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No. 補助金名 担当部課 課の理念 提出

1 ＩＲＣ会員年会費 総務課 ◎
2 職員視察研修助成金 総務課
3 伊予市広報区長研修助成金 総務課
4 伊予市国際交流事業支援補助金 総務課
5 伊予市コミニュティ助成事業補助金 総務課
6 伊予市女性リーダー育成委員会補助金 総務課
7 番号制度関連事務に係る交付金 総務課
8 伊予市魅力ある地域づくり事業補助金 総務課
9 伊予市集会所改修等事業費補助金 総務課

10 交通安全運動推進費助成金 危機管理課
11 自主防災組織活動事業費補助金 危機管理課
12 防犯灯設置費補助金 危機管理課

13
伊予市消防団団本部及び分団本部運営費補
助金

危機管理課 ◎

14
伊予市幼年消防クラブ、伊予市少年消防クラ
ブ及び伊予市婦人防火クラブの活動補助金

危機管理課 ○

15 民生委員協議会補助金 福祉課 ○
16 伊予市社会福祉協議会補助金 福祉課 ○
17 伊予地区保護司会補助金 福祉課
18 人権相談運営補助金 福祉課 ○
19 伊予市更生保護女性会補助金 福祉課
20 伊予市遺族会補助金 福祉課 ○

21
愛媛県人権対策協議会伊予市支部運営費補
助金

福祉課 ◎

22 障害者団体補助金(視覚障害者協会） 福祉課 ○
23 障害者団体補助金（手をつなぐ育成会） 福祉課

24
伊予市障害者地域活動支援センター送迎サー
ビス事業費補助金

福祉課

25
個人番号カード関連事務等の委任に係る交付
金

市民課 ○

26 伊予市敬老会実施事業費補助金 長寿介護課 ◎
27 伊予市シルバー人材センター事業費補助金 長寿介護課
28 伊予市老人クラブ育成事業補助金 長寿介護課

29
伊予市老人福祉施設整備費及び設備整備事
業費補助金

長寿介護課

30
妊婦一般健診料金助成金等（①妊婦一般健
康診査費助成）

健康増進課

31
妊婦一般健診料金助成金等（②特定不妊治
療費助成）

健康増進課

32 伊予市食生活改善推進協議会助成金 健康増進課 ◎
33 予防接種費補助金 健康増進課
34 伊予市放課後児童交流支援事業助成金 子育て支援課 ○

35
放課後児童健全育成事業施設整備費等補助
金

子育て支援課 ○

36 地域組織活動育成事業補助金 子育て支援課 ◎
37 愛顔の子育て応援事業補助金 子育て支援課 ○
38 延長保育事業補助金 子育て支援課 ○
39 母子家庭等自立支援給付費 子育て支援課 ○
40 伊予市中山そば生産組合活動事業費補助金 農林水産課
41 伊予市土地改良事業原材料費等補助金 農林水産課
42 国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 農林水産課 ○

43
農地維持活動支援交付金・資源向上活動（質
的向上）支援交付金

農林水産課

44 資源向上支払交付金（長寿命化） 農林水産課

○

○

○

○

○

○



No. 補助金名 担当部課 課の理念 提出

45 推進組織推進交付金 農林水産課
46 伊予椎茸生産組合活動事業費補助金 農林水産課
47 伊予市緑の少年隊活動事業費補助金 農林水産課

48
伊予市原木しいたけ優良品種導入事業費補
助金

農林水産課

49 伊予市除間伐材出荷促進対策事業費補助金 農林水産課
50 伊予市森林環境保全整備事業費補助金 農林水産課
51 木造新築住宅建築支援事業費補助金 農林水産課

52
伊予市森林・山村多面的機能発揮対策支援
事業費補助金

農林水産課

53 林道整備事業原材料費等補助金 農林水産課
54 伊予市森林整備地域活動支援交付金 農林水産課
55 伊予市漁業近代化資金利子補給金 農林水産課

56
伊予市双海町漁業協同組合女性部対策事業
費補助金

農林水産課 ◎

57 伊予市双海町漁業後継者対策事業費補助金 農林水産課 ◎
58 伊予市魚食普及活動費補助金 農林水産課

59
伊予市双海町若い漁業者自主研修活動事業
費補助金

農林水産課

60
伊予市新規漁業就業者定着促進事業費補助
金

農林水産課

61 伊予市水産漁業振興事業補助金 農林水産課
62 伊予市漁港施設改修事業費補助金 農林水産課

63
伊予市農業及び漁業廃棄物処理事業費補助
金

農林水産課

64 浄化槽設置整備事業補助金 都市住宅課
65 伊予市景観形成推進事業費助成金 都市住宅課
66 伊予市景観形成推進組織活動費助成金 都市住宅課 ◎
67 木造住宅耐震改修事業補助金 都市住宅課
68 木造住宅耐震診断業務補助金 都市住宅課
69 老朽空家除却事業補助金 都市住宅課
70 下水放流協力金 土木管理課

71
伊予市次代を担う若い農林漁業就業促進事
業費補助金

農業振興課

72
伊予市農業及び漁業廃棄物処理事業費補助
金

農業振興課

73 農業近代化資金利子補給金 農業振興課
74 伊予市農業活性化緊急対策事業費補助金 農業振興課
75 伊予市環境保全型農業直接支援事業交付金 農業振興課
76 伊予市農業次世代人材投資事業費補助金 農業振興課

77
伊予市次世代ファーマーサポート事業費補助
金

農業振興課

78 伊予市青年農業者協議会補助金 農業振興課
79 伊予市中山町農業者協議会補助金 農業振興課 ◎
80 伊予市認定農業者協議会補助金 農業振興課 ○

81
伊予農業高等学校農業教育推進協議会補助
金

農業振興課

82 伊予市農業共済事業費補助金 農業振興課
83 伊予市生活研究協議会補助金 農業振興課

84
伊予市農山漁村男女共同参画社会づくり推進
協議会補助金

農業振興課 ○

85
伊予市次世代につなぐ果樹産地づくり推進事
業費補助金

農業振興課

86
伊予市キウイフルーツ生産力強化事業費補助
金

農業振興課

87 伊予市鳥獣害防止施設整備事業費補助金 農業振興課

○

○

○



No. 補助金名 担当部課 課の理念 提出

88 伊予市鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 農業振興課
89 伊予市有害鳥獣捕獲隊育成支援事業 農業振興課
90 柑橘放任園害虫対策事業費補助金 農業振興課

91
伊予市紅い雫・さくらひめ生産拡大支援事業
費補助金

農業振興課

92 伊予市経営体育成支援事業費補助金 農業振興課

93
伊予豪雨被害営農継続緊急支援事業費補助
金

農業振興課

94 伊予市鳥獣害防止施設復旧事業費補助金 農業振興課
95 伊予市経営所得安定対策推進事業費補助金 農業振興課
96 伊予市機構集積協力金 農業振興課
97 伊予市米政策改革支援事業費補助金 農業振興課
98 伊予市中山間地域等直接支払交付金 農業振興課

99
伊予市グリーン・ツーリズム推進協議会補助
金

農業振興課

100 伊予市有害鳥獣駆除事業費補助金 農業振興課
101 伊予市中山栗の特産品開発事業費補助金 経済雇用戦略課

102
「ますます、いよし。ブランド」認定品支援事業
費補助金

経済雇用戦略課

103 伊予市中小企業振興資金利子補給金 経済雇用戦略課
104 伊予市中小企業振興資金信用保証料補給金 経済雇用戦略課
105 中小企業制度資金利子補給金 経済雇用戦略課
106 伊予市商工振興事業費補助金 経済雇用戦略課 ○
107 伊予市双海中山商工会等活動経費補助金 経済雇用戦略課

108
伊予市双海中山商工会商品券発行事業費補
助金

経済雇用戦略課

109
伊予市商工会等地域活性化支援事業費補助
金

経済雇用戦略課

110
伊予市双海中山商工会創業支援事業費補助
金

経済雇用戦略課

111 伊予市観光協会（イベント）事業費補助金 経済雇用戦略課
112 伊予市花まつり事業費補助金 経済雇用戦略課

113
伊予市交流促進観光振興事業費補助金（トラ
イアスロン大会）

経済雇用戦略課

114 伊予市観光協会事業費補助金（運営補助分） 経済雇用戦略課 △
115 伊予市ほたる保護活動費補助金 経済雇用戦略課 ◎

116
伊予市観光ボランティアガイド活動事業費補
助金

経済雇用戦略課

117
伊予市お年寄りに優しいまちづくりモデル事業
費補助金

経済雇用戦略課 ○

118
伊予市新規創業等経営安定化支援事業費補
助金

経済雇用戦略課

119 犬・猫不妊去勢手術費補助金 環境保全課
120 住宅用新エネルギー機器設置事業費補助金 環境保全課
121 伊予市生ごみ処理機等購入費補助金 環境保全課
122 伊予市浄化槽雨水貯留施設改造費補助金 環境保全課
123 伊予市雨水貯留施設購入費補助金 環境保全課
124 伊予市飲用井戸整備事業費補助金 水道課
125 伊予市水道事業会計補助金 水道課
126 政務活動費交付金 議会事務局
127 遠距離児童通学補助金 学校教育課
128 特色ある学校づくり補助金（小学校） 学校教育課
129 通学用ヘルメット購入補助金 学校教育課
130 特色ある学校づくり補助金（中学校） 学校教育課
131 就園奨励費補助金 学校教育課
132 児童生徒大会出場補助金 学校教育課

○

○

○

○



No. 補助金名 担当部課 課の理念 提出

133 伊予市文化財保存顕彰事業費補助金 社会教育課
134 伊予市国際っ子事業支援補助金 社会教育課
135 伊予市文化協会活動補助金 社会教育課 ○
136 伊豫之二名島扶桑太鼓保存会活動補助金 社会教育課 ○
137 伊予市伝統芸能保存団体活動補助金 社会教育課 ◎
138 伊予市ＰＴＡ連絡協議会活動補助金 社会教育課 ○
139 伊予市愛護班連合会活動補助金 社会教育課 ○
140 伊予市女性団体活動補助金 社会教育課
141 伊予市公民館運営委員会活動補助金 社会教育課 ○
142 伊予市公民館運営委員会活動補助金 社会教育課
143 伊予市公民館運営委員会活動補助金交付 社会教育課
144 伊予市公民館運営委員会活動補助金 社会教育課
145 伊予市公民館運営委員会活動補助金 社会教育課 ○
146 伊予市公民館運営委員会活動補助金 社会教育課

147
愛媛県人権教育協議会伊予市支部運営補助
金

社会教育課 ○

148
伊予市スポーツ関係団体活動補助金【ビーチ
バレー普及事業補助金】

社会教育課 ○

149 愛媛スポーツ・レクリエーション祭出場助成金 社会教育課
150 愛媛県スポーツ少年大会出場助成金 社会教育課
151 伊予市スポーツ関係団体活動補助金 社会教育課

○


