
平成３０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 1,066,130 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 748,000 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 10,491,927 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

1,569件 ＮＨＫ放送受信料補助

6 芦屋町基地対策協議会補助金 72,000 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 2,500,000 円 幸町区 コミュニティ備品購入費

8 芦屋町包括的地域連携協定事業補助金 100,000 円 学校法人 福原学園 連携協定事業費

9 芦屋町遠賀中間地域休日歯科診療補助金 76,250 円 遠賀中間歯科医師会 休日歯科診療

10 芦屋町不妊治療費助成金 700,000 円 個人（補助金等交付決定者） 延べ7人 不妊治療費

11 芦屋町里帰り等妊婦健康診査費用助成金 224,781 円 個人（補助金等交付決定者） 8人 里帰り等妊婦健康診査費

12 芦屋町老人クラブ補助金 1,496,714 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

13 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

14 芦屋町高齢者等住宅改造助成金 600,000 円 個人（補助金等交付決定者） 2件 要援護高齢者等の住宅改修

15 芦屋町地域密着型施設等整備補助金 10,640,000 円 事業者（補助金等交付決定者） １事業者 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

16 芦屋町地域交流サロン事業補助金 880,360 円 団体（補助金等交付決定団体） 19団体 地域交流サロン事業費

17 芦屋町社会福祉協議会補助金（運営費補助金） 24,507,938 円 芦屋町社会福祉協議会 運営費

18 芦屋町はまゆう地域活動支援センター運営費補助金 1,547,082 円 地域活動支援センターはまゆう 運営費

19 芦屋町人権教育研修参加助成金 1,986,460 円 個人（補助金等交付決定者） 延べ114人 人権教育研修参加者の参加旅費

20 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

21 遠賀保護区保護司会助成金 37,500 円 遠賀保護区保護司会 運営費

22 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

23 芦屋町障がい者等自発的活動支援事業補助金 77,280 円 団体（補助金等交付決定団体） 事業費

24 私立保育所運営費補助金 3,240,000 円 芦屋保育園、若葉保育所 運営費

25 私立保育所延長保育事業費補助金 1,642,000 円 芦屋保育園、若葉保育所 延長保育事業費

26 私立保育所一時預かり事業費補助金 1,680,000 円 芦屋保育園 一時保育事業費

27 私立保育所英会話教室補助金 441,500 円 芦屋保育園、若葉保育所 英会話教室の実施に係る経費

28 私立保育所施設整備補助金 3,861,000 円 芦屋保育園 施設整備費

29 障がい児保育事業費補助金 1,332,000 円 芦屋保育園、若葉保育所 障がい児保育のための職員加配に係る経費

30 芦屋町保育対策総合支援事業費補助金 800,000 円 芦屋保育園 保育を補助する職員配置に係る経費

31 私立幼稚園施設整備補助金 804,870 円 芦屋中央幼稚園 保育室空調整備

32 芦屋町私立幼稚園就園奨励費補助金 20,321,000 円 町内居住者が通園している私立幼稚園 8園 幼稚園利用に係る保育料の減免

平成30年度
交付実績額
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33 芦屋町出産祝金 775,500 円 個人（補助金交付決定者） 62人 出産祝金

34 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

35 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 944,000 円 芦屋町地域水田農業推進協議会 事務費

36 芦屋町有害鳥獣対策協議会補助金 121,000 円 芦屋町有害鳥獣対策協議会 有害鳥獣対策経費

37 芦屋町活力ある高収益型園芸産地育成事業補助金 420,000 円 農業用機械購入者 1人 農業用機械購入費

38 芦屋町水稲種子及び景観作物種子助成金 320,404 円 北九州農業協同組合（農業者） 28人 種子・景観作物の購入費

39 芦屋町農業経営体育成資金利子助成金 39,775 円 北九州農業協同組合及び農業者 2人 農業経営基盤強化資金の利子に対する助成

40 芦屋町多面的機能支払交付金 541,140 円 粟屋地区の緑と環境を保全する会 1人 農用地・水路等の保全管理に係る共同活動事業費

41 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

42 芦屋町環境保全型農業直接支払交付金 589,568 円 農業者 4人 減化学農薬・減化学肥料及び有機農業の実践費用

43 芦屋町稚魚等放流事業補助金 1,000,000 円 遠賀漁業協同組合 漁協実施の稚魚等放流事業費

44 芦屋町漁港施設整備補助金 11,237,000 円 遠賀漁業協同組合 芦屋港製氷庫設置事業費

45 芦屋町商工会補助金 11,424,091 円 芦屋町商工会
小規模事業指導費補助金　7,530,000円
商品券発行ﾌﾟﾚﾐｱﾑ補助金　3,494,091円
特産品開発事業補助金　400,000円

46 芦屋町観光協会補助金 25,532,000 円 芦屋町観光協会
運営費補助金　16,500,000円
事業費補助金　9,032,000円

47 あしや花火大会事業補助金 17,252,000 円 あしや花火大会実行委員会 花火大会事業費

48 祭りあしや事業補助金 1,000,000 円 祭りあしや実行委員会 祭りあしや事業費

49 砂像事業補助金 25,000,000 円 あしや砂像展実行委員会 あしや砂像展事業費

50 芦屋町創業促進支援事業補助金 3,000,000 円 事業者（交付決定者） 2事業者 創業資金補助金

51 芦屋町空き店舗等活用事業補助金 1,102,000 円 事業者（交付決定者） 5事業者 空き店舗家賃補助金

52 さわらサミット事業補助金 2,910,781 円 さわらサミット実行委員会 さわらサミット事業費

53 芦屋町自治防犯組合補助金 368,000 円 芦屋町自治防犯組合 運営費

54 芦屋町区長会補助金 90,000 円 芦屋町区長会 運営費

55 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

56 区長事務交付金 4,663,200 円 自治区長 30人 自治区長事務費

57 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

58 折尾交通安全協会補助金 10,900 円 折尾交通安全協会 交通安全活動事業

59 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
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60 芦屋町生ごみ処理容器等購入補助金 85,230 円 個人（補助金等交付決定者） 延べ57人
生ごみ処理容器、電動式生ごみ処理
容器、発酵促進剤、ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙｺﾝﾎﾟｽﾄ
購入費

61 芦屋町住宅用太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置費補助金 1,040,000 円 個人（補助金等交付決定者） 15人 住宅用太陽光発電システム設置費

62 芦屋町定住促進奨励金 7,776,000 円 個人（補助金等交付決定者） 111人 定住促進奨励金

63 芦屋町子育て世帯民間賃貸住宅家賃補助金 4,773,000 円 個人（補助金等交付決定者） 21人 子育て世帯民間住宅家賃補助費

64 芦屋町新婚世帯民間賃貸住宅家賃補助金 5,904,000 円 個人（補助金等交付決定者） 32人 新婚世帯民間住宅家賃補助費

65 芦屋町老朽危険家屋等解体補助金 4,732,000 円 個人（補助金等交付決定者） 10人 町内老朽危険家屋解体に対する費用

66 芦屋町中古住宅解体後の新築住宅建築補助金 1,788,000 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対する費用

67 芦屋町PTA補助金 120,000 円 小、中学校PTA 4団体 研修事業（各種委員会等）

68 芦屋町人権・同和教育研究協議会補助金 235,000 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

69 芦屋町子ども会育成会連合会補助金 205,000 円 芦屋町子ども会育成会連合会 運営費、各種事業費等

70 芦屋町町民ブラスバンド補助金 300,000 円 ASHIYAシンフォニック吹奏楽団 運営費、活動費

71 佐野市青少年交流事業参加者助成金 300,000 円 佐野市青少年交流事業研修生 10人 参加助成金

72 芦屋町体育協会補助金 3,400,000 円 芦屋町体育協会 運営費、活動団体強化事業費

73 芦屋町スポーツ少年団補助金 570,000 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

74 芦屋町体育スポーツ大会出場参加補助金 303,595 円
個人（全国大会等出場者）
芦屋町体育協会

延べ289人
全国大会等参加旅費
県民、郡民体育大会等出場経費

75 町内スポーツ大会実施助成金 522,770 円 芦屋町体育協会 町内各種スポーツ大会開催経費

76 芦屋町青少年健全育成町民会議補助金 600,000 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

77 芦屋町文化協会補助金 2,052,000 円 芦屋町文化協会 活動費

78 芦屋町地区公民館関係補助金 1,416,530 円 各地区公民館 30地区 運営費・活動費

79 芦屋町地区公民館施設整備費補助金 1,080,000 円 各地区公民館 1地区 地区公民館改修助成事業

80 芦屋町郷土文化史編集補助金 97,000 円 芦屋町郷土史研究会 郷土文化史編集事業費

81 芦屋町文化ふれあい事業補助金 490,861 円 文化ふれあい事業実行委員会 文化事業費、佐野市文化交流事業費

82 芦屋町学校人権・同和教育研究協議会補助金 216,000 円 芦屋町学校人権・同和教育研究協議会 運営費

83 芦屋中学校生徒会等活動補助金 1,800,000 円 芦屋中学校 中学校生徒会活動費

84 芦屋町立小・中学校部活動旅費補助金 232,200 円 芦屋中学校 九州中学校選抜剣道大会出場に係る経費

85 芦屋町教職員研修補助金 112,040 円 小・中学校教員（研修参加者） 延べ13人 教職員研修参加に係る旅費

86 芦屋町心身障がい児就学奨励費補助金 49,477 円 個人（補助金等交付決定者） 5人 学用品費等

87 芦屋町小中学校通学費補助金 215,230 円 個人（補助金等交付決定者） 延べ36人 バス定期代

88 芦屋町高校生等通学費補助金 4,842,102 円 個人（補助金等交付決定者） 延べ442人 バス定期代

89 芦屋中学校海外ホームステイ事業補助金 45,600 円 ホームステイ引率教職員 2人 中学校ホームステイ引率旅費

255,003,986 円計


