
 
 
 
 
 
 





交付にあたり市税等完納条件のある補助金等一覧

№ 担 当 課 名　称 目　　　的　　　等 交　付　先

1 みんなでまちづくり
課

市民活動助成事業補助金 市民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

2 男女共同参画課 平和啓発事業推進補助金 市民主体による平和啓発活動の更なる活性化を図るため，市民団体が実施する平
和啓発事業の経費の一部を補助し，事業を充実させることで，平和行政の更なる推
進を図る。

市内において平和啓発事業を実施する団体

3 保健福祉総務課 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）

4 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

5 保健福祉総務課 障がい福祉施設整備費補助金 障がい者が健康で生きがいを持ち，住み慣れた地域社会で居住生活，一般就労な
ど自立した生活を営むことができる施設を確保するため，社会福祉法人等による障
がい者施設の整備に係る経費の一部を補助する。

障がい者施設を整備する社会福祉法人等

6 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，その年度内の利子額の一部を補助する。

社会福祉法人

7 保健福祉総務課 地域密着型サービス拠点等整備費補助
金

要介護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地域密着型サービス事業所等の整備に係る経費の一部を
補助する。

地域密着型サービス事業所等を整備する社会福祉法
人等

8 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

9 生活福祉第1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，被保護者への処遇の充実を図るため，産休
等代替職員雇用費を補助する。

救護施設
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交付にあたり市税等完納条件のある補助金等一覧

№ 担 当 課 名　称 目　　　的　　　等 交　付　先

10 高齢福祉課 高齢者にやさしい住環境整備事業費補
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

11 高齢福祉課 はいかい高齢者等家族支援事業補助
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，位置探索システムの利
用料の一部を補助する。

徘徊高齢者の介護者

12 保険年金課 国民健康保険人間ドックおよび脳ドック
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（40～74歳）

13 保険年金課 後期高齢者医療人間ドックおよび脳ドッ
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後期高齢者医療に
係る医療費の適正化を図るため，検診料金の一部を補助する。

後期高齢者医療被保険者

14 生活衛生課 飼い犬等不妊手術費補助金 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，不妊手術費の一部を補助す
る。

不妊手術を受けた犬・猫の飼い主である市民

15 子ども未来課 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，その年度内の利子額の一部を補助する。

社会福祉法人

16 子ども未来課 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

17 子ども未来課 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，保育園の整備を行う社会福祉法人等に対し経費の一部を補助する。

保育所を整備する社会福祉法人等

18 子ども家庭課 児童福祉施設等産休等代替職員雇用
費補助金

児童福祉施設等の入所児童の処遇の向上を図るため，職員が産休等を取得する
際の，代替職員の雇用に要する費用を補助する。

児童福祉施設等を設置経営する社会福祉法人等
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交付にあたり市税等完納条件のある補助金等一覧

№ 担 当 課 名　称 目　　　的　　　等 交　付　先

19 保育課 一時預り事業補助金 児童福祉の向上を図るため，児童の一時預りを実施する保育所の運営費の一部を
補助する。

保育所を設置経営する社会福祉法人等

20 保育課 地域子育て支援拠点事業補助金 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

21 保育課 私立保育所運営費補助金（乳幼児保育
担当保育士増員費）

民間園の1歳児の処遇を充実させるため，及び保育士を安定的かつ継続的に雇用
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

22 保育課 私立保育所運営費補助金（調理員増員
費）

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

23 保育課 私立保育所運営費補助金（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

24 保育課 私立保育所運営費補助金（民間保育所
代替職員雇用費）

民間園の入所児童の処遇の向上を図るため，職員が産休等を取得する際の，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

25 保育課 私立保育所運営費補助金（保育士等人
材確保費）

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

26 保育課 私立保育所運営費補助金（嘱託医委嘱
費）

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

27 保育課 私立保育所運営費補助金（延長保育促
進事業費）

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
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交付にあたり市税等完納条件のある補助金等一覧

№ 担 当 課 名　称 目　　　的　　　等 交　付　先

28 保育課 私立保育所運営費補助金（発達支援児
保育事業費）

民間園において心身に中･軽度の障がいを有する児童の入所を推進し，発達支援
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

29 保育課 私立保育所運営費補助金（保育所地域
活動事業費）

民間園において地域の特性に応じた幅広い保育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

30 保育課 民間育児施設運営費補助金 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

31 保育課 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。

幼稚園に通園する園児の保護者

32 環境政策課 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，温室効果ガスの排出抑制を図るため，
設置費の一部を補助する。

自ら居住する市内の住宅に太陽光発電システムを設
置する者

33 環境政策課 住宅用高効率給湯器設置費補助金 住宅用高効率給湯器の普及を促進し，温室効果ガスの排出抑制を図るため，設置
費の一部を補助する。

自ら居住する市内の住宅に高効率給湯器を設置する
者

34 ごみ減量課 コンポスト容器及び電動式生ごみ処理
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，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電動式生ごみ処理機を購入した者

35 産業政策課 販路開拓支援事業補助金 市内の産業に関する協同組合等の団体が，新たな販路や取引先，事業提携先等
の開拓を目的として，県外等で開催される一定以上の規模の展示会等に，製品等
を出展する場合にその出展に要する経費に対して一部を助成する。

市内の産業等（次世代モビリティ，本市ブランド化，地
域資源の活用促進に資する事業など）に関する協同
組合等

36 産業政策課 新産業創出支援補助金 新産業の創出が期待されるベンチャーや環境・エネルギー事業に取り組む企業に
対し，新商品開発等への補助を行うほか，経営・技術の専門家を派遣する。

新商品開発等を行おうとする企業
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交付にあたり市税等完納条件のある補助金等一覧

№ 担 当 課 名　称 目　　　的　　　等 交　付　先

37 産業政策課 ＵＪＩターン起業促進補助金 高齢化や人口減少社会の到来，団塊世代の大量退職など，社会情勢が変化する
なか，持続的に活力あるまちづくりを推進するため，本市へのＵＪＩターンを希望す
る，新規開業や新事業創出に積極的に取り組もうとするチャレンジャーの育成と集
積を図る。

ＵＪＩターンにより起業する者

38 産業政策課 大谷石利用促進事業補助金 市民の大谷石への愛着の醸成や大谷石の印象の向上を図り，もって大谷石の利用
促進を図るため，一般住宅等の新増築，改築等の際，内外装材として大谷石を使
用した場合の工事費に係る経費の一部を補助する。

大谷石を使用した建築物の建築主又は買主

39 産業政策課 大谷石特性活用事業補助金 大谷石の特性を利用した新商品開発の支援を行うことにより，大谷石の利活用を促
進させ，大谷石産業の活性化を目指す。

大谷石の新たな利用方法・新商品の研究～開発を行
おうとする者

40 商工振興課 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

41 商工振興課 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

42 商工振興課 就職困難者雇用奨励金 就職困難者などの試行雇用を行い，引き続き雇用を継続した事業主に対し助成す
ることで就労を支援する。

雇用保険適用事業主

43 商工振興課 立地企業等雇用奨励金 ＵＪＩターン，企業立地，企業拡大再投資，高度化設備設置補助の対象となった中小
事業者が，市内に居住する者の雇用を行った中小企業者に助成を行い，就労を支
援する。

ＵＪＩターン，企業立地，企業拡大再投資，高度化設備
設置補助の対象となった中小事業者

44 商工振興課 雇用調整助成金申請支援事業補助金 雇用調整助成金を申請するために，社会保険労務士と顧問契約を締結した事業所
に対して，顧問契約料を補助し，雇用の安定を図る。

顧問契約を締結した事業所

45 商工振興課 信用保証料補助金 中小企業者向けの融資を円滑化するため，債務保証に係る保証料を補助する。 栃木県信用保証協会
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交付にあたり市税等完納条件のある補助金等一覧

№ 担 当 課 名　称 目　　　的　　　等 交　付　先

46 商工振興課 特許権等取得促進事業費補助金 中小企業の製品・サービス及び技術の開発を促進するため，産業財産権出願経費
等の一部を補助する。

特許等の産業財産権を出願した中小製造業等

47 商工振興課 中小企業高度化設備設置補助金 中小企業の振興を図るため，技術の高度化・合理化を促進するために設置した設
備の取得額の一部を補助する。

製造業，特定サービス業の業種に該当する中小企業

48 商工振興課 企業立地補助金・企業拡大再投資補助
金

企業の誘致及び域内再配置を促進し，本市産業の振興及び雇用機会の拡大を図
るため，土地・建物や設備に対する取得額の一部を補助する。

市内の工業団地等に立地・増設を行う企業

49 商工振興課 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。

宇都宮商工会議所

50 観光交流課 観光振興促進事業補助金 中心市街地または大谷地域において体験型の誘客施設を整備しようとする者に対
し，体験型観光の推進の観点から，その整備に要する費用の一部を補助する。
大谷地域においては，観光客の利便性向上のために新たに飲食店若しくは土産品
店を出店しようとする者に対し，施設整備費用の一部を補助する。

各事業者

51 農業振興課 被災農業者雇用促進助成金 東日本大震災で被災し，現在の居住地での営農が困難な農業者が，本市において
短期的な雇用を希望する場合，被災農業者の雇用の実現を図るもの。

被災農業者等の雇用主（農業者，農業生産法人等）

52 農業振興課 被災農業者農地賃借助成金 東日本大震災で被災し，現在の居住地での営農が困難な農業者が，本市において
生活安定，または新天地として営農再開を希望する場合，円滑かつ安定的な就農
を支援するもの。

市内に就農を希望する被災農業者

53 農業振興課 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

54 農業振興課 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
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55 農業振興課 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，日本政策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

56 農業振興課 イノシシ防護柵導入事業補助金 市の北西部を中心にイノシシ等による農作物の被害が発生し，被害は年々増加の
傾向にあることから，被害の減少と農業者の生産力の安定を図るため，イノシシ等の
農地への侵入を防ぐ防護柵を導入する事業の一部を補助する。

団体・農業者

57 農業振興課 園芸作物生産振興対策事業補助金（適
正施肥）

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。

営農集団等

58 農業振興課 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。

宇都宮市農業用廃ビニール処理対策協議会

59 農業振興課 園芸作物病害虫予防対策事業補助金 産地力の維持向上や作業の効率化を図るため，生産者の適切な病害予防対策に
対して補助を行う。

JAうつのみやいちご専門部

60 農業振興課 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，営農集団等

61 農業振興課 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，環境負荷を低減させる施設や設備
の導入に係る経費の一部を補助する。

宇都宮農業協同組合

62 農業振興課 土地利用型農業生産施設等整備事業
補助金

経営規模を積極的に拡大する農業者や効率的，安定的な土地利用型農業経営者
の育成を目指し，営農環境の整備を促進することを目的に収穫機等の機械購入費
用の一部を補助する。

宇都宮農業協同組合，営農集団等

63 農業振興課 優良繁殖雌牛導入事業補助金 和牛繁殖農家の基盤強化と優良な和牛素牛の生産拡大を図るため，良質な肉を生
産する遺伝子を受け継いだ繁殖雌牛を導入する経費の一部を補助する。

宇都宮農業協同組合
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64 農業振興課 宇都宮牛復興プロジェクト補助金 宇都宮牛の更なる品質の向上や歩留まりの良い牛（俵牛）づくりを促進するため，血
液検査などの科学的飼養管理技術導入やたん白質飼料購入費などに要する費用
の一部を補助する。また，全国規模の共励会において日本一を獲得し，更なるブラ
ンド力の向上を図るプレミアム宇都宮牛創出事業に取り組むため，優良な系統の肥
育素牛の導入費用の一部を補助する。

JAうつのみや和牛肥育牛専門部会，宇都宮農業協同
組合

65 農業振興課 畜産経営環境対策事業補助金 家畜飼養及び畜産物生産用省力機械を整備し，畜産経営の安定と合理化を図る 営農集団

66 農村整備課 鳥獣被害対策事業補助金 深刻な農林業被害や環境被害を及ぼしているイノシシ（イノブタ）の個体数を減少さ
せることを目的とし，狩猟免許取得に係る経費・わな購入費に係る経費の一部を助
成する。

事業を実施する団体・個人

67 農村整備課 元気な森づくり里山林整備事業補助金 森林の有する公益的機能を発揮させるため，自治会や各種団体等が取り組む元気
な森づくり推進事業の経費を補助することにより，元気な森林を次の世代に引き継
いでいくことを目的とする。

自治会や各種団体

68 農村整備課 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

69 農村整備課 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

70 農村整備課 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

71 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，自治会加入等を条件に中心市街地の区域内
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

72 住宅課 住宅改修事業補助金 良質な住まいの形成の促進を図るため，住宅の性能や機能を高める住宅改修工事
費の一部を補助する。

住宅改修補助申請者
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73 建築指導課 耐震診断補助金 地震による人的・経済的被害を軽減するため，住宅の耐震化の促進策として，診断
費用の一部を補助する。

昭和56年以前に建築された木造住宅の所有者

74 建築指導課 耐震改修補助金 地震による人的・経済的被害を軽減するため，住宅の耐震化の促進策として，改修
及び建替費用の一部を補助する。

昭和56年以前に建築された木造住宅の所有者

75 建築指導課 アスベスト対策費補助金 市民のアスベストによる健康被害を防止するため，所有者等に対し，除去等費用の
一部を補助する。

吹付アスベスト除去等を行った建物の所有者等

76 緑のまちづくり課 緑地保全元気な森づくり事業補助金 市民に対する緑化の普及啓発を図り，みどり豊かな環境を将来に引き継いでいくた
め，市民を対象に実施する緑地保全や緑化普及啓発を目的とした森づくり活動事
業に要する費用の一部を補助する。

市内で森づくり等を目的に活動している法人

77 生活排水課 浄化槽整備事業補助金 市街化調整区域および用途区域が指定されていない地域のうち，下水道などが整
備されない，または長期間整備されない地域（事業認可区域を除く）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。

市街化調整区域および用途区域が指定されていない
地域のうち，下水道などが整備されない，または長期
間整備されない地域（事業認可区域を除く）で，専用
住宅などに合併処理浄化槽を設置しようとする者

78 生活排水課 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
宇都宮農業協同組合
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