
令和3年度当初予算　補助金等一覧表

No 補助事業名 団体名 担当課 区分
R3予算
(単位：円)

1 伊勢原市職員親睦会健康管理費補助金 伊勢原市職員親睦会 職員課 事業費 5,590,000

2 伊勢原市職員親睦会福利厚生費補助金 伊勢原市職員親睦会 職員課 事業費 300,000

3 土地開発公社運営費補助金（平成１８年度設定）借換利子補給金 伊勢原市土地開発公社 管財契約検査課 運営費 3,570,858

4 伊勢原市平和都市宣言推進事業補助金 中学生平和の旅派遣団（中学生） 市民協働課 事業費 382,040

5 自治会連合会運営交付金【合計】 自治会連合会 市民協働課 事業費 26,824,000

6 伊勢原市国際交流推進活動補助金【合計】 国際交流関係団体（2団体） 市民協働課 事業費 230,000

7 伊勢原市交通防犯対策事業補助金（伊勢原市交通安全母の会） 伊勢原市交通安全母の会 市民協働課（交通） 事業費 383,000

8 伊勢原市交通防犯対策事業補助金（伊勢原安全運転管理者会） 伊勢原安全運転管理者会 市民協働課（交通） 事業費 262,800

9 伊勢原市交通防犯対策事業補助金（伊勢原交通安全協会） 伊勢原交通安全協会 市民協働課（交通） 事業費 2,180,700

10 伊勢原市交通防犯対策事業補助金（伊勢原市交通安全対策協議会） 伊勢原市交通安全対策協議会 市民協働課（交通） 事業費 1,000,000

11 伊勢原市交通防犯対策事業補助金（伊勢原市防犯協会） 伊勢原市防犯協会 市民協働課（交通） 事業費 2,768,000

12 伊勢原市交通防犯対策事業補助金（伊勢原青少年交通安全連絡協議会） 伊勢原青少年交通安全連絡協議会 市民協働課（交通） 事業費 50,000

13 伊勢原市人権擁護委員会交付金 伊勢原市人権擁護委員会 人権・広聴相談課 事業費 150,000

14 伊勢原市人権啓発活動事業費等補助金【合計】 同和関係団体（２団体） 人権・広聴相談課 事業費 240,000

15 伊勢原市人権啓発活動事業費等補助金【合計】 人権関係団体（２団体） 人権・広聴相談課 事業費 600,000

16 伊勢原市公害防止・環境保全活動補助金 伊勢原地区環境保全連絡協議会 環境対策課 事業費 50,000

17 伊勢原市公害防止・環境保全活動補助金 いせはら環境ネットワーク 環境対策課 事業費 69,000

18 衛生委員会事業費補助金 伊勢原市衛生委員会 環境美化センター 事業費 1,236,000
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19 伊勢原市地域活性化事業補助金 木津根橋自治会 環境美化センター 事業費 1,000,000

20 伊勢原市地域活性化事業補助金 栗原自治会・栗原地区対策委員会 環境美化センター 事業費 2,000,000

21 伊勢原市地域特産物研究会交付金 伊勢原市地域特産物研究会 農業振興課 事業費 264,000

22 農業後継者育成対策事業（伊勢原市農業後継者対策協議会事業費交付金） 伊勢原市農業後継者対策協議会 農業振興課 事業費 114,000

23 畜産振興一般事務費（伊勢原市畜産会事業費補助金） 伊勢原市畜産会 農業振興課 事業費 580,000

24 農業推進指導費（伊勢原市園芸協会事業費補助金） 伊勢原市園芸協会 農業振興課 事業費 1,830,000

25 荒廃農地整備事業費補助金 湘南農業協同組合 農業振興課 事業費 405,000

26 大田地区土地改良区事務費補助金 伊勢原市大田地区土地改良区 農業振興課 運営費 2,900,000

27 多面的機能支払事業交付金 伊勢原市ふるさと大田を守り楽しむ会 農業振興課 事業費 2,692,800

28 みかんの木オーナー制度推進事業費補助金（栗原地区） 栗原地区観光農業推進組合 農業振興課 事業費 290,000

29 みかんの木オーナー制度推進事業費補助金（善波地区） 善波地区観光農業推進組合 農業振興課 事業費 60,000

30 有害鳥獣対策事業（有害鳥獣等被害対策事業費補助金） 伊勢原市有害鳥獣対策協議会 農業振興課 事業費 6,592,000

31 優良乳牛等精液奨励事業費補助金 伊勢原市畜産会 農業振興課 事業費 304,000

32 自給飼料生産対策事業費補助金 伊勢原市畜産会 農業振興課 事業費 2,116,000

33 経営所得安定対策推進事務費補助金 伊勢原市農業再生協議会 農業振興課 事業費 202,000

34 利用間伐材助成事業補助金（森林管理事業） 伊勢原市森林組合 農業振興課 事業費 2,200,000

35 地域林業形成促進事業補助金（森林管理事業） 伊勢原市森林組合 農業振興課 事業費 3,625,000

36 森林環境保全特別対策事業補助金（森林管理事業） 伊勢原市森林組合 農業振興課 事業費 679,000
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37 協力協約推進事業補助金（森林管理事業） 伊勢原市森林組合 農業振興課 事業費 7,017,000

38 農業用廃棄物適正処理対策事業補助金 湘南農業協同組合 農業振興課 事業費 40,000

39 伊勢原市観光協会事業費補助金 一般社団法人伊勢原市観光協会 商工観光課 事業費 21,941,000

40 観光振興自主事業補助金 一般社団法人伊勢原市観光協会 商工観光課 事業費 2,820,000

41 第29回大山とうふまつり補助金 大山とうふまつり実行委員会 商工観光課 事業費 360,000

42 太郎の郷整備事業費補助金 太郎の郷づくり協議会 商工観光課 事業費 220,000

43 高部屋地区観光資源開発事業補助金 たかべや緑の里振興会 商工観光課 事業費 162,000

44 大山地区誘客対策事業補助金 青専研 商工観光課 事業費 100,000

45 大山桜遊歩道維持管理事業補助金 阿夫利睦 商工観光課 事業費 200,000

46 芝桜管理運営費補助金 上谷芝桜愛好会 商工観光課 事業費 200,000

47 大山地区観光街路灯維持管理事業補助金 大山地区観光街路灯代表 商工観光課 事業費 190,000

48 大山観光振興会事業費補助金 大山観光振興会 商工観光課 事業費 500,000

49 観光パンフレット作製費補助金 一般社団法人伊勢原市観光協会 商工観光課 事業費 300,000

50 伊勢原駅観光案内所運営費補助金 一般社団法人伊勢原市観光協会 商工観光課 事業費 3,779,000

51 伊勢原市商工会小規模事業経営支援事業補助金 伊勢原市商工会 商工観光課 事業費 15,470,000

52 伊勢原市商工会女性部活動事業補助金 伊勢原市商工会 商工観光課 事業費 210,000

53 伊勢原市商工会青年部納涼まつり補助金 伊勢原市商工会 商工観光課 事業費 364,000

54 伊勢原市商工会商工まつり補助金 伊勢原市商工会 商工観光課 事業費 475,000
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55 伊勢原市商工会異業種研究会研究事業補助金 伊勢原市商工会 商工観光課 事業費 96,000

56 伊勢原市商店会連合会活動事業費補助金 伊勢原市商店会連合会 商工観光課 事業費 1,070,000

57 商店街にぎわい振興補助金 伊勢原市商店会連合会 商工観光課 事業費 460,000

58 商店会連合会街路灯維持管理費補助金 伊勢原市商店会連合会 商工観光課 事業費 495,000

59 石田商工振興会街路灯維持管理費補助金 石田商工振興会 商工観光課 事業費 109,000

60 かすみ商店会街路灯維持管理費補助金 かすみ商店会 商工観光課 事業費 150,000

61 福奈賀商店会街路灯維持管理費補助金 福奈賀商店会 商工観光課 事業費 26,000

62 商店街活性化事業補助金 商店街団体 商工観光課 事業費 500,000

63 商店街共同施設設置助成事業補助金 商店街団体 商工観光課 事業費 473,000

64 伊勢原工業団地協同組合活動事業費補助金 伊勢原工業団地協同組合 商工観光課 事業費 1,000,000

65 鈴川まつり補助金 伊勢原工業団地協同組合 商工観光課 事業費 390,000

66 環境整備費補助金 伊勢原工業団地協同組合 商工観光課 事業費 200,000

67 鈴川会館等環境改善事業補助金 伊勢原工業団地協同組合 商工観光課 事業費 300,000

68 神奈川県金属プレス工業協同組合環境整備事業補助金 神奈川県金属プレス工業協同組合 商工観光課 事業費 322,000

69 伊勢原市歌川産業協同組合活動事業費補助金 伊勢原市歌川産業協同組合 商工観光課 事業費 720,000

70 伊勢原たばこ販売促進協議会活動事業補助金 伊勢原たばこ販売促進協議会 商工観光課 事業費 225,000

71 石田商工振興会商工まつり開催補助金 石田商工振興会 商工観光課 事業費 110,000

72 伊勢原市商業のまちづくり協議会交付金 伊勢原市商業のまちづくり協議会 商工観光課 事業費 400,000
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73 大山飲食店物産組合活動事業補助金 大山飲食店物産組合 商工観光課 事業費 90,000

74 西湘地域労働者福祉協議会福利厚生事業補助金 西湘地域労働者福祉協議会 商工観光課 事業費 216,000

75 労働団体メーデー交付金（西湘地域労働者福祉協議会） 西湘地域労働者福祉協議会 商工観光課 事業費 360,000

76 労働団体メーデー交付金（厚木地区労働組合協議会） 厚木地区労働組合協議会 商工観光課 事業費 96,000

77 中小企業労務改善事業補助金 伊勢原市商工会 商工観光課 事業費 202,000

78 中小企業集団福祉推進事業補助金 伊勢原市商工会 商工観光課 事業費 240,000

79 中小企業労働関係近代化事業補助金 伊勢原工業団地協同組合 商工観光課 事業費 81,000

80 西湘地域労働者福祉協議会パート労働等法律相談事業補助金 西湘地域労働者福祉協議会 商工観光課 事業費 155,000

81 伊勢原市雇用促進協議会活動事業補助金 伊勢原市雇用促進協議会 商工観光課 事業費 120,000

82 比々多観光振興会事業費補助金 比々多観光振興会 商工観光課 事業費 90,000

83 日本遺産活用推進事業費補助金 伊勢原市日本遺産協議会 商工観光課 事業費 5,000,000

84 社会福祉協議会運営費補助金 伊勢原市社会福祉協議会 福祉総務課 運営費 61,756,000

85 遺族等援護事業費【合計】 伊勢原市遺族会 福祉総務課 事業費 970,000

86 民生委員児童委員活動費補助金 民生委員児童委員 福祉総務課 事業費 11,203,000

87 保護司会事業費補助金 伊勢原市保護司会 福祉総務課 事業費 130,000

88 福祉のいずみ基金事業費 社会福祉事業団体 福祉総務課 事業費 510,000

89 シルバー人材センター補助金 伊勢原市シルバー人材センター 介護高齢課 運営費 12,843,000

90 敬老事業助成金 自治会（102自治会） 介護高齢課 事業費 7,157,000
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91 老人クラブ連合会補助金 伊勢原市老人クラブ連合会 介護高齢課 事業費 1,012,000

92 単位老人クラブ補助金 伊勢原市単位老人クラブ（44クラブ） 介護高齢課 事業費 1,497,000

93 市医師会等補助金（公衆衛生協会秦野伊勢原支部） 公衆衛生協会秦野伊勢原支部 健康づくり課 運営費 24,000

94 市医師会等補助金（秦野伊勢原生活衛生協会） 秦野伊勢原生活衛生協会 健康づくり課 運営費 50,000

95 市医師会等補助金（秦野伊勢原食品衛生協会伊勢原地区協議会） 秦野伊勢原食品衛生協会伊勢原地区協議会 健康づくり課 事業費 90,000

96 市医師会等補助金（秦野伊勢原食品衛生協会） 秦野伊勢原食品衛生協会 健康づくり課 運営費 100,000

97 市医師会等補助金(三師会） 伊勢原市三師会 健康づくり課 運営費 197,000

98 市医師会等補助金（薬剤師会） 伊勢原市薬剤師会 健康づくり課 運営費 953,000

99 市医師会等補助金（歯科医師会） 秦野伊勢原歯科医師会 健康づくり課 運営費 1,508,000

100 市医師会等補助金（医師会） 伊勢原市医師会 健康づくり課 運営費 5,850,000

101 伊勢原市休日歯科診療所運営事業（秦野伊勢原歯科医師会） 秦野伊勢原歯科医師会 健康づくり課 事業費 12,333,000

102 伊勢原市休日夜間薬局運営事業（伊勢原市薬剤師会） 伊勢原市薬剤師会 健康づくり課 事業費 14,336,000

103 伊勢原市休日夜間診療所運営事業（秦野伊勢原医師会） 秦野伊勢原医師会 健康づくり課 事業費 41,336,000

104 院内保育事業運営費補助金 伊勢原協同病院 健康づくり課 事業費 4,305,000

105 院内保育事業運営費補助金 東海大学医学部付属病院 健康づくり課 事業費 4,305,000

106 第二次急患診療事業費補助金（伊勢原協同病院） 伊勢原協同病院 健康づくり課 事業費 53,502,830

107 救急医療機関外国籍市民対策費補助金 一次・二次救急医療機関 健康づくり課 事業費 70,000

108 地域医療急患対策交付金（初期救急医療施設） 伊勢原市医師会 健康づくり課 事業費 3,000,000
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109 地域医療急患対策交付金（第三次救急医療施設） 東海大学医学部付属病院 健康づくり課 事業費 9,000,000

110 産科医師分娩手当補助金 伊勢原協同病院 健康づくり課 事業費 2,666,000

111 産科医師分娩手当補助金 やはたウィメンズクリニック 健康づくり課 事業費 150,000

112 産科医師分娩手当補助金 おおたレディースクリニック 健康づくり課 事業費 1,300,000

113 食生活改善に関する地区活動費交付金 伊勢原市食生活改善推進団体 健康づくり課 事業費 297,000

114 伊勢原協同病院移転新築事業に係る補助金 神奈川県厚生農業協同組合連合会 健康づくり課 事業費 176,180,000

115 伊勢原市獣医師会補助金 伊勢原市獣医師会 健康づくり課 事業費 40,000

116 薬物乱用防止指導員協議会秦野伊勢原支部 薬物乱用防止指導員協議会秦野伊勢原支部補助金 健康づくり課 事業費 20,000

117 身体障害者福祉団体事業費補助金 伊勢原市身体障害者福祉協会 障がい福祉課 事業費 447,120

118 知的障害者福祉団体事業費補助金 社会福祉法人伊勢原市手をつなぐ育成会 障がい福祉課 事業費 100,000

119 グループホーム家賃助成補助金【合計】 グループホーム 障がい福祉課 運営費 9,120,000

120 心身障害児者歯科医療対策運営費補助金 一般社団法人　秦野伊勢原歯科医師会 障がい福祉課 運営費 81,000

121 地域活動支援センター事業補助金【合計】 地域活動支援センター 障がい福祉課 事業費 26,296,000

122 伊勢原市コミュニティ保育推進事業補助金 コミュニティ保育実施団体 子育て支援課 事業費 122,000

123 伊勢原市ひとり親福祉協会補助金 伊勢原市ひとり親福祉協会 子育て支援課 事業費 152,000

124 伊勢原市私立幼稚園協会事業費補助金 伊勢原市私立幼稚園協会 子ども育成課 事業費 615,000

125 伊勢原市青少年指導員連絡協議会活動推進事業交付金 伊勢原市青少年指導員連絡協議会 青少年課 事業費 237,000

126 伊勢原市子ども会育成会連絡協議会活動推進事業 伊勢原市子ども会育成会連絡協議会 青少年課 事業費 490,000
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127 伊勢原市ジュニアリーダーズクラブ育成事業 伊勢原ジュニアリーダーズクラブ 青少年課 事業費 169,000

128 国内姉妹都市少年交流推進事業（サッカー） 成瀬サッカー少年団 青少年課 事業費 80,000

129 国内姉妹都市少年交流推進事業（バスケットボール） 伊勢原市バスケットボール協会 青少年課 事業費 115,000

130 地区青少年健全育成協議会活動推進事業交付金 地区青少年健全育成協議会（７団体） 青少年課 事業費 780,000

131 国内姉妹都市少年交流推進事業（野球）【隔年実施】 伊勢原市野球協会 青少年課 事業費 47,000

132 伊勢原市消防団活動推進交付金 伊勢原市消防団 消防総務課 運営費 1,189,680

133 議会政務活動費交付金 伊勢原市議会 議会事務局 運営費 4,800,000

134 中学校給食費口座振替経費交付金 伊勢原市学校給食会 学校教育課 事業費 673,000

135 小学校給食費口座振替経費交付金 伊勢原市学校給食会 学校教育課 事業費 1,576,000

136 伊勢原市学校保健会交付金 伊勢原市学校保健会 学校教育課 事業費 82,000

137 伊勢原市学校給食会交付金 伊勢原市学校給食会 学校教育課 事業費 76,000

138 学校経営管理研究交付金 伊勢原市中学校長会 学校教育課 事業費 25,000

139 学校経営管理研究交付金 伊勢原市小学校長会 学校教育課 事業費 93,000

140 中学校管理運営費交付金 市内各中学校 学校教育課 事業費 884,000

141 小学校管理運営費交付金 市内各小学校 学校教育課 事業費 1,520,000

142 教職員福利厚生費補助金 伊勢原市教職員互助会 学校教育課 事業費 560,000

143 市内中学校生徒代表交流会推進事業交付金 中学校教育研究会 教育指導課 事業費 180,000

144 小学校音楽鑑賞会推進事業交付金 小学校教育研究会 教育指導課 事業費 1,649,000
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145 地域連絡会運営事業交付金 小学校長会・中学校長会 教育指導課 事業費 105,000

146 部活動振興事業交付金 中学校長会 教育指導課 事業費 2,000,000

147 中学校体育連盟運営事業交付金 中学校体育連盟 教育指導課 事業費 1,318,360

148 中学校関東・全国大会生徒派遣事業交付金 中学校体育連盟・中学校長会 教育指導課 事業費 900,000

149 創意ある学校づくり推進事業交付金（小学校） 小学校長会 教育指導課 事業費 3,156,000

150 創意ある学校づくり推進事業交付金（中学校） 中学校長会 教育指導課 事業費 1,274,000

151 中学校音楽会推進事業交付金 中学校教育研究会 教育指導課 事業費 465,000

152 中学校演劇発表会推進事業交付金 中学校教育研究会 教育指導課 事業費 140,000

153 人権教育関係研究会・大会等派遣実習事業交付金（全人教教育課題別） 対象となる学校 教育指導課 事業費 80,000

154 人権教育関係研究会・大会等派遣実習事業交付金（全人教全国大会） 対象となる学校 教育指導課 事業費 52,380

155 人権教育推進校指定研究事業交付金 対象となる学校 教育指導課 事業費 78,000

156 中学校生徒指導進路指導研究研修事業交付金 中学校長会 教育指導課 事業費 332,000

157 教育指定研究事業交付金 対象となる学校 教育指導課 事業費 323,000

158 児童野外活動・校外学習推進事業交付金（野外活動分） 伊勢原市小学校教育研究会 教育センター 事業費 354,480

159 児童野外活動・校外学習推進事業交付金（校外学習分） 伊勢原市小学校教育研究会 教育センター 事業費 721,950

160 特別支援教育推進事業交付金（小学校） 伊勢原市小学校教育研究会 教育センター 事業費 150,000

161 特別支援教育推進事業交付金（中学校） 伊勢原市中学校教育研究会 教育センター 事業費 168,000

162 中学校文化行事推進事業交付金 伊勢原市中学校教育研究会 教育センター 事業費 203,000
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163 小学校教育研究会活動費補助金 伊勢原市小学校教育研究会 教育センター 事業費 370,000

164 中学校教育研究会活動費補助金 伊勢原市中学校教育研究会 教育センター 事業費 375,000

165 指定課題別調査研究事業交付金 指定課題別調査研究部会 教育センター 事業費 144,000

166 自主課題別調査研究事業交付金 自主課題別調査研究会 教育センター 事業費 126,000

167 スクールカウンセラー活用事業交付金 伊勢原市中学校長会 教育センター 事業費 232,000

168 伊勢原市文化団体連盟事業費補助金 伊勢原市文化団体連盟 社会教育課 事業費 291,000

169 伊勢原市ＰＴＡ連絡協議会事業費補助金 伊勢原市ＰＴＡ連絡協議会 社会教育課 事業費 218,000

170 伊勢原市文化財協会事業費補助金 伊勢原市文化財協会 教育総務課（文化） 事業費 81,000

171 市文化財保存修理・管理等補助金 市指定文化財管理者 教育総務課（文化） 事業費 670,000

172 伊勢原市スポーツ推進委員協議会事業費補助金 伊勢原市スポーツ推進委員協議会 スポーツ課 事業費 205,000

173 伊勢原市体力づくり振興会事業費補助金 伊勢原市体力づくり振興会 スポーツ課 事業費 2,978,000

174 市民ゴルフ大会開催費補助金 伊勢原市ゴルフ協会 スポーツ課 事業費 377,000

175 伊勢原市体育協会事業費補助金 伊勢原市体育協会 スポーツ課 事業費 1,060,000

176 伊勢原市スポーツ少年団事業費補助金 伊勢原市スポーツ少年団 スポーツ課 事業費 373,000

177 総合型地域スポーツクラブ自立支援事業費補助金 東海大学健康クラブ スポーツ課 事業費 350,000

178 総合型地域スポーツクラブ活動支援事業費補助金 一般社団法人　伊勢原・ふれすぽ スポーツ課 事業費 350,000

179 伊勢原市ねんりんピック開催事業補助金 ねんりんピックかながわ２０２２伊勢原市実行委員会 スポーツ課 事業費 1,400,000

180 明るい選挙推進協議会補助金 伊勢原市明るい選挙推進協議会 選挙管理委員会事務局 事業費 90,000


