を図り，農業経営の近代化に資
するため，農業者等が行う農業施設整備などに対し，農業
協同組合等が貸し付ける資金が，低利で融通されるよう融資
機関に対し利子補給をする。

宇都宮農業協同組
合，融資機関

年利5.0％以内 711 1,131 △ 420

151 農林振興課 農業経営基盤強化
資金利子補給金

認定農業者が実施する農業経営改善のための農地取得や
農業施設整備などに対し，農林漁業金融公庫が貸し付ける
資金が，低利で融通されるよう，借受者に対し利子補給をす
る。

農業者等 年利0.5％以内 1,662 2,395 △ 733

152 農林振興課 土地利用型農業振
興対策事業補助金

12,680 16,550 △ 3,870

【体験農園設置事業
補助金】

農作業を通じて農業への理解や関心を深め，また，学校教
育の一環として地域社会とのふれあいを活かした教育活動
の推進を図るため，農地を活用した体験農園を設置する。

市内小中学校80校 県費対象農園：100千円
（県），稲作体験農園70
千円（市），畑作体験農
園50千円（市）

(5,480） (5,350） (130）

【土地利用型農業生
産施設等整備事業
補助金】

農業の基幹作物である水稲を中心に，経営感覚に優れた効
率的・安定的な経営体を育成し，地域の実情に応じた諸条
件の整備・有効な土地利用の推進を目指す。

宇都宮農業協同組
合，営農集団

機械整備30/100以内 (7,200） (11,100） (△3,900）

153 農林振興課 首都圏農業振興対
策事業補助金

15,689 307,873 △ 292,184
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【園芸作物生産施設
等整備事業補助金】

生産・流通環境の近代化，高度化を促進する基盤施設（集
出荷施設・ハウス等）の整備を計画的に進め，競争力の高い
園芸産地として市場における優位性を確保する。併せて，持
続的に生産施設等を整備することで，安定的かつ健全な経
営を維持できる大規模園芸農家を育成する。

宇都宮農業協同組
合，営農集団

野菜栽培用パイプハウス
等の整備
　事業費の30/100以内
（市）
　1/3以内（県）

(8,053） (265,373） (△257,320） 施設整備事業の減少
による減

【園芸作物生産振興
対策事業補助金】

園芸作物の生産振興及び産地の育成強化を図るため，新
技術導入等に係る経費の一部を補助する。

宇都宮農業協同組
合，営農集団ほか

事業費の1/2以内 (1,786） (2,650） (△864）

【環境保全型農業生
産振興対策事業補
助金】

良質な堆肥を活用した栽培，生育に応じた施肥技術，性
フェロモン剤等を活用した減農薬栽培など環境保全型農業
の技術を普及定着させるため，組織的な取組を推進する。ま
た，農業用廃ビニールの適正処理を進め循環型社会の構築
に向けた生産環境を整備し，環境保全型農業を推進する園
芸農家等の育成を図る。

宇都宮農業協同組
合，営農集団

処理費・購入費の1/2以
内

(4,500） (4,550） (△50）

【環境保全型農業生
産施設等整備事業
補助金】

環境と調和のとれた農業生産を推進するため，土づくりや検
査関連施設等，環境保全型農業を実践するために必要な
基盤の整備に係る経費の一部を補助する。

宇都宮農業協同組
合，営農集団

事業費の30/100以内 (1,350） (35,300） (△33,950） 施設整備事業の減少
による減

154 農林振興課 畜産経営環境対策
事業補助金

4,065 24,498 △ 20,433

【畜産経営環境対策
事業補助金】

家畜ふん尿処理施設・機械を整備し，家畜ふん尿処理体系
の確立を図る。飼料生産用の機械を整備し，粗飼料の生産
拡大を図る。

畜産農家，畜産農家
と連携する耕種農家

機械整備
　事業費の3/10以内

(585） (21,018） (△20,433） たい肥舎等の施設整
備の終了

【家畜伝染病予防対
策事業補助金】

予防接種の推進による家畜伝染病の発生の予防と衛生対
策による畜舎の衛生環境の改善を図る。

宇都宮市家畜防疫団
体連絡協議会，宇都
宮市酪農組合

補助対象事業費の3/10
以内

(3,480） (3,480） (0）

155 農林振興課 家畜改良整備促進
事業補助金

2,200 1,960 240

【牛受精卵移植促進
事業補助金】

優良な和牛肥育素牛の生産拡大を図るため，受精卵移植
経費の一部を補助する。

JAうつのみやET研究
会

1頭あたり
　定額2万円

(1,000） (1,000） (0）

【優良繁殖雌牛導入
事業補助金】

優良な和牛肥育素牛の生産拡大を図るため，優良繁殖雌
牛導入経費の一部を補助する。

宇都宮農業協同組合 補助対象事業費の3/10
（限度額：240千円）

(1,200） (960） (240）

156 農林振興課 林業振興対策事業
補助金

38,400 27,107 11,293

【民有林整備事業補
助金】

森林の持つ多面的機能の発揮と優良材の生産を図るため，
民有林の保育・間伐等の森林の整備を計画的に推進する。

宇都宮市森林組合等 補助対象事業費の1/2
以内

(8,400） (12,607） (△4,207）
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【しいたけ生産施設
整備事業補助金】

特用林産物の生産振興を図るため，生産基盤の整備に係る
経費の一部を補助する。

宇都宮農業協同組合 国5/10　県1/10　市
1/10

(30,000） (14,000） (16,000） 施設整備事業費の増
加による増

157 農林振興課 林道等整備事業補
助金

林業の生産性の向上と林業経営の安定を図るため，排水改
良及び路面整備・交通安全対策費等の一部を補助する。

宇都宮市森林組合 林道，作業道整備
　県1/2　市1/2

37,676 39,282 △ 1,606

158 農林振興課 林業施設災害復旧
補助金

災害が発生した場合に施設整備費等を補助する。 宇都宮市森林組合 補助対象事業費の
10/10

1 1 0

159 土地改良課 市単独かんがい排
水事業補助金

農業用水の安定的供給のため，農業用水路の漏水防止装
工等の費用の一部を補助する。

石那田地区ほか8地
区

補助対象事業費の1/2 9,000 5,000 4,000

160 土地改良課 土地改良施設維持
管理適正化事業補
助金

ため池の機能の向上及びかんがい排水施設の維持を図るた
め，土地改良施設の定期的な整備補修費用の一部を補助
する。

山田川下流土地改良
区ほか13改良区

補助対象事業費の3/10 3,976 4,139 △ 163

161 土地改良課 土地改良事業推進
補助金

土地改良事業の面整備を円滑に推進するため，県営及び
団体営事業の補助対象外の工事費用の一部を補助する。

富屋西部土地改良区 補助対象事業費の1.4％
以内

5,880 5,586 294

162 土地改良課 圃場整備事業推進
協議会事業推進補
助金

土地改良区の設立とほ場整備事業の円滑な採択実施のた
め，協議会による地区内関係者に対する推進活動経費の一
部を補助する。

針ヶ谷地区圃場整備
事業推進協議会ほか

補助対象事業費の1/2 200 200 0

163 土地改良課 担い手育成農地集
積事業補助金

農作業の受委託を含めた農地の集積による将来の担い手
（個人，組織）の経営面積の増加促進を図るため，担い手の
経営面積が20%以上増加するよう土地利用調整活動費の一
部を補助する。

新里土地改良区ほか
2改良区

補助対象事業費：
15/100

413 413 0

164 土地改良課 国営造成管理体制
整備促進事業「管理
体制整備型」補助金

国営の水利施設の持つ多面的機能の発揮が期待されてい
ることから，これを運営管理する土地改良区の基盤を強化す
るため，管理費の一部を補助する。

鬼怒中央土地改良区
連合ほか2地区

補助対象事業費の
37.5/100

7,437 7,437 0

165 土地改良課 水洗便所改造資金
利子補給補助金

農業集落排水の処理区域内の水洗化を進めるため，既設の
便所を水洗便所に改造する工事に必要な資金の融資あっ
せんを行い，融資機関に対し利子補給をする。

足利銀行
栃木銀行
ＪＡ宇都宮

年利3.6％ 750 750 0

166 道路維持課 後退道路補助金 建築基準法の規定により4ｍ未満の狭あい道路に接して建
築物を建築する場合は，道路の中心線から2ｍ後退すること
が義務付けられており，この後退部分を市に寄附した者に対
し，測量，分筆に係る経費の補助を行う。

後退用地を市に寄付
した者

測量，分筆に係る経費
全額

7,500 7,500 0

167 河川課 河川愛護会補助金 市内を流れる河川の良好な環境を守るため，河川愛護活動
（清掃・除草・河川敷緑化など）に対して補助する。

宇都宮市河川愛護会 清掃・除草活動費
　限度額：70千円
緑化活動費
　限度額：30千円

1,556 1,561 △ 5
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168 住宅課 宇都宮市大谷地区
陥没事故被災者に
対する宅地取得資
金利子補給金

大谷地区陥没事故による被災者の安全な居住地の確保を
支援するため，当該資金の利用者に対し利子補給をする。

大谷地区陥没事故被
災者

年利5%以内 199 229 △ 30

169 住宅課 特定優良賃貸住宅
（高齢者向け優良賃
貸住宅含む）供給促
進事業補助金

中堅所得者及び高齢者向けの優良な賃貸住宅を供給する
とともに，中心市街地の居住促進を図るため，特定優良賃貸
住宅（高齢者向け優良賃貸住宅含む）事業実施者に対して
建設費や家賃の一部を補助する。

特定優良賃貸住宅事
業実施者

建設費補助
　建物住宅共用部分等
建設費の2/3
家賃補助
　契約家賃と入居者負
担額の差額

93,694 248,783 △ 155,089 対象戸数の減

170 都市再開発
課

馬場通り中央地区
市街地再開発事業
補助金

土地の高度利用と都市機能の更新を行うため，市街地再開
発事業による整備費の一部を補助する。

馬場通り中央地区市
街地再開発組合

国1/3　県1/6　市1/6 585,200 141,400 443,800 補助対象事業費の増

171 公園緑地課 (財)グリーントラストう
つのみや運動促進
費補助金

市民が身近にふれあい親しむことができる，良好な緑の環境
を有する樹林地を守り育て，緑豊かなまちづくりに寄与する
ため，グリーントラスト運動に要する経費の一部を補助する。

(財)グリーントラストうつ
のみや

団体運営費全額，
補助対象事業費の1/2

5,706 5,706 0

172 公園緑地課 宇都宮市花と緑のま
ちづくり推進協議会
補助金

花と緑に包まれた潤いのある美しいまちづくりに寄与するた
め，緑化推進，緑の保全，創出事業及び花と緑の普及，啓
発活動に要する経費を補助する。

宇都宮市花と緑のま
ちづくり推進協議会

補助対象事業費全額 4,800 5,000 △ 200

173 公園緑地課 宇都宮市公園愛護
会補助金

公園管理の適正を期し，公園の美化促進及び公共施設愛
護の精神の高揚に寄与するため，公園の除草・清掃等公園
の愛護活動に要する経費の一部を補助する。

宇都宮市公園愛護会 公園面積割１㎡当り除
草・剪定5円，清掃1円，
4円，均等割7,000円

4,260 4,260 0

174 区画整理計
画課

宇都宮市土地区画
整理組合連合会事
業補助金

土地区画整理事業の発展に寄与する組合連合会の事業を
推進するため，事業費の一部を補助する。

宇都宮市土地区画整
理組合連合会

補助対象事業費の1/2 500 600 △ 100

175 消防本部総
務課

宇都宮市消防団互
助会補助金

消防団員の親和及び福利厚生活動を行うため，互助会の運
営費の一部を補助する。

宇都宮市消防団互助
会

消防団員定数×1,100円 1,826 1,826 0

176 予防課 宇都宮市婦人防火
クラブ補助金

地域の女性による火災予防を啓発するため，婦人防火クラ
ブ活動の一部を補助する。

宇都宮婦人防火クラ
ブ連合会

連合会活動費18万円
地区活動費　 3万円×
37地区

1,290 1,290 0

177 教育企画課 宇都宮市私立幼稚
園運営費補助金

幼児教育の充実を図るため，教育活動や教職員の研修等の
経費の一部を補助する。

清愛幼稚園ほか42園 健康診断・障害児就園・
教職員等研修・体験教
育活動

25,008 21,854 3,154

178 教育企画課 宇都宮市私立幼稚
園就園奨励費補助
金

幼児教育の振興と保護者の経済的負担を軽減するため，保
育料等に対して一部を補助する。

愛隣幼稚園ほか79園 満3歳～5歳
　7千円～253千円

494,173 463,955 30,218 対象者数の増
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　(2)　継続補助金 (単位：千円）

№ 担　当　課 補　助　金　名 目　　　的　　　等 交　付　先 補　助　率　等
H17当初
予算額

　A

H16当初
予算額

B
A－B 主な増減理由等

179 教育企画課 宇都宮市預かり保育
推進事業補助金

多様化する保育ニーズに対応し，子育て支援機能の一層の
充実を図るため，私立幼稚園が実施する開園時間前や長期
休業日等の預かり保育事業の経費の一部を補助する。

さくら幼稚園ほか35園 補助基準額×預かり担
当教諭数×事業時間数

30,775 38,718 △ 7,943 補助対象事業費の減

180 教育企画課 宇都宮市子育てラン
ド事業補助金

幼稚園の施設を開放して，地域の子育てを支援するため，
私立幼稚園が実施する子どもの遊び場確保事業等の経費
の一部を補助する。

みどり幼稚園ほか33
園

補助対象事業費の県
1/2，市1/2
（限度額：250千円/園）

8,500 8,500 0

181 学校教育課 文化関係各種大会
参加補助金

教育活動における文化活動の充実を図るため，各種文化コ
ンクール等で入賞し，関東大会及び全国大会に出場する児
童生徒の宿泊費，交通費等の一部を補助する。

関東大会または全国
大会参加団体代表者

宿泊費：限度額6,000円/
人・泊
交通費：実費相当分(参
加児童生徒分)

3,700 3,970 △ 270

182 学校教育課 宇都宮市小学校体
育連盟補助金

健康保持増進及び体力の向上を図るための各種競技大会
開催に要する経費，並びに保護者の負担軽減を図るため，
参加児童に要する経費を補助する。

宇都宮市小学校体育
連盟

各種大会の運営費 2,520 2,520 0

183 学校教育課 関東中学校体育大
会・全国中学校体育
大会宇都宮市選手
派遣協議会補助金
（中学校）

学校教育活動の一環としての部活動等の成果を競う関東中
学校体育大会及び全国中学校体育大会において，保護者
の負担軽減を図るため，参加選手に係る経費を補助する。

宇都宮・河内地区中
学校体育連盟

宿泊費：6,000円/人・泊
交通費:実費相当分(県)

3,800 3,800 0

184 学校教育課 栃木県中学校体育
大会宇都宮市選手
派遣協議会補助金

学校教育活動の一環としての部活動等の成果を競う関東，
総体，新人大会の地区大会・県大会において，保護者の負
担軽減を図るため，参加選手に係る経費等を補助する。

栃木県中学校体育大
会宇都宮市選手派遣
協議会

事務費，交通費の一部 14,391 15,309 △ 918

185 学校教育課 宇都宮・河内地区中
学校体育連盟補助
金

健康の保持増進と体力の向上を図るため，新人・関東大会
等，宇都宮河内地区大会の運営経費を補助する。

宇都宮・河内地区中
学校体育連盟

各種大会の運営費 2,907 4,380 △ 1,473 法令外負担金分を除
外

186 学校管理課 宇都宮市立小学校
米飯給食（委託加
工）事業補助金（小
学校）

各校が均衡の取れた米飯給食を実施するため，自校炊飯よ
り割高な委託炊飯に対し，委託加工賃相当額を補助する。

宇都宮市立中央小学
校給食委員会代表ほ
か50名

加工賃×実施回数×委
託加工実施校児童数

100,031 99,993 38

187 学校管理課 宇都宮市立中学校
米飯給食（委託加
工）事業補助金（中
学校）

各校が均衡の取れた米飯給食を実施するため，自校炊飯よ
り割高な委託炊飯に対し，委託加工賃相当額を補助する。

宇都宮市立一条中学
校給食委員会代表ほ
か16名

加工賃×実施回数×委
託加工実施校生徒数

45,307 45,407 △ 100

188 生涯学習課 青少年団体及び青
少年育成団体補助
金

地域における青少年教育の推進を図るため，指導者講習会
や技能交換会等の経費の一部を補助する。

宇都宮市ＢＳ･ＧＳ連絡
協議会

補助対象事業費の1/2
以内

384 480 △ 96 補助対象事業費の見
直し

189 生涯学習課 青少年団体及び青
少年育成団体補助
金

青少年の健全育成のため，親子で参加する昔遊び等の催し
や指導者養成等の経費の一部を補助する。

宇都宮市子ども会連
合会

補助対象事業費の1/2
以内

950 975 △ 25

190 生涯学習課 成人団体育成補助
金

家庭，地域，学校と連携し児童生徒の健全な育成を図るた
め，研修会や広報活動等の経費の一部を補助する。

宇都宮市ＰＴＡ連合会 補助対象事業費の1/2
以内

900 900 0
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　(2)　継続補助金 (単位：千円）

№ 担　当　課 補　助　金　名 目　　　的　　　等 交　付　先 補　助　率　等
H17当初
予算額

　A

H16当初
予算額

B
A－B 主な増減理由等

191 生涯学習課 成人団体育成補助
金

ユネスコ憲章に基づき，子供たちの国際的な理解を深める
ため，子供教室等の経費の一部を補助する。

宇都宮ユネスコ協会 補助対象事業経費の
1/2以内

135 168 △ 33 補助対象事業費の見
直し

192 生涯学習課 宇都宮市図書館読
書活動推進事業補
助金

児童読書普及活動を推進するため，講座や研究発表会等
の経費の一部を補助する。

宇都宮子どもの本連
絡会

補助対象事業費の1/2
以内

150 150 0

193 生涯学習課 成人団体育成補助
金

地域の社会教育の振興を図るため，奉仕活動や研修会等の
経費の一部を補助する。

宇都宮市地域婦人会
連絡協議会

補助対象事業費の1/2
以内

576 720 △ 144 補助対象事業費の見
直し

194 文化課 宇都宮市文化協会
事業補助金

芸術文化の普及・振興を図るため，ふれあい文化教室等の
経費の一部を補助する。

宇都宮市文化協会 補助対象事業費の1/2
以内

1,900 2,000 △ 100

195 文化課 芸術文化団体の派
遣補助

活動意欲の向上及びレベルアップを図り，本市の文化に寄
与するため，全国大会出場に対し，奨励費を補助する。

全国大会出場団体 1人あたり5千円
（限度額：100千円）

400 500 △ 100

196 文化課 指定文化財等保存
活動費補助金

文化財の適正保存と愛護精神の高揚を図るため，民俗文化
財，記念物の伝承活動や環境整備に係る経費の一部を補
助する。

指定文化財保存活動
団体（宗円獅子舞保
存会ほか24団体）

補助対象事業費の1/2
以内

835 900 △ 65

197 文化課 指定文化財保存修
理費補助金

指定文化財及び認定建造物の適正な保存のため，その修
理にかかる経費の一部を補助する。

指定文化財等の所有
者又は管理者
（石那田八坂神社天
王祭付祭屋台桑原屋
台保存会　塚山古墳
所有者）

指定文化財等の修理に
かかる経費から国・県か
らの補助金を差し引いた
額に所有形態や文化財
の区分によって定めた率
を乗じた額
（限度額：5,000千円）

4,323 4,210 113

198 文化課 (財)宇都宮市文化会
館管理公社運営補
助金

芸術文化と生涯学習の振興を図るため，文化会館管理公社
の運営に要する経費を補助する。

(財)宇都宮市文化会
館管理公社

財団運営管理経費全額 50,324 55,998 △ 5,674 人件費の減

199 文化課 (財)うつのみや文化
の森運営補助金

芸術文化と生涯学習の振興を図るため，うつのみや文化の
森の運営に要する経費を補助する。

(財)うつのみや文化の
森

財団運営管理経費全額 56,344 58,553 △ 2,209

200 スポーツ振
興課

宇都宮市体育指導
委員会補助金

地域のスポーツ活動の振興を図るため，体育指導委員の資
質の向上のための経費に対して補助する。

宇都宮市体育指導委
員会

補助対象事業費の1/2
以内
派遣費の3/10以内

325 325 0

201 スポーツ振
興課

宇都宮市体育協会
育成補助金

スポーツ活動の普及･充実を図るため，協会の活動に対して
補助する。

宇都宮市体育協会 地区補助
　戸数×単価等，
競技補助
　規模・活動に応じた額
等

22,103 23,514 △ 1,411

202 スポーツ振
興課

スポーツ大会出場事
業補助金

社会体育振興を図るため，スポーツ大会に出場する市民に
対して補助する。

全国大会に出場する
者

全国大会
　１人あたり5千円　団体
100千円

1,400 1,400 0
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　(2)　継続補助金 (単位：千円）

№ 担　当　課 補　助　金　名 目　　　的　　　等 交　付　先 補　助　率　等
H17当初
予算額

　A

H16当初
予算額

B
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203 スポーツ振
興課

総合型地域スポーツ
クラブ活動支援事業
補助金

モデル地区として取り組む総合型地域スポーツクラブの運営
経費を補助する。

友遊いずみクラブ 補助対象事業費全額
（予算の範囲内）

6,200 10,000 △ 3,800

204 スポーツ振
興課

(財)宇都宮市体育文
化振興公社運営補
助金

スポーツ活動の振興を図るため，体育文化振興公社の運営
に要する経費を補助する。

(財)宇都宮市体育文
化振興公社

財団運営経費全額 126,203 144,483 △ 18,280 人件費の減

合計 6,381,523 6,589,103 △ 207,580
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　(３)　新設等補助金 （単位：千円）

№ 担　当　課 補　助　金　名 目　　　的　　　等 交　付　先 補　助　率　等
H1７当初
予算額

備　考

1 交通政策課 乗合タクシー実験費補助金 生活交通確保方策を検討するため，地域が主体となって実施
する乗合タクシーの実験を行い，利用状況，効果を検証す
る。

（仮称）乗合タクシー
実験地域協議会

実験経費から運賃収
入を差し引いた額の
1/2

396

2 交通政策課 公共車両優先システム整備促
進事業補助金

公共交通機関であるバスの定時制，速達性を確保し，バス本
来の機能，役割を回復させ，マイカー通勤からバス利用への
転換を促すため，公共車両優先システム（PTPS）の導入促進
を図る。

社団法人　栃木県
バス協会

負担割合（国：1/5
県：1/10
市：1/10
事業者：3/5）

952

3 障害福祉課 きょうされん全国大会助成金 障害者福祉への理解の促進を図るため，本市を会場に開催
される全国大会にかかる運営経費の一部を助成する。

きょうされん栃木支
部

県補助金の1/2 350 大会補助

4 障害福祉課 第３５回関東地区グランド・ソフト
ボール大会補助金

障害者のスポーツ振興を図るため本市で開催される関東大会
の運営経費の一部を補助する。

栃木県視覚障害者
福祉協会

県補助金の1/3 100 大会補助

5 保健所総務課産業保健サービスに関する国
際学会補助金

医療関係者の資質や医療水準の向上を図ることで，地域医
療の充実を図るため，学会の開催経費を規模に応じて助成す
る。

ＩＣＯＨ科学委員会 県補助金の1/2 150 大会補助

6 保健予防課 小児インフルエンザ予防接種助
成金

インフルエンザに罹患しやすい小児（１歳児）の予防接種費用
を一部助成する。

予防接種被接種者
（保護者)

定額1,000円（2回） 5,442

7 農政課 アグリビジネス推進事業補助金 農業生産を核とした加工・販売等による高付加価値農業に積
極的に取り組む農業者グループ等に対して，加工・販売施設
の整備を支援することにより，地域農業の先導的な担い手とし
て育成する。

鶏卵生産加工組合 負担割合（国：1/2
事業者：1/2）

46,500

8 農政課 集落型経営体特別支援事業補
助金

効率的かつ安定的な農業経営が，水田農業の過半を担う生
産構造を確立するため，集落ぐるみの営農体制を確立し，大
規模な水田農業を展開する新たな担い手として，集落型経営
体の育成を支援する。

宇都宮農業協同組
合

負担割合（県：1/3
市：1/3
農協：1/3

280

9 農林振興課 宇都宮市食肉地方卸売市場整
備事業補助金

食肉流通の拠点である，市場の施設整備を支援することによ
り，と畜場・食肉市場の健全で安定した運営の維持を図る。

（株）栃木県畜産公
社

負担割合（国：1/3
県：1/3
市：1/6
事業者：1/6）

205,000

10 住宅課 若年夫婦世帯家賃補助金 中心市街地の活性化に資するため，中心市街地の区域内に
ある民間賃貸住宅の空家を活用し，この区域内に新たに転
入・転居した若年夫婦世帯に家賃補助を行い，都心居住の促
進を図る。

若年夫婦世帯 実質家賃額の2分の1
とし，かつ3万円を限
度に補助

32,400

11 消防本部予
防課

宇都宮市自主防災会活動事業
補助金

自主防災会の活性化を図るため，自主防災会が実施する事
業や資機材更新費の一部を補助する。

３７地区自主防災会 防災訓練実施経費
　5万円上限×37地区
資機材更新費
　3万円×37地区

2,960
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　(３)　新設等補助金 （単位：千円）

№ 担　当　課 補　助　金　名 目　　　的　　　等 交　付　先 補　助　率　等
H1７当初
予算額

備　考

12 教育企画課 小規模特認校放課後活動事業
補助金

小規模特認校において，放課後活動事業を実施する放課後
運営組織に対し，事業に要する経費を補助する。

小規模特認校放課
後運営組織

事業実施に要する経
費のうち，予算で定め
た額

6,010

13 学校教育課 関東地区小学校道徳教育研究
大会栃木大会開催補助金

社会体育振興を図るため，本市を会場として開催される関東
大会規模以上の大会運営を補助する

関東地区小学校道
徳教育研究大会栃
木大会実行委員会

県補助金の1/2 100 大会補助

14 学校教育課 第36回関東中学校サッカー大
会開催補助金

社会体育振興を図るため，本市を会場として開催される関東
大会規模以上の大会運営を補助する

栃木県中学校体育
連盟

県補助金の1/2 90 大会補助

15 学校教育課 第36回関東中学校バドミントン
大会開催補助金

社会体育振興を図るため，本市を会場として開催される関東
大会規模以上の大会運営を補助する

栃木県中学校体育
連盟

県補助金の1/2 90 大会補助

16 学校教育課 第33回関東中学校卓球大会開
催補助金

社会体育振興を図るため，本市を会場として開催される関東
大会規模以上の大会運営を補助する

栃木県中学校体育
連盟

県補助金の1/2 90 大会補助

17 生涯学習課 関東地区高等学校PTA連合会
栃木大会補助金

青少年健全育成のための高等学校PTAの望ましいあり方を探
求することを目的とした関東地区高等学校PTA連合会が実施
する大会（講演会等の事業）に対し，会場市としてその一部を
助成する。

関東地区高等学校
PTA連合会

定額補助 300 大会補助

18 スポーツ振
興課

第27回全国スポーツ少年団軟
式野球交流大会開催補助金

宇都宮市でスポーツ大会を開催することにより競技力の向上
を図る。市民にスポーツを提供するとともにスポーツに対する
興味・関心を高め，スポーツ活動への参加意欲を喚起する。

栃木県スポーツ少
年団

県補助金の1/2 50 大会補助

19 スポーツ振
興課

第17関東レディースサッカー大
会開催補助金

宇都宮市でスポーツ大会を開催することにより競技力の向上
を図る。市民にスポーツを提供するとともにスポーツに対する
興味・関心を高め，スポーツ活動への参加意欲を喚起する。

（社）栃木県サッ
カー協会

県補助金の1/2 25 大会補助

20 スポーツ振
興課

２００５全日本社会人体操選手
権大会開催補助金

宇都宮市でスポーツ大会を開催することにより競技力の向上
を図る。市民にスポーツを提供するとともにスポーツに対する
興味・関心を高め，スポーツ活動への参加意欲を喚起する。

栃木県体操協会 県補助金の1/2 50 大会補助

21 スポーツ振
興課

第44回全日本教職員バドミント
ン大会開催補助金

宇都宮市でスポーツ大会を開催することにより競技力の向上
を図る。市民にスポーツを提供するとともにスポーツに対する
興味・関心を高め，スポーツ活動への参加意欲を喚起する。

栃木県バドミントン
協会

県補助金の1/2 50 大会補助

22 スポーツ振
興課

第54回関東聾学校野球大会開
催補助金

宇都宮市でスポーツ大会を開催することにより競技力の向上
を図る。市民にスポーツを提供するとともにスポーツに対する
興味・関心を高め，スポーツ活動への参加意欲を喚起する。

栃木県立聾学校 県補助金の1/2 25 大会補助

23 スポーツ振
興課

第9回関東高等学校選抜新人
陸上競技選手権大会開催補助
金

宇都宮市でスポーツ大会を開催することにより競技力の向上
を図る。市民にスポーツを提供するとともにスポーツに対する
興味・関心を高め，スポーツ活動への参加意欲を喚起する。

栃木県高校体育連
盟陸上競技専門部

県補助金の1/2 25 大会補助

24 スポーツ振
興課

全日本ジュニアマスターズパ
ワーリフティング選手権大会開
催補助金

宇都宮市でスポーツ大会を開催することにより競技力の向上
を図る。市民にスポーツを提供するとともにスポーツに対する
興味・関心を高め，スポーツ活動への参加意欲を喚起する。

栃木県パワーリフ
ティング協会

県補助金の1/2 50 大会補助
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　(３)　新設等補助金 （単位：千円）

№ 担　当　課 補　助　金　名 目　　　的　　　等 交　付　先 補　助　率　等
H1７当初
予算額

備　考

25 スポーツ振
興課

第20回関東地区シニアボウリン
グ選手権大会開催補助金

宇都宮市でスポーツ大会を開催することにより競技力の向上
を図る。市民にスポーツを提供するとともにスポーツに対する
興味・関心を高め，スポーツ活動への参加意欲を喚起する。

栃木県ボウリング連
盟

県補助金の1/2 25 大会補助

26 スポーツ振
興課

第56回関東ソフトテニス選手権
大会開催補助金

宇都宮市でスポーツ大会を開催することにより競技力の向上
を図る。市民にスポーツを提供するとともにスポーツに対する
興味・関心を高め，スポーツ活動への参加意欲を喚起する。

栃木県ソフトテニス
連盟

県補助金の1/2 25 大会補助

27 スポーツ振
興課

関東9人制バレーボール産業人
男女優勝大会開催補助金

宇都宮市でスポーツ大会を開催することにより競技力の向上
を図る。市民にスポーツを提供するとともにスポーツに対する
興味・関心を高め，スポーツ活動への参加意欲を喚起する。

栃木県バレーボー
ル協会

県補助金の1/2 25 大会補助

28 スポーツ振
興課

第27回関東６・９人制バレー
ボールクラブカップ男女選手権
大会開催補助金

宇都宮市でスポーツ大会を開催することにより競技力の向上
を図る。市民にスポーツを提供するとともにスポーツに対する
興味・関心を高め，スポーツ活動への参加意欲を喚起する。

栃木県クラブバレー
ボール連盟

県補助金の1/2 25 大会補助

29 スポーツ振
興課

第50回全国高等学校軟式野球
選手権・北関東地方大会開催
補助金

宇都宮市でスポーツ大会を開催することにより競技力の向上
を図る。市民にスポーツを提供するとともにスポーツに対する
興味・関心を高め，スポーツ活動への参加意欲を喚起する。

栃木県高等学校野
球連盟軟式部

県補助金の1/2 25 大会補助

30 スポーツ振
興課

第14回全日本実年ソフトボール
大会開催補助金

宇都宮市でスポーツ大会を開催することにより競技力の向上
を図る。市民にスポーツを提供するとともにスポーツに対する
興味・関心を高め，スポーツ活動への参加意欲を喚起する。

栃木県ソフトボール
協会

県補助金の1/2 50 大会補助

合計 301,660
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2　負担金
　（１）　廃止等負担金 （単位：千円）

№ 担　当　課 補　助　金　名 交　付　先
H16当初
予算額

備　考

1 都心部活性化
推進室

とちぎわいわいフェスティバル開催負担金 とちぎわいわいフェスティバル実行委員会 3,000 廃止

2 障害福祉課 ガイドヘルパー養成研修事業共催負担金 栃木県 714 廃止

3 工業課 地場企業及び製品紹介事業共催負担金 宇都宮商工会議所 300 廃止

4 河川課 第53回利根川水系連合水防演習負担金 第53回利根川水系連合水防演習栃木県実行委
員会

3,000 廃止

5 公園緑地課 城東土地区画整理事業公共施設管理者負担金 城東土地区画整理事業特別会計 86,800 廃止

合計 93,814

2　負担金
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　(2)　継続負担金 (単位：千円)

№ 担　当　課 負　担　金　名 目　　　的　　　等 交付先 負　担　率　等
H17当初
予算額

　A

H16当初
予算額

B
A－B 主な増減理由等

1 地域政策室 宇都宮テクノポリスセ
ンター地区開発整備
推進協議会負担金

宇都宮テクノポリスセンター地区開発事業の円滑な推進を図るた
め，早期の企業立地や分譲に向け，県・市・都市再生機構が協力
して誘致活動に取り組む。

宇都宮テクノポリスセン
ター地区開発整備推進
協議会

県：1/3
市：1/3
都市再生機構：1/3

200 200 0

2 都心部活性
化推進室

宇都宮まちづくり推
進機構負担金

中心市街地を活性化するため，官民一体となった魅力あるまちづ
くりを推進する。

宇都宮まちづくり推進
機構

対象事業費の1/2～2/3
及び事務局長人件費相
当分

19,031 19,850 △ 819

3 自治振興課 地区市民センター文
化祭負担金

特色ある地域文化の向上発展，地域住民の連帯意識の高揚を図
るため，文化祭開催経費の一部を負担する。

各地区市民センター文
化祭実行委員会

市　：6/10以内で上限
250千円
地元:4/10

2,750 3,300 △ 550

4 自治振興課 栃木県交通災害共
済負担金

共済の加入を促進し市民生活の安定に寄与するため，栃木県交
通災害共済に加入する一部の者に対し，交通災害共済掛金の一
部を負担する。

栃木県 中学生以下及び70歳以
上　＠50×加入者数
身体障害者・知的障害
者　・精神障害者  ＠150
×加入者数

2,479 2,584 △ 105

5 国保年金課 健康診査検診料金
助成

疾病の早期発見・早期治療により被保険者の健康の保持増進と国
民健康保険事業の医療費の適正化を図ため，検診料金の一部を
負担する。

国民健康保険被保険
者

自己負担額の1/2 38,462 35,678 2,784

6 男女共同参
画課

海外研修派遣市負
担金（栃木県女性の
海外研修派遣市町
村負担金）

男女共同参画の推進と女性の地位向上を図り，国際的視野を持っ
た地域活動のリーダーを養成する。地域の各分野で積極的に社
会活動を行っている女性を海外に派遣する。

栃木県女性青年海外
研修実施委員会

派遣に要する経費
　県：1/2，市：1/4

252 252 0

7 男女共同参
画課

海外研修派遣市負
担金（地域リーダー
海外視察研修市負
担金）

派遣国の実情や社会システムを学ぶことにより，男女共同参画社
会の形成促進を図るための地域リーダーを養成する。

(社)国際婦人教育振興
会

派遣研修費の1/2 600 600 0

8 青少年課 「子どもフェスタ」共
催事業負担金

本市の青少年がのびのびとたくましく育つ環境づくりの一環とし
て，青少年の様々な体験活動の成果発表，地域指導者の交流の
場や青少年と大人が主体的に参加して親子のふれあいが持てる
事業の開催を通して，「地域全体で青少年を育てる」市民意識の
醸成を図る。併せて親子のふれあいを通した「家庭の日」の普及啓
発を図る。

宇都宮市青少年健全
育成推進事業実行委
員会

市：1,940千円
青少年育成市民会議：
100千円

1,940 1,540 400

9 生活福祉課 地区民生委員協議
会活動費負担金

各地区民協活動の活発化及び委員個々の活動促進強化を図るた
め，活動費を負担する。

宇都宮市中央地区民
生委員協議会　外36地
区民生委員協議会

普通交付税参入額 12,534 12,417 117

10 生活福祉課 民生委員児童委員
活動費用弁償負担
金

民生委員法第26条に基づき委員活動に係る経費の実費を補填す
る。

宇都宮市を担当する民
生委員児童委員

実費相当額 44,876 44,845 31
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　(2)　継続負担金 (単位：千円)

№ 担　当　課 負　担　金　名 目　　　的　　　等 交付先 負　担　率　等
H17当初
予算額

　A

H16当初
予算額

B
A－B 主な増減理由等

11 生活福祉課 民生委員研修会負
担金

民生委員の資質の向上・知識習得を図り，地域社会の福祉増進に
寄与するため，研修費用等を負担する。

栃木県 対象事業費の1/2 81 64 17

12 高齢福祉課 高齢者外出支援事
業負担金

高齢者の社会参加の促進と生きがいづくりのため，バスカード購入
費を負担する。

75歳以上の高齢者 バスカード購入費の
市：3/5
バス事業者：1/5
購入者　　：1/5

16,095 18,000 △ 1,905

13 高齢福祉課 敬老会共催負担金 元気な高齢者を増やし，また地域のつながりを深めるため，敬老会
費用を負担する。

市内各地区社会福祉
協議会（37地区）

人員割，地区割 55,920 49,520 6,400 補助対象者の増

14 高齢福祉課 宇都宮市無料入浴
事業負担金

70歳以上の高齢者で自宅に入浴設備がないため，公衆浴場を利
用しなければならない高齢者に対し，保健衛生と健康保持のため
に，公衆浴場の無料入浴券を配布する。

市内の契約公衆浴場業
者

1回あたり370円 2,478 2,518 △ 40

15 障害福祉課 栃木県障害者文化
祭負担金

障害者の自立と文化活動への参加を促進するとともに，交流を通
じ，県民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深める
ため，文化祭開催経費を負担する。

栃木県障害者文化祭
実行委員会

定率 50 50 0

16 障害福祉課 心身障害児地域交
流キャンプ事業共催
負担金

特殊教育諸学校に通う児童と市内の市立小学校に通う児童が宿
泊による共同生活，野外活動，レクリエーション活動などを通して
お互いに理解と交流を深め，障害についての正しい知識を高める
とともに，地域の中での仲間作りを勧めることを目的とし，事業費を
負担する。

宇都宮市社会福祉協
議会

市：1/2
社会福祉協議会：1/2

180 265 △ 85

17 児童福祉課 日本スポーツ振興セ
ンター掛け金

公立保育園の児童の災害に対応する災害共済給付制度に係る共
済掛金。

日本スポーツ振興セン
ター栃木県支部

児童1人あたり385円 1,056 1,056 0

18 生活衛生課 食品衛生民間活力
活性化事業負担金

食品営業者の自主管理体制の強化に係る指導助成を行うため，
県と按分し，（社）栃木県食品衛生協会に対する運営経費や関係
団体の教育指導に関する事業の委託をおこなう。

栃木県 施設数，事業実施回数
等により算出した率

3,157 3,334 △ 177

19 生活衛生課 とちぎ動物愛護フェ
スティバル開催負担
金

動物の愛護と適正な飼養について，市民の理解と関心を深め，動
物愛護精神の高揚を図るため，県・県獣医師会と共催し，開催す
る。

とちぎ動物愛護フェス
ティバル実行委員会

県：1,800千円
市：　400千円
県獣医師会：500千円

400 400 0

20 環境企画課 クリーンアップフェア
共催負担金

環境問題に関する情報の提供と体験などを通じて，環境保全に関
する市民の意識啓発を図るため，栃木県クリーンアップフェアに参
加する。

栃木県クリーンアップ
フェア実行委員会

上限額：200千円 200 300 △ 100

21 商業観光課 市町村特別保証制
度負担金

中小企業向け融資を円滑化するため，中小企業者が負担する債
務保証に係る保証料の一部を負担する。

栃木県信用保証協会 保証料率の0.15％ 15,902 21,367 △ 5,465 対象件数の減

2　負担金
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　(2)　継続負担金 (単位：千円)

№ 担　当　課 負　担　金　名 目　　　的　　　等 交付先 負　担　率　等
H17当初
予算額

　A

H16当初
予算額

B
A－B 主な増減理由等

22 工業課 宇都宮地区労政協
会事業負担金

宇都宮労政事務所管内の労使関係の改善や勤労者の生活向上
のため労働教育講座等の各種事業や，地区労働団体との連絡会
議などを開催する。

宇都宮地区労政協会 定額200千円 200 200 0

23 工業課 産学連携異業種交
流推進事業共催負
担金

新たな事業展開に取り組む中小企業等の新技術の開発や新分野
進出を促進するため，大学との連携による共同研究のきっかけとな
る場を提供する。

宇都宮商工会議所 対象事業費から参加者
負担分を除いた費用の
1/2以内

200 200 0

24 工業課 中小企業産業展示
会出展助成事業共
催負担金

製品や技術の紹介と販路や受注機会の拡大・創出のため，「中小
企業総合展」や「とちぎ産業フェア」に出展する機会を創設する。

宇都宮商工会議所 対象事業費から出展企
業負担分を除いた費用
の1/2以内

480 480 0

25 工業課 発明相談事業負担
金

特許権や実用新案等に関するあらゆる相談に応じ，以って知的所
有権に対する意識の向上と付加価値のある製品開発の促進を図
るため，相談窓口を開設する。

宇都宮商工会議所 対象事業費の1/2以内
（限度額：180千円）

180 180 0

26 工業課 栃木科学・技術シン
ポジウム共催負担金

市内の科学・技術産業の振興を図るため，先端技術のあり方，或
いはそれらがもたらす効果の波及及び人間・社会環境との共存に
関する現状と展望等についてをテーマに講演会等を開催する。

栃木科学・技術シンポ
ジウム運営委員会

対象事業費の1/2を共催
団体ごとに定額負担

100 100 0

27 公営事業所 公営企業金融公庫
納付金

地方公共団体に対し，低利かつ安定した資金を融通することによ
り，住民福祉の増進に寄与する。

公営企業金融公庫 車券発売収入に応じた
額

209,160 212,450 △ 3,290

28 公営事業所 関東地区優秀選手
養成訓練負担金

選手の競技技術･資質の向上を図り競走の公正安全の確保と地元
優秀選手の輩出による事業の振興を目的とする。

関東地区優秀選手養
成訓練委員会

対象事業費の1/10以内 350 400 △ 50

29 公営事業所 関東地区プロ自転
車競技大会負担金

選手の競技技術・資質の向上を図り，広く自転車競技の真髄を普
及し，併せて競輪の健全なる発展に寄与することを目的とする。

社団法人　日本競輪選
手会関東地区本部

対象事業費の1/10以内 250 300 △ 50

30 公営事業所 記念競輪事務協力
費負担金

記念競輪の臨時場外車券売場設置，運営に伴う事務協力費を支
払うことにより，記念競輪の臨時場外車券売場の運営を円滑にす
る。

記念競輪臨時場外車
券売場所有施行者,借
上施行者または施設管
理会社

協定書により定められた
額

273,189 160,596 112,593 記念競輪臨時場外車
券売場の増

31 公営事業所 普通競輪事務協力
費負担金

普通競輪の臨時場外車券売場設置，運営に伴う事務協力費を支
払うことにより，普通競輪の臨時場外車券売場の運営を円滑にす
る。

普通競輪臨時場外車
券売場所有施行者,借
上施行者または施設管
理会社

協定書により定められた
額

146,476 52,364 94,112 普通競輪臨時場外車
券売場の増

32 公営事業所 記念競輪開催経費
負担金

記念競輪の臨時場外車券売場設置，運営に伴う関係経費を支払
うことにより，記念競輪の臨時場外車券売場の運営を円滑にする。

記念競輪臨時場外車
券売場所有施行者また
は借上施行者

臨時場外車券売場にお
ける負担金基準等による
額

12,000 16,000 △ 4,000

2　負担金
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　(2)　継続負担金 (単位：千円)

№ 担　当　課 負　担　金　名 目　　　的　　　等 交付先 負　担　率　等
H17当初
予算額

　A

H16当初
予算額

B
A－B 主な増減理由等

33 公営事業所 日雇特例被保険者
日雇拠出金

宇都宮市営競輪における場外発売業務に日々雇用した日雇特例
被保険者に対して行なう健康保険事業に要する費用を日雇拠出
金相応分として負担し健康保険組合の保険事業に寄与する。

栃木県都市職員健康
保険組合

前年度日雇延べ人数等
×算出基礎額

1,057 3,534 △ 2,477

34 公営事業所 競輪場多目的利用
事業負担金

競輪非開催時の施設有効活用の一環として，自転車の理解を深
め，競輪場のイメージ向上を図るための集いの開催経費の一部を
負担する。

競輪場多目的利用事
業実行委員会

対象事業費の一部 2,100 2,100 0

35 農政課 障害者減免利用等
に係る管理運営経
費負担金

ろまんちっく村を利用する障害者等の料金を減免することに伴う不
足額を交付する。

㈱ろまんちっく村 減免額相当分 18,000 18,000 0

36 公園緑地課 宇大東南部第1土地
区画整理事業公共
施設管理者負担金

土地区画整理事業地内に，計画的で適正な公園用地を確保する
ため，土地区画整理事業費の一部を負担する。

宇大東南部第1土地区
画整理事業特別会計

覚書により定めた額 127,000 127,000 0

37 区画整理計
画課

宇都宮東部土地区
画整理事業調査費
負担金

安全で快適な都市環境と機能的な市街地形成を図るため，周辺
市街地における計画的な住宅地整備を行い，秩序ある街づくりを
誘導することを目的とし，土地区画整理事業の都市計画決定され
た地区に対し，調査費用の一部を負担する。

栃木県 対象事業費の1/2 4,500 4,500 0

38 学校教育課 小学校児童事故災
害共済負担金

小学校管理下の児童の災害に対応する災害共済給付制度に係る
共済掛金。

日本スポーツ振興セン
ター栃木県支部

児童1人あたり985円
（うち保護者負担480円）

24,249 21,604 2,645

39 学校教育課 中学校生徒事故災
害共済負担金

中学校管理下の生徒の災害に対応する災害共済給付制度に係る
共済掛金。

日本スポーツ振興セン
ター栃木県支部

生徒1人あたり985円
（うち保護者負担480円）

11,584 10,331 1,253

40 生涯学習課 生涯学習センター文
化祭負担金

生涯学習センター利用団体の活動成果を発表する機会を提供す
ることにより，活動の向上・拡大を促進するとともに，市民の生涯学
習活動意欲の向上を図るため，文化祭開催経費を負担する。

中央・東西南北生涯学
習センター文化祭実行
委員会及び合同文化
祭実行委員会

中央生涯学習センター
　団体：80千円
　市　：190千円
東西南北生涯学習セン
ター
　地元：1/2　市：1/2
合同文化祭
　団体：64千円
　市　：397千円

1,537 1,643 △ 106

41 文化課 宇都宮市民芸術祭
共催事業負担金

芸術文化に対する活動成果を発表する場を提供し，本市芸術文
化の振興を図るため，市民芸術祭の開催経費を負担する。

宇都宮市民芸術祭実
行委員会

対象事業費から入場料・
参加料等を除いた額

9,400 10,700 △ 1,300

42 文化課 うつのみやジュニア
芸術祭共催事業負
担金

芸術文化に対する活動成果を発表する場を提供し，青少年を対
象とした本市芸術文化の振興を図るため，ジュニア芸術祭の開催
経費を負担する。

うつのみやジュニア芸
術祭実行委員会

対象事業費から参加料
等を除いた額

3,810 3,380 430
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　(2)　継続負担金 (単位：千円)

№ 担　当　課 負　担　金　名 目　　　的　　　等 交付先 負　担　率　等
H17当初
予算額

　A

H16当初
予算額

B
A－B 主な増減理由等

43 教育セン
ター

県費負担教職員の
研修負担金

小・中学校教職員の資質の向上を図るため，県が主催する教職員
の研修参加に対して負担する。

栃木県 （県センター運営費－特
定財源）×市受講者数/
総受講者数

2,767 2,811 △ 44

合計 1,067,232 867,013 200,219

2　負担金
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　(３)　新設等負担金 （単位：千円）

№ 担　当　課 補　助　金　名 目　　　的　　　等 交　付　先 補　助　率　等
H1７当初
予算額

備　考

1 政策審議室 シティセールスに関する共同研
究負担金

外部調査研究機関と共同でシティセールスに関する調査研究
を行うため，その費用の一部を負担する。

地域のブランド化や
イメージアップ，地域
振興などに関する調
査研究実績を持つ
外部調査研究機関

研究員の人件費以外
の研究費用

3,000 政策課題調査研究委託から負担金へリ
ニューアル

2 交通政策課 （仮）公共交通利活用促進協議
会負担金

宇都宮都市圏において，クルマから公共交通利用転換を推進
し，交通渋滞などの諸問題解決に向けた取り組みを進めるととも
に，公共交通の問題を市民・県民が自らの問題として考える意
識付け促進を目的とした各種広報啓発事業に対し，その費用の
一部を負担する。

（仮）公共交通利活
用促進協議会

県50万，市50万，鹿
沼・真岡・芳賀・高根
沢・市貝・茂木各10万

500

3 交通政策課 (仮）新交通システム導入課題検
討委員会負担金

導入課題や問題点の整理及び解決手法の検討，県・市や交通
事業者等の役割分担についての検討のための委員会にかかる
費用の一部を負担する。

(仮）新交通システム
導入課題検討委員
会

県1/2，市1/2 750

4 自治振興課 被害者支援対策事業負担金 犯罪等の被害者およびその家族・遺族への支援を目的として設
立される「（社法）被害者支援センターとちぎ」への市町村負担
金

（社法）被害者支援
センターとちぎ

＠2×12国調人口×
9/12月

666

5 青少年課 栃木県青年海外研修市町村負
担金

地域を代表する青年等を中国に派遣し，訪問地での研修・交流
や船内研修等を通して，地域や世代を越えた連帯意識の醸成
を図り，幅広い視野と国際性を備えた次代を担うにふさわしい青
年リーダーを養成することを目的とする。

栃木県女性青年海
外研修実施委員会

負担割合（県1/2，市
1/4，自己負担1/4）

2,000 2年に1回の実施

6 商業観光課 商店街通行量実態調査共催負
担金

中心商店街の通行量の実態を把握し，商業施設の基礎データ
にすることにより，商業の振興と中心市街地の活性化に役立て
る。

宇都宮商工会議所 市1/2，
商工会議所1/2

1,009 2年に1回の実施

7 商業観光課 商店街来街者実態調査共催負
担金

中心商店街への来街者の実態を把握し，商業施設の基礎デー
タにすることにより，商業の振興と中心市街地の活性化に役立
てる。

宇都宮商工会議所 市1/2，
商工会議所1/2

342 2年に1回の実施

8 商業観光課 ＪＲ宇都宮駅開業120周年記念＆
とちぎまつり開催負担金

ＪＲ宇都宮駅の開業120周年を祝い，「元気なとちぎづくりと観光
振興」を目的に実施される「とちぎまつり」に対し開催経費の一
部を負担する

とちぎまつり実行委
員会

対象事業費の一部 2,000

2　負担金
　(3)　新設等負担金 37



　(３)　新設等負担金 （単位：千円）

№ 担　当　課 補　助　金　名 目　　　的　　　等 交　付　先 補　助　率　等
H1７当初
予算額

備　考

9 農林振興課 とちぎファームフェスタ２００５大
会負担金

開市内酪農家の家畜改良に対する意識の向上と，広く消費者と
のふれあいと交流を通して，酪農や農業に関する知識の啓発や
理解の促進を図る目的の大会に対して補助する。

第12回全日本ホルス
タイン共進会栃木県
実行委員会

事業費の1/3を県内市
町村等で負担（頭数割
及び人口割）＜1/3
県，1/3関係団体＞

5,294 大会補助

10 学校教育課 関東甲信越静学校保健大会共
催負担金

社会体育振興を図るため，本市を会場として開催される関東大
会規模以上の大会運営を補助する

関東甲信越静学校
保健大会栃木県準
備委員会

県補助金の1/2以内 300 大会補助

合計 15,861

2　負担金
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３　交付金
　（１）　廃止等交付金 （単位：千円）

№ 担　当　課 補　助　金　名 交　付　先
H16当初
予算額

備　考

1 秘書課 チチハル友好都市提携20周年記念事業交付金 チチハル友好都市提携20周年記念事業実行委
員会

5,600 廃止

2 青少年課 家庭の日共催事業交付金 家庭の日推進事業実行委員会 800 子どもフェスタ共催負担金に統合

3 学校教育課 第58回宇都宮理科研究発表会並びに展覧会交付金 小・中学校理科教育研究会 120 廃止

4 生涯学習課 宇都宮市高等教育機関連絡協議会交付金 宇都宮市高等教育機関連絡協議会 560 廃止

合計 7,080

3　交付金
　(1)　廃止等交付金 39



　(2)　継続交付金 （単位：千円）

№ 担　当　課 交　付　金　名 目　　　的　　　等 交　付　先 交　付　額　等
H17当初
予算額

　A

H16当初
予算額

B
A－B 主な増減理由等

1 行政経営課 宇都宮市平和のつど
い実行委員会交付
金

市民ひとり一人に平和を求める心を醸成することにより，平和
の尊さへの意識高揚を図るため，平和のつどいを開催する。

宇都宮市平和のつどい
実行委員会

対象事業費全額 500 630 △ 130

2 行政経営課 宇都宮市平和親善
大使広島派遣事業
実行委員会交付金

原爆被害の実態と戦争の悲惨さを知ってもらい，核兵器の廃
絶に向けた意識を醸成するため，平和教育の一環として中学
生を広島に派遣する。

宇都宮市平和親善大使
広島派遣事業実行委員
会

対象事業費全額 1,333 1,365 △ 32

3 人事課 栃木県市町村職員
研修協議会市町村
職員研修事業交付
金

市職員の資質向上を図るため，高度な研修を実施する栃木県
市町村職員研修協議会に参加する。

栃木県市町村職員研修
協議会

（競輪収益金－100,000
千円）又は10,000千円の
いずれか低い額

10,000 10,000 0

4 自治振興課 宇都宮歩け歩け大会
実行委員会交付金

恵まれた自然と豊かな文化に触れ，人と人との交流を深めなが
ら歩くことの楽しさと，心と体のバランスのとれた健康づくりを振
興するため，市民が生涯を通じて気軽に楽しめる健康づくりの
スポーツとして歩け歩け運動を振興する。

宇都宮歩け歩け大会実
行委員会

対象事業費全額 3,700 4,200 △ 500 交付対象事業費の見
直し

5 自治振興課 宇都宮市民の日実
行委員会交付金

市民のわが街意識を高め，より一層の市民参加の街づくりを推
進することにより，市民の郷土愛とコミュニティ意識を醸成する
ため，「宇都宮市民の日」の普及啓発活動，記念事業を開催
する。

宇都宮市民の日実行委
員会

対象事業費全額 7,600 8,100 △ 500

6 自治振興課 宇都宮市消費生活
展開催実行委員会
交付金

消費者が健全な消費生活を営む上での正しい知識，情報の
提供を行うため，消費生活展を開催する。

宇都宮市消費生活展実
行委員会

対象事業費全額 810 862 △ 52

7 自治振興課 被災者に対する見舞
金

市民が災害救助法の適用基準に達しない災害を受けた場合，
これら被災者を援護するため，災害見舞金，死亡者の遺族へ
の死亡弔慰金を支給する。

全壊，半壊，流失に係る
被災者，並びに被災者
のうち死亡者の遺族及
び重傷者。被災の程度
が半壊，半焼若しくは半
埋没，又は，床上浸水
若しくは床下浸水の被
災者

全焼等:＠100千円，半焼
等:＠50千円，焼死等:＠
100千円，重傷者:＠50千
円，床上浸水等:＠50千
円，床下浸水等:＠4.4千
円

3,720 3,720 0

8 男女共同参
画課

男女共同参画推進
フェスティバル交付
金

男女共同参画意識の高揚を図るとともに，推進活動拠点として
のセンターを広く周知するため，フェスティバルを開催する。

男女共同参画推進フェ
スティバル実行委員会

対象事業費全額 250 250 0

9 生活福祉課 災害救助交付金 自然災害被害者の市民に対する福祉及び生活の向上に寄与
するため，見舞金を交付する。

自然災害により死亡した
者の遺族及び自然災害
により精神又は身体に
著しい障害を受けた者

1 1 0
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　(2)　継続交付金 （単位：千円）

№ 担　当　課 交　付　金　名 目　　　的　　　等 交　付　先 交　付　額　等
H17当初
予算額

　A

H16当初
予算額

B
A－B 主な増減理由等

10 高齢福祉課 宇都宮市やさしさを
はぐくむ福祉のまち
づくり推進協議会交
付金

市民主体の福祉のまちづくりを推進するため「やさしさをはぐく
む福祉のまちづくり推進協議会」に対してその事業に要する経
費を交付する。

やさしさをはぐくむ福祉
のまちづくり推進協議会

対象事業費全額 250 500 △ 250 交付対象事業費の見
直し

11 障害福祉課 うつのみやふれあい
スポーツ大会交付金

宇都宮市内の心身障害者及びその保護者・職員等がスポーツ
を通して家族相互や仲間との連帯感を深めることを目的とし，
交付する。

うつのみやふれあいス
ポーツ大会実行委員会

対象事業費全額
県：2/3　市：1/3

836 836 0

12 保健所総務
課

老人保健事業推進
協力交付金

老人保健法の保健事業（健康教育，健康相談など）を円滑に
推進するため，県１／２，県内各市町村１／２（人口按分）により
交付する。

社団法人　栃木県医師
会

県：1/2
県内各市町村：1/2（人口
按分）

1,986 1,986 0

13 保健所総務
課

老人保健事業推進
協力交付金

老人保健法の保健事業（健康教育，健康相談など）を円滑に
推進するため，県１／２，県内各市町村１／２（人口按分）により
交付する。

社団法人　栃木県歯科
医師会

県：1/2
県内各市町村：1/2（人口
按分）

353 353 0

14 保健所総務
課

保健衛生事業推進
協力交付金

宇都宮市の保健衛生事業を円滑に推進するため，市が実施
する事業に従事する医師の派遣調整，学校医委員会などの実
施，各種調査研究に要する経費を交付する。

社団法人　宇都宮市医
師会

対象事業費のうち
17,000千円を限度

17,000 17,000 0

15 保健所総務
課

保健衛生事業推進
協力交付金

宇都宮市の保健衛生事業を円滑に推進するため，市が実施
する事業に従事する薬剤師の派遣調整や関係会議の実施，
各種調査研究に要する経費を交付する。

宇都宮市薬剤師会 対象事業費のうち
600千円を限度

600 600 0

16 保健所総務
課

口腔衛生事業推進
協力交付金

宇都宮市の口腔衛生事業を円滑に推進するため，市が実施
する事業に従事する歯科医師の派遣調整や関係会議に要す
る経費を交付する。

社団法人　宇都宮市歯
科医師会

対象事業費のうち
4,350千円を限度

4,350 4,350 0

17 健康増進課 健康まつり実行委員
会　交付金

市民一人ひとりの健康意識を高め，生涯にわたる健康づくりへ
の参加を促すため，健康まつりを開催する。

宇都宮市健康まつり実
行委員会

対象事業費全額 3,000 3,500 △ 500

18 保健予防課 予防接種健康被害
給付金

予防接種による健康被害に際し，医療を受ける人に対して，医
療費及び医療手当等の給付を行う。

予防接種による健康被
害者

県：3/4　市：1/4 3,071 3,210 △ 139

19 商業観光課 フェスタｉｎ大谷実行
委員会交付金

大谷の景観を使ってイベントを開催し，内外に大谷のイメージ
をアップさせるとともに，大谷の観光の推進と地域の活性化を
図る。

フェスタｉｎ大谷実行委
員会

対象事業費全額
（限度額：5,000千円）

5,000 5,000 0

20 商業観光課 商業祭交付金 商業者と消費者とのふれあいや地域密着型の商店街作りを図
るため，市内全域の商店街が，にぎわいづくりのためのイベント
を実施する。

商業祭実行委員会 対象事業費全額
（限度額：1,000千円）

1,000 1,000 0

21 公営事業所 日本自転車振興会
交付金

自転車その他の機械の改良等の振興，機械工業の合理化並
びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興
に寄与する。

日本自転車振興会 車券発売収入に応じた
額

609,658 609,135 523
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　(2)　継続交付金 （単位：千円）

№ 担　当　課 交　付　金　名 目　　　的　　　等 交　付　先 交　付　額　等
H17当初
予算額

　A

H16当初
予算額

B
A－B 主な増減理由等

22 農政課 宇都宮市農林業祭
開催交付金

都市と農村の交流を通して，農村部の活性化や本市の農業振
興を図るため，農林業祭を開催する。

宇都宮市農林業祭開催
委員会

共催団体で各々定額 4,000 4,000 0

23 農政課 水田農業構造改革
事業交付金

「宇都宮市水田農業ビジョン」に基づき，米の生産調整をはじ
め水田農業を支える担い手の育成や麦・大豆・野菜など水田
を活用した多様な作物の産地づくりを推進し，生産性と収益性
の高い水田農業の確立を図る。

水田農業推進協議会 国，ＪＡ，市で各々定額 55,000 66,000 △ 11,000 対象事業費の見直し
による減

24 農林振興課 宇都宮さつき＆花
フェア交付金

宇都宮市の花「さつき」を全国にPRするとともに，「さつき」な
ど，花や緑の生活に占める重要性の認識を高め，花き花木の
普及定着と生産振興を図るため，フェアを開催する。

宇都宮さつき＆花フェア
実行委員会

対象事業費の1/4 1,500 1,500 0

25 農林振興課 森林整備地域活動
支援交付金

適切な森林整備を通じて森林の有する多面的機能の発揮を
図るため，森林所有者等による計画的かつ一体的な森林施行
が適時適切に行われるよう，その実施に不可欠な地域におけ
る活動を支援する。

森林施行計画(30ha以
上）を作成し，市長と協
定を締結した森林所有
者等

国：1/2以内　県：1/4
市：1/4

162 100 62

26 公園緑地課 宇都宮市花と緑のま
ちづくり推進協議会
交付金

花と緑に包まれた潤いのある美しいまちづくりへの意識高揚を
図るため，「花と緑のフェスティバルうつのみや」を開催する。

宇都宮市花と緑のまち
づくり推進協議会

対象事業費全額 3,000 3,000 0

27 公園緑地課 ｢よみがえれ！宇都
宮城｣市民の会交付
金

宇都宮城復元の意義・内容を市民に周知し，参加意識を喚起
するため，「よみがえれ！宇都宮城」市民の会に対して交付す
る交付金。

｢よみがえれ！宇都宮
城｣市民の会

対象事業費全額 15,000 15,000 0

28 消防本部総
務課

宇都宮市消防団分
団交付金

消防団の円滑な活動を支援するため。 宇都宮市消防団 分団割180,000円　団員
割2,800円　団長加算
110,000円

8,898 8,898 0

29 議会事務局 宇都宮市議会政務
調査費交付金

議員の調査研究に資するため，地方自治法第100条第13及び
14項の規定に基づき交付する交付金。

会派（所属議員が1人の
場合を含む)

1人月150千円 81,000 81,000 0

30 学校教育課 宇都宮市小学校研
究学校運営委員会
交付金

国・県・市が各学校に対して学習指導等の研究指定をし，その
推進に対する助成を通して，本市の教育力向上に資する。

宇都宮市立陽東小学校
研究学校運営委員会ほ
か

国・県指定：120千円
市指定　　： 50千円

2,173 1,110 1,063

31 学校教育課 はばたけ宮っ子推進
事業交付金（小学
校）

「生きる力」の育成を目指すため，地域社会との連携を図りな
がら，積極的に体験的活動や交流活動を行い地域に根ざした
特色ある教育活動を推進する。

学校教育活動推進事業
運営協議会

対象事業費全額 11,407 12,227 △ 820

32 学校教育課 宇都宮市中学校研
究学校運営委員会
交付金

国・県・市が各学校に対して学習指導等の研究指定をし，その
推進に対する助成を通して，本市の教育力向上に資する。

宇都宮市立陽東中学校
研究学校運営委員会ほ
か

国・県指定：120千円
市指定　　： 50千円

1,683 620 1,063
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　(2)　継続交付金 （単位：千円）

№ 担　当　課 交　付　金　名 目　　　的　　　等 交　付　先 交　付　額　等
H17当初
予算額

　A

H16当初
予算額

B
A－B 主な増減理由等

33 学校教育課 はばたけ宮っ子推進
事業交付金（中学
校）

「生きる力」の育成を目指すため，地域社会との連携を図りな
がら，積極的に体験的な活動や交流活動を行い地域に根ざし
た特色ある教育活動を推進する。

学校教育活動推進事業
運営協議会

対象事業費全額 4,860 5,233 △ 373

34 学校教育課 社会体験学習推進
事業交付金（中学
校）

子どもたちに働くことの尊さを実感させ，他人を思いやる心や
社会のためになることを積極的に行う態度を育み，主体的に自
己のあり方や生き方を見つめさせる。

学校教育活動推進事業
運営協議会

対象事業費全額 12,972 12,840 132

35 生涯学習課 成人式実施委員会
交付金

成人式を地域及び参加者の視点で実施するため，開催経費
を地域の実施委員会へ交付する。

成人式実施委員会 対象事業費全額 17,006 17,006 0

36 生涯学習課 宇都宮市民大学交
付金

市民の高度で専門的な学習ニーズに応えるため，知識や技術
を身につける講座を開催するための経費を交付する。

宇都宮市民大学運営協
議会

総事業費から受講料等を
除いた額

2,536 2,698 △ 162

37 生涯学習課 ホームステイ実施団
体交付金

子どもがホームステイ体験を通じて生きるたくましさを身に付け
るとともに，地域が主体となって実施することで，地域の教育力
を醸成する活動の定着を図るため，事業にかかる経費を補助
する。

ホームステイ実施委員
会

１地域あたり110千円 880 1,100 △ 220

38 生涯学習課 あすなろ青年教室交
付金

中学校特殊学級を卒業した青年に，社会生活に必要な一般
知識の向上と生涯学習をすすめ，社会人として望ましい人格
の形成に努める。

あすなろ青年教室実施
委員会

対象事業費全額 363 387 △ 24

39 文化課 うつのみや百人一首
市民大会交付金

短詩型文学の振興を図るため，その啓発活動である百人一首
市民大会開催に要する経費を交付する。

うつのみや百人一首市
民大会実行委員会

総事業費から中・高文連
負担金を除いた額

2,503 2,641 △ 138

40 文化課 うつのみやジャズの
まち委員会交付金

本市出身の世界的なジャズプレイヤー渡辺貞夫氏の功績を顕
彰し，軽音楽文化の振興を図るため，ジャズを中心とした音楽
のまちづくり活動を支援する。

うつのみやジャズのまち
委員会

総事業費から参加費等を
除いた額

5,820 6,000 △ 180

41 スポーツ振
興課

宇都宮マラソン大会
開催交付金

市民の健康づくり及び市民ランナーの発表の場としてマラソン
大会を開催するために要する経費を交付する。

宇都宮マラソン大会実
行委員会

総事業費から参加料・公
告料等を除いた額

4,500 4,700 △ 200

42 スポーツ振
興課

ジャパンカップサイク
ルロードレース開催
交付金

サイクルスポーツの振興及び観戦型スポーツへの市民の理
解・関心を高めるため，大会開催に要する経費を交付する。

ジャパンカップサイクル
ロードレース実行委員
会

総事業費から日本自転
車競技連盟補助金等を
除いた額

70,000 70,000 0

43 農業委員会
事務局

宇都宮市農林業祭
交付金

都市と農村の交流を通して，農村部の活性化や本市の農業振
興を図るため，農林業祭を開催する。

宇都宮市農林業祭開催
委員会

共催団体で各々定額 80 80 0

合計 980,361 992,738 △ 12,377
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　(３)　新設等交付金 （単位：千円）

№ 担　当　課 補　助　金　名 目　　　的　　　等 交　付　先 補　助　率　等
H1７当初
予算額

備　考

1 男女共同参
画課

（仮称）第17回男女共同参画全
国都市会議inうつのみや開催準
備交付金

平成18年度に市政110周年に合わせ「（仮称）第17回男女共同
参画全国都市会議inうつのみや」を開催するにあたり，開催準
備委員会を発足するため，それに係る経費を交付する。

（仮称）第17回男女
共同参画全国都市
会議inうつのみや開
催準備委員会

対象事業費全額 588 18年度の全国都市会議の開催に伴う準
備委員会の発足

2 商業観光課 インディジャパン３００プレイベント
実行委員会交付金

世界的なカーレースであるインディジャパン３００を活用し，広域
的な連携により，本市への集客増加を図る。

インディジャパン３００
プレイベント実行委
員会

宇都宮市1,940(市負
担500 単独1,440)
茂木，市貝，芳賀町
1,500
企業協賛1,500

1,940 インディジャパン３００活用事業

合計 2,528

3　交付金
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