
令和３年度　補助金等交付状況

No. 補助金等の名称 交付先の名称
対象者数

（複数名の場合記載）
補助対象経費の内容

1 芦屋町職員厚生会負担金 0 円 芦屋町職員厚生会 運営費

2 芦屋町国際交流協会補助金 332,720 円 芦屋町国際交流協会 運営費

3 芦屋町海難救助隊補助金 220,000 円 遠賀漁業協同組合 運営費

4 芦屋町消防団維持交付金 729,000 円 芦屋町消防団 運営費

5 芦屋町テレビ受信料補助金 11,373,333 円
防衛省受信料半額助成を受けて
いない世帯及び事業所

1,651件 ＮＨＫ放送受信料補助

6 芦屋町基地対策協議会補助金 0 円 芦屋町基地対策協議会 運営費

7 芦屋町コミュニティ助成事業補助金 5,000,000 円 三軒屋区、柏原区 コミュニティ備品購入費

8 芦屋町地域経済循環創造事業補助金 699,000 円 民間事業者（補助金等交付決定者） 民間事業者等の初期投資費用

9 芦屋町包括的地域連携協定事業補助金 30,820 円 学校法人 福原学園 連携協定事業費

10 芦屋町老人クラブ補助金 1,305,790 円 芦屋町老人クラブ連合会
単位老人クラブ、老人クラブ連合会運営
費及び事業費

11
芦屋町社会福祉協議会補助金
（ボランティア育成事業）

150,000 円 芦屋町社会福祉協議会 ボランティア育成事業費

12 芦屋町高齢者等住宅改造助成金 0 円 個人（補助金等交付決定者） 要援護高齢者等の住宅改修費

13 芦屋町地域交流サロン事業補助金 972,000 円 団体（補助金等交付決定団体） 22団体 地域交流サロン事業費

14
芦屋町医療・介護従事者新型コロナウイル
ス感染症対策給付金

150,000 円 個人（補助金等交付決定者）
医療・介護サービス従事者が職務関連で新
型コロナウイルスに感染した場合の対策費

15  芦屋町社会福祉協議会補助金（運営費補助金） 22,468,752 円 芦屋町社会福祉協議会 運営費

16
芦屋町はまゆう地域活動支援センター運営
費補助金

2,253,180 円 地域活動支援センターはまゆう 運営費

17 芦屋町人権教育研修参加助成金 1,597,920 円 個人（補助金等交付決定者） 延べ77人 人権教育研修参加者の旅費

18 北九州人権擁護委員協議会補助金 105,000 円 北九州人権擁護委員協議会 運営費

19 遠賀保護区保護司会助成金 14,800 円 遠賀保護区保護司会 運営費

20 芦屋町民生委員・児童委員協議会活動費補助金 148,500 円 芦屋町民生委員・児童委員協議会 活動費

21 芦屋町障がい者等自発的活動支援事業補助金 0 円 団体（補助金等交付決定団体） 事業費

22 私立保育所等運営費補助金 8,100,000 円
芦屋保育園、若葉保育所、緑ヶ丘保
育園、芦屋中央幼稚園、愛生幼稚園

運営費

23 私立保育所等延長保育事業費補助金 900,000 円 芦屋保育園、若葉保育所、緑ヶ丘保育園 延長保育事業費

24 私立保育所等一時預かり事業費補助金 2,676,000 円 芦屋保育園 一時預かり事業費

25 私立保育所等英会話教室補助金 1,670,600 円
芦屋保育園、若葉保育所、緑ヶ丘保
育園、芦屋中央幼稚園、愛生幼稚園

英会話教室の実施に係る経費

26 私立保育所等施設整備補助金 10,318,000 円 芦屋保育園、若葉保育所
本体施設の新築、増改築、大規模な改
修及び補修並びに当該工事に伴う設備
整備等に係る経費

令和3年度
交付実績額
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27 障がい児保育事業費補助金 2,664,000 円 芦屋保育園、若葉保育所、緑ヶ丘保育園 障がい児保育のための職員加配に係る経費

28 保育対策総合支援事業補助金 5,152,312 円 芦屋保育園、若葉保育所、緑ヶ丘保育園
新型コロナウイルス対策のための備品
や医薬品の購入に係る経費

29
保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例
事業費補助金

1,819,240 円
芦屋保育園、若葉保育所、緑ヶ丘保
育園、芦屋中央幼稚園、愛生幼稚園

保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特
例事業

30 芦屋町出産祝金 7,200,000 円 個人（補助金等交付決定者） 62人 出産祝金

31 芦屋町遠賀中間地域休日歯科診療補助金 75,750 円 遠賀中間歯科医師会 休日歯科診療費

32 芦屋町不妊治療費助成金 854,000 円 個人（補助金等交付決定者） 7組 不妊治療費

33 芦屋町里帰り等妊婦健康診査費用助成金 194,590 円 個人（補助金等交付決定者） 6人 里帰り等妊婦健康診査費

34 芦屋町骨髄等移植ドナー助成金 140,000 円 個人（補助金等交付決定者） 1人
骨髄等の提供のための休業に伴う経済
的負担

35
芦屋町予防接種健康被害副作用等に係る
診療費の補填金

51,970 円 個人（補助金等交付決定者） 1人 予防接種による健康被害に係る診療費

36 芦屋町農事組合事務交付金 245,700 円 農事組合 6団体 事務費

37
芦屋町経営所得安定対策直接支払事業推
進事務費補助金

585,000 円 芦屋町地域水田農業推進協議会 事務費

38 芦屋町有害鳥獣対策協議会補助金 144,880 円 芦屋町有害鳥獣対策協議会 有害鳥獣対策経費

39 芦屋町水稲種子及び景観作物種子助成金 320,314 円 北九州農業協同組合（農業者） 23人 種子・景観作物の購入費

40 芦屋町農業経営体育成資金利子助成金 5,424 円 北九州農業協同組合 1人 農業経営基盤強化資金の利子に対する助成

41 芦屋町多面的機能支払交付金 539,980 円 粟屋地区の緑と環境を保全する会
農用地・水路等の保全管理に係る共同
活動事業費

42 芦屋町用水路浚渫及び農作里道維持交付金 806,000 円 農事組合 3団体 水路・農作里道の維持管理経費

43 芦屋町環境保全型農業直接支援交付金 343,200 円 芦屋町環境保全型農業の会 3人
減化学農薬・減化学肥料及び有機農業
の実践費用

44 芦屋町農村整備総合事業補助金 594,000 円 粟屋地区排水施設利用組合 かんがい排水整備工事費

45 芦屋町園芸品目生産緊急支援事業費補助金 372,000 円 農業者 7人
新型コロナの影響を受けた農業者の次
期作種苗費、資材費

46 芦屋町商工会補助金 32,985,522 円 芦屋町商工会
経営改善普及事業、商工振興事業、プ
レミアム付商品券発行事業

47 芦屋町観光協会補助金 23,503,000 円 芦屋町観光協会 観光協会運営費、海水浴事業

48 あしや花火大会事業補助金 20,036 円 あしや花火大会実行委員会 花火大会事業（ふるさと納税分含む）

49 祭りあしや事業補助金 0 円 祭りあしや実行委員会 祭りあしや事業

50 砂像事業補助金 0 円 あしや砂像展実行委員会 あしや砂像展事業

51 芦屋町制度融資利子補給金 4,884 円 町内銀行 4行 制度融資利子補給金

52 芦屋町制度融資信用保証料補助金 2,386,528 円 制度融資利用者 23件 制度融資信用保証料
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53 芦屋町創業促進支援事業補助金 6,852,000 円 事業者（補助金等交付決定者） 5件 創業資金補助

54 芦屋町空き店舗等活用事業補助金 482,000 円 事業者（補助金等交付決定者） 4件 家賃補助

55 さわらサミット事業補助金 0 円 さわらサミット実行委員会 さわらサミット事業

56 生活応援商品券 131,983,500 円 芦屋町商工会
新型コロナウイルス感染症に伴う事業
者及び町民支援

57 町内事業者一時支援金 10,350,000 円 事業者（補助金等交付決定者） 109件
新型コロナウイルス感染症に伴う事業
者支援

58
町内飲食店新型コロナウイルス感染防止対
策助成金

260,000 円 飲食店（補助金等交付決定者） 25件
新型コロナウイルス感染症に伴う飲食
店への感染症対策支援

59 芦屋町ブロック塀等撤去費補助金 265,000 円 個人（補助金等交付決定者） 2人
町内の危険なブロック塀等の撤去に対
する費用

60 芦屋町自治防犯組合補助金 528,000 円 芦屋町自治防犯組合 運営費

61 芦屋町区長会補助金 90,000 円 芦屋町区長会 運営費

62 芦屋町自治区活性化事業交付金 7,000,000 円 芦屋町区長会 自治区活性化事業

63 区長事務交付金 4,632,000 円 自治区長 30人 自治区長事務費

64 芦屋町交通安全協会補助金 50,000 円 芦屋町交通安全協会 交通安全活動事業

65 折尾交通安全協会補助金 10,700 円 折尾交通安全協会 交通安全活動事業

66 福岡県交通遺児を支える会補助金 30,000 円 福岡県交通遺児を支える会 交通遺児家族への支援事業

67 芦屋町防犯カメラ設置補助金 171,000 円 個人（補助金等交付決定者） 5人 町内の建物への防犯カメラ設置に対する費用

68 折尾防犯協会連合会負担金 250,300 円 折尾防犯協会連合会 運営費

69 正門通り商店街街灯負担金 145,000 円 協同組合正門通り商店街 街灯の電気代などの費用

70 高齢者運転免許証返納者支援事業 437,880 円 免許証返納者 59人 免許返納者へのバス乗車券等配布

71 北九州市営バス町内運行負担金 2,405,880 円 北九州市交通局 市営バス町内100円運賃への負担金

72 芦屋町地域公共交通会議補助金 3,262,317 円 芦屋町地域公共交通会議 運営費、地域公共交通計画策定に係る費用

73 公共交通利用促進事業補助金 6,808,290 円 乗車券等購入者 401人 割り増し乗車券の販売

74 芦屋町老朽危険家屋等解体補助金 15,990,000 円 個人又は法人（補助金等交付決定者） 28件 町内の老朽危険家屋解体に要する費用

75 芦屋町中古住宅解体後の新築住宅建築補助金 1,900,000 円 個人（補助金等交付決定者） 2人
町内の中古住宅を購入・解体し、新築
住宅を建築することに要する費用

76 芦屋町木造戸建て住宅耐震改修補助金 0 円 個人（補助金等交付決定者）
町内の木造戸建て住宅の耐震改修に
要する費用

77 芦屋町生ごみ処理容器等購入補助金 109,120 円 個人（補助金等交付決定者） 延べ58人
生ごみ処理容器、発酵促進剤、電動式
生ごみ処理機、ダンボールコンポスト購
入費

78 芦屋町住宅用太陽光発電システム設置費補助金 769,600 円 個人（補助金等交付決定者） 10人 住宅用太陽光発電システム設置費
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79 芦屋町定住促進奨励金 8,547,000 円 個人（補助金等交付決定者） 123人 定住促進奨励金

80 芦屋町新婚世帯民間賃貸住宅家賃補助金 4,508,000 円 個人（補助金等交付決定者） 27人 新婚世帯民間住宅家賃

81 芦屋町子育て世帯民間賃貸住宅家賃補助金 2,692,000 円 個人（補助金等交付決定者） 15人 子育て世帯民間住宅家賃

82 芦屋町PTA補助金 30,000 円 山鹿小学校PTA 研修事業（各種委員会等）

83 芦屋町人権・同和教育研究協議会補助金 73,133 円 芦屋町人権・同和教育研究協議会 人権・同和教育啓発事業費

84 芦屋町子ども会育成会連合会補助金 11,611 円 芦屋町子ども会育成会連合会 運営費、各種事業費等

85 芦屋町町民ブラスバンド補助金 225,043 円 ASHIYAシンフォニック吹奏楽団 運営費、活動費

86 芦屋町体育協会補助金 3,264,388 円 芦屋町体育協会 運営費、活動団体強化事業費

87 芦屋町スポーツ少年団補助金 483,164 円 芦屋町スポーツ少年団 運営費、スポーツ少年団育成事業費

88 芦屋町体育スポーツ大会出場参加補助金 43,197 円
個人（全国大会等出場者）
芦屋町体育協会

3人
全国大会等参加旅費
県民、郡民体育大会等出場経費

89 町内スポーツ大会実施助成金 0 円 芦屋町体育協会 町内各種スポーツ大会開催経費

90 芦屋町青少年健全育成町民会議補助金 449,000 円 芦屋町青少年健全育成町民会議 運営費・校区育成会議助成事業等

91 芦屋町文化協会補助金 1,582,000 円 芦屋町文化協会 活動費

92 芦屋町地区公民館関係補助金 1,353,730 円 各地区公民館 30地区 運営費・活動費

93 芦屋町地区公民館施設整備費補助金 563,160 円 地区公民館 1地区 地区公民館改修事業

94 芦屋町郷土文化史編集補助金 136,000 円 芦屋町郷土史研究会 郷土文化史編集事業費

95 芦屋町文化ふれあい事業補助金 353,704 円 芦屋町文化ふれあい事業実行委員会 文化事業費

96 芦屋町学校人権・同和教育研究協議会補助金 176,000 円 芦屋町学校人権・同和教育研究協議会 運営費

97 芦屋中学校生徒会等活動補助金 1,400,000 円 芦屋中学校 中学校生徒会活動費

98 芦屋町立小・中学校部活動旅費補助金 557,922 円 芦屋中学校 大会出場経費

99 芦屋町教職員研修補助金 1,920 円 小学校教職員（研修参加者） 1人 教職員研修参加に係る旅費

100 芦屋町心身障がい児就学奨励費補助金 19,800 円 個人（補助金等交付決定者） 2人 学用品費等

101 芦屋町小中学校通学費補助金 322,935 円 個人（補助金等交付決定者） 延べ49人 通学用定期代

102 芦屋町高校生等通学費補助金 9,829,517 円 個人（補助金等交付決定者） 延べ833人 通学用定期代等

383,629,556 円計


