
（単位：円）

所管課 補 助 金 の 名 称 補 助 金 の 交 付 先 交 付 額

総務課 自治会連合会運営費補助金 燕市自治会協議会 585,000

総務課 防犯組合連合会補助金 燕市防犯組合連合会 238,000

総務課 防犯組合補助金 燕地区防犯組合 47,500

吉田地区防犯組合 47,500

分水地区防犯組合 47,500

地域振興課 まちづくり協議会補助金 燕北地区まちづくり協議会 1,167,000

燕第一地区まちづくり協議会 1,293,000

燕西地区まちづくり協議会 1,167,000

燕第二地区まちづくり協議会 1,197,680

燕東コミュニティ協議会 478,964

吉田地区まちづくり協議会 1,206,000

吉田北まちづくり協議会 866,000

粟生津地区協議会 714,000

吉田南地区協議会 1,153,975

分水小学校区まちづくり協議会 1,022,951

分水北地区まちづくり協議会 726,000

島上地区まちづくり協議会 703,000

四箇村まちづくり協議会 632,000

地域振興課 イキイキまちづくり事業助成金
重症心身障害児育児サークル
　　　　　　　　　　　　　『つうぃんくる』 195,000

分水ロータリークラブ 104,000

寺子屋つばさ実行委員会 160,000

おはなしコロボックル 300,000

水中ウォークマーメイドクラブ 175,000

ものづくり学縁つばめ 20,000

燕三条ラーメン王国 160,000

燕北地区まちづくり協議会 150,000

燕西地区まちづくり協議会 118,000

吉田北まちづくり協議会 150,000
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地域振興課 イキイキまちづくり事業助成金 吉田南地区協議会 117,000

吉田地区まちづくり協議会 116,000

分水小学校区まちづくり協議会 104,000

地域振興課 燕市国際交流協会補助金 燕市国際交流協会 800,000

生活環境課 食品衛生協会補助金 県央食品衛生協会燕支部 68,000

食品衛生協会吉田支部 61,000

食品衛生協会分水支部 34,000

生活環境課 燕市公害防止事業協同組合補助金 燕市公害防止事業協同組合 55,000

社会福祉課 民生委員児童委員協議会補助金 燕市民生委員児童委員協議会 476,250

社会福祉課 社会福祉協議会運営事業等補助金 （福）燕市社会福祉協議会 64,038,488

社会福祉課 保護司会補助金 燕地区保護司会 150,000

社会福祉課 遺族会補助金 燕市燕地区遺族会 325,000

燕市吉田地区遺族会 241,000

燕市分水地区遺族会 187,000

社会福祉課 身体障がい者福祉協会補助金 燕市身体障害者福祉協会 271,150

社会福祉課 肢体不自由児父母の会補助金 燕市肢体不自由児者父母の会 50,000

社会福祉課 視覚障がい者福祉協会補助金 燕市視覚障害者福祉協会 20,000

社会福祉課 聴覚障がい者協会補助金 燕市聴覚障がい者協会 20,000

社会福祉課
身体障がい者地域活動支援センター事業
補助金

特定非営利活動法人　結 8,820,000

社会福祉課 手をつなぐ育成会補助金 燕市手をつなぐ親の会 42,500

吉田手をつなぐ育成会 127,500

燕市・分水手をつなぐ育成会 25,500

ふれあいの家　保護者会 314,500

社会福祉課
知的障がい者地域活動支援センター事業
補助金

特定非営利活動法人　すまいる 5,820,000

社会福祉課 知的障がい者通所援護事業補助金 特定非営利活動法人　あいこうえん翼 6,000,000

社会福祉課
地域活動支援センター機能強化事業補
助金

（福）燕市社会福祉協議会 6,000,000

社会福祉課 燕市精神障がい者家族会補助金 虹のかけ橋つばめ 90,000

燕市吉田地区精神障害者家族会　吉田
心和会 60,000

-2-



（単位：円）

所管課 補 助 金 の 名 称 補 助 金 の 交 付 先 交 付 額

平成28年度　燕市一般会計決算における各種団体等への補助金一覧表

社会福祉課
精神障がい者地域活動支援センター事業
補助金

（福）燕・西蒲原福祉会 21,923,000

社会福祉課 精神障がい者通所援護事業補助金 特定非営利活動法人　リカバリー燕 6,300,000

長寿福祉課 老人クラブ連合会補助金 燕市老人クラブ連合会 2,411,400

長寿福祉課 単位老人クラブ補助金 燕市老人クラブ連合会 5,372,000

長寿福祉課 屋内ゲートボール場運営費補助金 （福）燕市社会福祉協議会 2,103,841

長寿福祉課 老人福祉センター運営費補助金 （福）燕市社会福祉協議会 17,136,000

長寿福祉課 燕市シルバー人材センター補助金 （社）燕市シルバー人材センター 16,000,000

健康づくり課 骨髄バンク命のアサガオにいがた補助金
特定非営利活動法人　骨髄バンク命のア
サガオにいがた 20,000

商工振興課 西蒲原職業訓練協会補助金 職業訓練法人　西蒲原職業訓練協会 380,000

商工振興課 勤労者福祉サービスセンター補助金 （財）燕西蒲勤労者福祉サ－ビスセンタ－ 11,475,000

商工振興課 商工業振興団体運営費補助金 吉田商工会 5,150,000

分水商工会 4,500,000

商工振興課 夏まつり補助金 燕市夏まつり連絡協議会 14,000,000

商工振興課 良寛の里活性化研究会補助金 NPO法人　良寛の里活性化研究会 50,000

商工振興課 燕市観光協会事業補助金 燕市観光協会 30,465,000

農政課 農産物販売の強化事業補助金 越後中央農業協同組合 450,000

燕市農村地域生活アドバイザー連絡会 90,000

燕市農業まつり推進協議会 1,000,000

農政課 農作物病害虫防除協議会補助金 燕市農作物病害虫防除協議会 1,740,000

農政課 燕市景観作物推進協議会補助金 燕市景観作物推進協議会 700,000

農政課 管内土地改良区支所運営費補助金 西蒲原土地改良区南地区 1,339,000

須頃郷土地改良区 36,000

熊森土地改良区 89,000

三島郡北部土地改良区 48,000

農政課 家畜自衛防疫事業補助金 燕市養豚組合 161,000

国上酪農組合 14,000

養鶏申請者（3名） 114,000

農政課 豚肉品質向上事業補助金 燕市養豚組合 171,000
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議会事務局議事課 政務活動費補助金 燕市議会議員 2,817,243

学校教育課 西蒲・燕支部学校保健会補助金 新潟県燕市立学校校長会 95,000

学校教育課 小中学校長会補助金 新潟県燕市立学校校長会 117,000

学校教育課 小学校陸上大会助成金 新潟県燕市立学校校長会 584,000

学校教育課 小学校長会補助金 新潟県燕市立学校校長会 326,000

学校教育課 中学校長会補助金 新潟県燕市立学校校長会 72,000

子育て支援課 幼稚園合同音楽発表会助成金 燕市立幼稚園長会 116,000

子育て支援課 私立保育園運営費補助金 （福）泉保育園 529,324

（福）ぎんなん保育園 261,594

（福）立正保育園 257,818

（学）真幼稚園 263,482

（福）吉田福祉会 342,782

社会教育課 婦人会補助金 燕市婦人会燕地区 37,000

社会教育課 ボーイスカウト補助金 日本ボーイスカウト燕第１団 30,000

社会教育課 子どもたちによる宇宙芸術祭補助金
子どもたちによる宇宙芸術祭日本宇宙少
年団吉田宇宙芸術祭分団 200,000

社会教育課 文化協会補助金 燕市文化協会 774,000

社会教育課 「良寛に学ぼう」印刷補助金 新潟県立分水高等学校 43,000

社会教育課 郷土史研究会補助金 燕市郷土史研究会連合会 148,000

社会教育課 体育協会補助金 （財）燕市体育協会 4,409,000

社会教育課 スポーツ少年団補助金 燕市スポーツ少年団 3,406,000

267,326,442合 計
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