
資料 平成２１年度補助金等一覧表

1 議事調査課 政務調査費交付金 事業費 議会会派（創誠会他５会派、無所属２名） 22,077 20,160 分割払

2 総務課 自衛隊父兄会白山支部活動補助金 団体助成 自衛隊父兄会白山支部 30 30 通常払

3 総務課 町内掲示板等設置事業補助金 事業費 東八ツ矢区町内会他 2,548 3,000 通常払

4 総務課 町会災害補償制度加入事業補助金 事業費 白山市町会連合会及び町内会 1,931 1,943 通常払

5 総務課 町内会事務連絡交付金 団体運営費 市町会連合会会長 45,615 45,884 分割払

6 総務課 地区協議会運営交付金 団体運営費 市町会連合会会長 11,430 11,455 通常払

7 総務課 連合会運営交付金 団体運営費 市町会連合会会長 5,251 5,251 前払金

8 総務課 コミュニティ施設整備事業補助金 建設的事業費 宮永町町内会他 11,895 5,688 通常払

9 総務課
コミュニティ助成事業助成金
（宝くじ助成事業）

建設的事業費 要望町内会 17,400 2,500 通常払

10 職員課 人間ドック受診助成金 事業費 白山市職員互助会 1,408 1,500 通常払

11 企画課 加賀笠間駅振興補助金 公共的事業 加賀笠間駅振興協議会 3,052 3,112 分割払

12-1 企画課 生活バス路線運行事業費補助金 公共的事業 加賀白山バス㈱ 28,902 28,550 通常払

12-2 企画課 生活バス路線運行事業費補助金 公共的事業 小松バス㈱ 995 918 通常払

13 企画課 金城大学新学部創設補助金 建設的事業費 学校法人金城学園 40,000 50,000 分割払

14 情報統計課 音声告知ｼｽﾃﾑ整備事業費補助金 建設的事業費 ㈱あさがおテレビ 20,324 18,872 通常払

15-1 納税課
納税組合奨励金
(一般会計)

団体運営費 東三番町納税組合他 7,371 7,100 通常払

15-2 納税課
納税組合奨励金
(国保会計)

団体運営費 東三番町納税組合他 2,819 2,500 通常払

16 障害福祉課 市民福祉小口資金利子補給 利子補給金 １年以上住所を有する市民 0 0 通常払

17-1 障害福祉課 福祉団体活動費補助金 団体助成 松任・石川精神障害者家族会「ちよに会」 68 68 前払金

17-2 障害福祉課 福祉団体活動費補助金 団体助成 白山市身体障害者団体連合会 1,187 1,187 前払金

17-3 障害福祉課 福祉団体活動費補助金 団体助成 白山市手をつなぐ育成会 385 385 前払金

17-4 障害福祉課 福祉団体活動費補助金 団体助成 白山市母子寡婦福祉協会 145 145 前払金

17-5 障害福祉課 福祉団体活動費補助金 団体助成 手取川リハビリ友の会 100 100 前払金

18 障害福祉課 ふくみ苑ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ建設借入補助金 建設的事業費 社会福祉法人石川整肢学園 1,481 1,462 前払金

19 障害福祉課 ほほえみ建設費借入償還金補助 建設的事業費 社会福祉法人あいの郷 2,000 2,000 前払金

20 障害福祉課 心身障害者扶養共済掛金助成金 扶助的
県が運営する心身障害者扶養共済制度の掛金
を納付している市民

2,176 2,709 通常払

21 障害福祉課 全国障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会出場健闘費 その他 全国障害者スポーツ大会出場選手 10 10 通常払

22 障害福祉課 美川あんずの家補助金 団体助成 特定非営利活動法人美川あんずの家 7,500 7,500 前払金

23 障害福祉課 あじさいの家補助金 団体助成 特定非営利活動法人あじさいの家 960 960 前払金

24 長寿介護課 民生委員児童委員活動費交付金 団体運営費 白山市民児協、地区民児協 19,541 19,511 前払金

25 長寿介護課 白山市社会福祉協議会活動費補助金 団体運営費 白山市社会福祉協議会 110,815 119,222 概算払

26 長寿介護課 高齢者世帯屋根融雪化促進事業補助金 ｻｰﾋﾞｽ格差是正
60歳以上の高齢者または障害者のみで構成す
る世帯

0 0 通常払

27 長寿介護課 生きがいと健康づくり事業費補助金 事業費 白山市老人クラブ連合会 2,000 2,000 概算払

28 長寿介護課 全国健康福祉祭(ねんりんﾋﾟｯｸ)出場交付金 事業費 ねんりんﾋﾟｯｸ出場者 150 280 前払金

29 長寿介護課 老人クラブ活動費補助金 団体助成 白山市老人クラブ連合会、単位老人クラブ 10,939 10,234 概算払

30 長寿介護課 高齢者地域敬老事業補助金 事業費 松任地区地域敬老事業実施委員会ほかの団体 14,959 15,057 概算払

31 長寿介護課 老人生きがいセンター運営費補助金 事業費 蕪城親幸会 50 40 概算払

32 長寿介護課 シルバー人材センター運営費補助金 団体運営費 白山市シルバー人材センター 41,058 40,923 概算払

33-1 長寿介護課
福祉施設建築資金償還補助
(富樫会)

建設的事業費 富樫会 4,916 4,771 概算払

33-2 長寿介護課
福祉施設建築資金償還補助
(福寿会)

建設的事業費 福寿会 24,424 20,025 概算払
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33-3 長寿介護課
福祉施設建築資金償還補助
(手取会)

建設的事業費 手取会 6,207 5,821 概算払

34 長寿介護課 ねんりんピック石川2010開催事業補助金 事業費 白山市長（長寿介護課） 385 2,427 概算払

35 長寿介護課 特別地域加算利用者負担減額補助金 扶助的 介護保険ｻｰﾋﾞｽ事業所 127 127 分割払

36-1 子育て支援課
地域活動クラブ事業費補助金
(白山市地域活動クラブ連絡協議会)

事業費 白山市地域活動クラブ連絡協議会 140 100 前払金

36-2 子育て支援課
地域活動クラブ事業費補助金
(あかね地域活動クラブ他１９クラブ)

事業費 あかね地域活動クラブ他１９クラブ 3,780 3,780 前払金

37-1 子育て支援課
放課後児童クラブ施設整備費補助金
(山島台メルヘン児童クラブ）

建設的事業費 山島台メルヘン児童クラブ 500 0 通常払

37-2 子育て支援課
放課後児童クラブ施設整備費補助金
(北陽イルカクラブ）

建設的事業費 北陽イルカクラブ 56 0 通常払

38-1 子育て支援課
健やかふれあい保育事業費補助金
(西柏保育園)

扶助的 社会福祉法人みどり福祉会西柏保育園 1,857 3,015 通常払

38-2 子育て支援課
健やかふれあい保育事業費補助金
(林中保育園)

扶助的 社会福祉法人松南福祉会林中保育園 928 3,015 通常払

38-3 子育て支援課
健やかふれあい保育事業費補助金
(山島保育園)

扶助的 社会福祉法人松南福祉会山島保育園 928 1,005 通常払

39 子育て支援課 延長保育事業費補助金 扶助的 社会福祉法人松任福祉会松南保育園他８園 54,000 54,000 分割払

40 子育て支援課 ゆとり創造事業費補助金 事業費 社会福祉法人松任福祉会松南保育園他８園 603 603 分割払

41 子育て支援課
法人保育園運営費補助金
（日本スポーツ振興センター共済掛金補助）

団体運営費 社会福祉法人松任福祉会松南保育園他８園 181 174 概算払

42-1 子育て支援課
病後児一時保育事業費補助金
（病後児一時／松南保育園）

扶助的 社会福祉法人松任福祉会松南保育園 3,500 4,410 分割払

42-2 子育て支援課
病後児一時保育事業費補助金
（病後児一時／悠愛保育園）

扶助的 社会福祉法人松任福祉会悠愛保育園 4,630 4,410 分割払

42-3 子育て支援課
病後児一時保育事業費補助金
（体調不良児／西柏保育園）

扶助的 社会福祉法人みどり福祉会西柏保育園 4,410 3,932 分割払

42-4 子育て支援課
病後児一時保育事業費補助金
（体調不良児／笠間保育園）

扶助的 社会福祉法人みどり福祉会笠間保育園 4,256 2,636 分割払

42-5 子育て支援課
病後児一時保育事業費補助金
（病後児一時／林中保育園）

扶助的 社会福祉法人松南福祉会林中保育園 4,500 2,063 分割払

42-6 子育て支援課
病後児一時保育事業費補助金
（体調不良児／山島保育園）

扶助的 社会福祉法人松南福祉会山島保育園 4,410 4,410 分割払

42-7 子育て支援課
病後児一時保育事業費補助金
（体調不良児／わかば保育園）

扶助的 社会福祉法人わかば福祉会わかば保育園 2,988 3,742 分割払

42-8 子育て支援課
病後児一時保育事業費補助金
（体調不良児／郷保育園）

扶助的 社会福祉法人郷福祉会郷保育園 4,410 2,486 分割払

42-9 子育て支援課
病後児一時保育事業費補助金
（病後児一時／ふじ保育園）

扶助的 社会福祉法人ふじ福祉会ふじ保育園 3,500 4,410 分割払

43-1 子育て支援課
地域子育て支援拠点事業費補助金
（ひろば型／悠愛保育園）

事業費 社会福祉法人松任福祉会悠愛保育園 4,952 0 分割払

43-2 子育て支援課
地域子育て支援拠点事業費補助金
（ひろば型／西柏保育園）

事業費 社会福祉法人みどり福祉会西柏保育園 4,952 8,286 分割払

43-3 子育て支援課
地域子育て支援拠点事業費補助金
（ひろば型／郷保育園）

事業費 社会福祉法人郷福祉会郷保育園 4,803 7,838 分割払

43-4 子育て支援課
地域子育て支援拠点事業費補助金
（ひろば型／ふじ保育園）

事業費 社会福祉法人ふじ福祉会ふじ保育園 4,803 7,390 分割払

44-1 子育て支援課
子育てサークル事業費補助金
(ぴよぴよクラブ)

団体助成 ぴよぴよクラブ 21 23 概算払

44-2 子育て支援課
子育てサークル事業費補助金
(ぱおぱおクラブ)

団体助成 ぱおぱおクラブ 27 18 概算払

44-3 子育て支援課
子育てサークル事業費補助金
(ひかりっこクラブ)

団体助成 ひかりっこクラブ 22 0 概算払

44-4 子育て支援課
子育てサークル事業費補助金
(ＧＯ郷ＫＩＤＳ)

団体助成 ＧＯ郷ＫＩＤＳ 18 19 概算払

44-5 子育て支援課
子育てサークル事業費補助金
(がーがークラブ)

団体助成 がーがークラブ 23 23 概算払

44-6 子育て支援課
子育てサークル事業費補助金
(ピーカブーキッズ)

団体助成 ピーカブーキッズ 18 20 概算払

44-7 子育て支援課
子育てサークル事業費補助金
(マンマクラブ)

団体助成 マンマクラブ 24 22 概算払

44-8 子育て支援課
子育てサークル事業費補助金
(まんま・まま)

団体助成 まんま・まま 22 19 概算払

44-9 子育て支援課
子育てサークル事業費補助金
(ぴよぴよ美川)

団体助成 ぴよぴよ美川 33 27 概算払

44-10 子育て支援課
子育てサークル事業費補助金
(のびのび蝶屋)

団体助成 のびのび蝶屋 34 43 概算払

44-11 子育て支援課
子育てサークル事業費補助金
(こぶたぐみ)

団体助成 こぶたぐみ 25 36 概算払

44-12 子育て支援課
子育てサークル事業費補助金
(桑の実げんきくらぶ)

団体助成 桑の実げんきくらぶ 23 23 概算払

45 子育て支援課 保育内容研修会補助金 事業費 白山市保育士会 400 0 概算払

46-1 子育て支援課
一時保育事業費補助金
(西柏保育園)

事業費 社会福祉法人みどり福祉会西柏保育園 270 0 分割払
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46-2 子育て支援課
一時保育事業費補助金
(笠間保育園)

事業費 社会福祉法人みどり福祉会笠間保育園 270 450 分割払

46-3 子育て支援課
一時保育事業費補助金
(山島保育園)

事業費 社会福祉法人松南福祉会山島保育園 270 450 分割払

46-4 子育て支援課
一時保育事業費補助金
(わかば保育園)

事業費 社会福祉法人わかば福祉会わかば保育園 270 0 分割払

46-5 子育て支援課
一時保育事業費補助金
(郷保育園)

事業費 社会福祉法人郷福祉会郷保育園 270 0 分割払

46-6 子育て支援課
一時保育事業費補助金
(ふじ保育園)

事業費 社会福祉法人ふじ福祉会ふじ保育園 270 0 分割払

47 子育て支援課
休日保育事業費補助金
(ふじ保育園)

事業費 社会福祉法人ふじ福祉会ふじ保育園 945 1,418 分割払

48-1 子育て支援課
マイ保育園登録事業費補助金
（登録／松南保育園）

事業費 社会福祉法人松任福祉会松南保育園 19 200 通常払

48-2 子育て支援課
マイ保育園登録事業費補助金
（登録／悠愛保育園）

事業費 社会福祉法人松任福祉会悠愛保育園 43 239 通常払

48-3 子育て支援課
マイ保育園登録事業費補助金
（登録・ｺｰﾃﾞｨﾈｲﾄ／西柏保育園）

事業費 社会福祉法人みどり福祉会西柏保育園 149 206 通常払

48-4 子育て支援課
マイ保育園登録事業費補助金
（登録／笠間保育園）

事業費 社会福祉法人みどり福祉会笠間保育園 58 231 通常払

48-5 子育て支援課
マイ保育園登録事業費補助金
（登録・ｺｰﾃﾞｨﾈｲﾄ／林中保育園）

事業費 社会福祉法人松南福祉会林中保育園 244 318 通常払

48-6 子育て支援課
マイ保育園登録事業費補助金
（登録・ｺｰﾃﾞｨﾈｲﾄ／山島保育園）

事業費 社会福祉法人松南福祉会山島保育園 496 417 通常払

48-7 子育て支援課
マイ保育園登録事業費補助金
（登録／わかば保育園）

事業費 社会福祉法人わかば福祉会わかば保育園 46 227 通常払

48-8 子育て支援課
マイ保育園登録事業費補助金
（登録・ｺｰﾃﾞｨﾈｲﾄ／郷保育園）

事業費 社会福祉法人郷福祉会郷保育園 184 296 通常払

48-9 子育て支援課
マイ保育園登録事業費補助金
（登録・ｺｰﾃﾞｨﾈｲﾄ／ふじ保育園）

事業費 社会福祉法人ふじ福祉会ふじ保育園 316 297 通常払

48-10 子育て支援課
マイ保育園登録事業費補助金
（登録／鶴来第二幼稚園）

事業費 学校法人鶴来学園鶴来第二幼稚園 7 0 通常払

49 健康増進課 石川食品衛生協会活動支援補助金 団体助成 石川食品衛生協会 144 117 概算払

50 健康増進課 白山市食生活改善推進協議会補助金 団体助成 白山市食生活改善推進協議会 600 600 概算払

51 健康増進課
白山市陽電子放射断層撮影装置
（ＰＥＴ）検診事業補助金

事業費 公立松任石川中央病院 1,008 1,280 通常払

52 健康増進課 保健事業費補助金 扶助的 石川県後期高齢者医療広域連合 4,086 4,623 通常払

53 市民相談室 白山市更正保護女性会活動支援補助金 団体運営費 白山市更正保護女性会 300 300 概算払

54 市民相談室 白山市保護司会活動支援補助金 団体運営費 白山市保護司会 240 240 概算払

55 防災安全課 白山市交通安全協会補助金 団体運営費 白山市交通安全協会 1,313 1,149 概算払

56 防災安全課 白山市防犯協会活動助成金 団体運営費 白山市防犯協会 6,767 6,789 概算払

57 防災安全課 白山市消防団連合会活動補助金 団体運営費 白山市消防団連合会 7,831 7,831 概算払

58 防災安全課 消防施設設置補助金 建設的事業費 設置要望のあった町内会 8,015 7,173 通常払

59 環境課 住宅用太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置事業費補助金 事業費
自ら居住する市内の住宅にｼｽﾃﾑを設置する個人又
はｼｽﾃﾑ付住宅を購入した個人 492 2,103 通常払

60 環境課 共同墓地整備事業費補助金 建設的事業費 町内会の会長 4,164 2,925 通常払

61 環境課 再生資源集団回収推進事業奨励金 事業費
町内会自治会組織に属する子ども会、小中学校・幼
稚園・保育所等の保護者会活動組織 2,791 587 通常払

62 環境課 家庭用生ごみ処理機設置事業費補助金 事業費 市内に住所を有する世帯主 1,660 460 通常払

63 環境課 廃棄物集積所設置事業補助金 建設的事業費 町内会の会長 5,623 4,774 通常払

64 農業振興課 白山石川農業振興協議会補助金 団体助成 白山石川農業振興協議会 877 877 通常払

65 農業振興課 石川農業青年会議育成補助金 団体助成 石川農業青年会議 250 250 通常払

66 農業振興課 白山市生活研究グループ連絡協議会補助金 団体助成 白山市生活研究グループ連絡協議会 180 180 通常払

67 農業振興課 農業経営基盤強化資金利子助成金 利子補給金 (有)ノモト農産外 3,673 4,351 通常払

68 農業振興課 土づくり推進事業費補助金 事業費 松任市農業協同組合 15,173 11,341 概算払

69 農業振興課 新需給調整定着支援事業費補助金 事業費 白山市地域水田農業推進協議会 1,369 1,369 概算払

70 農業振興課
集落営農組織麦・大豆生産拡大
支援事業費補助金

事業費 ㈱松任大豆生産組合 1,139 1,050 通常払

71-1 農業振興課
農業経営育成対策事業補助金
(松任市農業協同組合)

事業費 松任市農業協同組合 3,990 3,990 通常払

71-2 農業振興課
農業経営育成対策事業補助金
(白山農業協同組合)

事業費 白山農業協同組合 2,660 2,660 通常払
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72 農業振興課 数量調整達成助成費交付金 事業費 水田利用合理化推進協議会松任支部外 2,570 2,570 通常払

73 農業振興課 松任園芸保存協会奨励補助金 事業費 松任園芸保存協会 100 100 通常払

74 農業振興課 あさがお常設展事業補助金 事業費 白山市千代女あさがお会 100 100 通常払

75 農業振興課 園芸産地ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ農場設置運営事業費補助金 事業費 松任市農業協同組合施設総合部会 500 500 通常払

76-1 農業振興課
地域特産品産地化推進事業
(松任市農業協同組合)

事業費 松任市農業協同組合 500 500 通常払

76-2 農業振興課
地域特産品産地化推進事業
(白山農業協同組合)

事業費 白山農業協同組合 500 500 通常払

77-1 地産地消課
地産地消推進事業補助金
(ヘイケカブラ保存会)

事業費 ヘイケカブラ保存会 50 50 通常払

77-2 地産地消課
地産地消推進事業補助金
(上安田いものこ保存会)

事業費 上安田いものこ保存会 50 50 通常払

77-3 地産地消課
地産地消推進事業補助金
(剣崎なんば生産組合)

事業費 剣崎なんば生産組合 50 50 通常払

77-4 地産地消課
地産地消推進事業補助金
(中奥梨瓜保存研究会)

事業費 中奥梨瓜保存研究会 50 50 通常払

78-1 林業水産課
森林整備地域活動支援交付金
（石川県林業公社）

事業費 石川県林業公社 4,600 4,600 通常払

78-2 林業水産課
森林整備地域活動支援交付金
(かが森林組合)

事業費 かが森林組合 199 101 通常払

79 林業水産課 地元産木材利用促進事業補助金 事業費 住宅建築者 4,000 5,000 通常払

80 林業水産課 鳥獣害被害対策補助金 事業費 農林水産業に取り組む団体、個人 408 2,500 通常払

81-1 林業水産課 内水面４漁協合併支援補助金 事業費 白山市内水面漁業共同組合合併推進協議会 67 100 通常払

81-2 林業水産課 石川県漁業共同組合松任出張所補助金 事業費 石川県漁業共同組合松任出張所 200 200 通常払

82 商工課
勤労者厚生福祉事業補助金
(白山市勤労者協議会連合会)

団体助成 白山市勤労者協議会連合会 1,400 1,400 通常払

83 商工課
勤労者厚生福祉事業補助金
(白山・野々市地域ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ)

団体助成 白山・野々市地域ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 300 300 通常払

84 商工課
勤労者厚生福祉事業補助金
(連合石川白山・野々市地域協議会)

団体助成 連合石川白山・野々市地域協議会 200 200 通常払

85 商工課
勤労者厚生福祉事業補助金
(石川県勤労者体育協会)

団体助成 石川県勤労者体育協会 240 240 通常払

86 商工課
勤労者厚生福祉事業補助金
(石川県勤労者文化協会)

団体助成 石川県勤労者文化協会 190 190 通常払

87 商工課 未組織労働者信用保証料補給金 利子補給金 未組織労働者５４名 1,094 769 通常払

88 商工課 中高年齢者・障害者職業訓練奨励金 事業費 中高年齢者・障害者２２名 2,050 1,050 通常払

89 商工課 中小企業退職金共済制度加入促進助成金 事業費 中小企業退職金共済制度加入企業１１社 3,017 372 通常払

90 商工課 育児休業代替要員確保等助成金 事業費 社会福祉法人松南福祉会山島保育園 500 0 通常払

91 商工課 県中小企業団体中央会補助金 団体助成 石川県中小企業団体中央会 1,200 1,200 通常払

92 商工課 伝統産業合同見本市開催補助金 事業費 石川県伝統産業合同見本市実行委員会 1,280 680 概算払

93 商工課
伝統産業合同見本市等開催補助金
（石川県伝統工芸展開催事業）

事業費 石川県伝統産業振興協議会 190 190 通常払

94 商工課 商工業振興事業補助金 団体助成 白山商工会議所 11,000 11,000 概算払

95-1 商工課
商店街賑わい創出事業等補助金
（商店街空き店舗対策事業）

事業費 中町商店街開発協同組合 10 0 通常払

95-2 商工課
商店街賑わい創出事業等補助金
（商店街ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ事業：なかまち雛めぐり）

事業費 中町商店街開発協同組合 300 300 通常払

95-3 商工課
商店街賑わい創出事業等補助金
（商店街ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ事業：笠間まつり）

事業費 笠間商工連盟 600 540 通常払

95-4 商工課
商店街賑わい創出事業等補助金
（商店街ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ事業：おいでな祭）

事業費 千代尼通り商店街協議会 300 260 通常払

95-5 商工課
商店街賑わい創出事業等補助金
（商店街ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ事業：なかまっちｺﾝｻｰﾄ）

事業費 千代尼通り商店街協議会 300 260 通常払

95-6 商工課
商店街賑わい創出事業等補助金
（商店街ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ事業：中町商店街ベンチ等設置） 事業費 中町商店街開発協同組合 750 919 通常払

95-7 商工課
商店街賑わい創出事業等補助金
（商店街ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ事業：千代尼通りｱｰﾄﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ） 事業費 千代尼通り商店街協議会 1,300 1,350 通常払

95-8 商工課
商店街賑わい創出事業等補助金
（商店街ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ事業：白山獅子まつり）

事業費 千代尼通り商店街協議会 1,900 300 通常払

95-9 商工課
商店街賑わい創出事業等補助金
（商店街ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ事業：安田町稲荷まつり）

事業費 千代尼通り商店街協議会 300 260 通常払

95-10 商工課
商店街賑わい創出事業等補助金
（商店街ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ事業：おおまち夏まつり等）

事業費 千代尼通り商店街協議会 300 204 概算払

95-11 商工課
商店街賑わい創出事業等補助金
（商店街ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ事業：商店街情報誌「ﾁｮｯﾄ」発行） 事業費 千代尼通りおかみさん会 100 60 通常払



資料 平成２１年度補助金等一覧表
〔単位：千円〕

整理
番号

課名 補助金名称 補助金の分類 補助金の交付先
平成20年
度交付額

平成21年
度交付額

支払の
方法

平成２１年１２月２５日現在

96-1 商工課 商店街おかみさん会育成事業助成金 事業費 千代尼通りおかみさん会 170 170 通常払

96-2 商工課 商店街若手経営者育成事業助成金 事業費 白山市商店街若手活性化研究会 170 170 通常払

97 商工課 公衆浴場施設改善事業費補助金 事業費 美川温泉元湯ほんだ他１件 1,200 400 通常払

98 商工課 公衆浴場施設整備資金利子補給金 利子補給金 美川温泉元湯ほんだ 26 25 通常払

99 商工課 制度融資等利子補給補助金 利子補給金 北國銀行松任支店他 9,283 8,283 通常払

100 商工課 県中小企業技術交流展補助金 事業費 (財)石川県産業創出支援機構 900 900 通常払

101 商工課 起業家支援補助金 事業費 白山市内の貸事務所に新たに入居する起業家 0 0 通常払

102 商工課 中小企業設備投資促進助成金 利子補給金 金沢東工鋼材㈱他５２社 12,135 13,911 通常払

103 商工課 工場立地助成金 事業費 丸七商事㈱他５社 50,400 54,400 通常払

104 商工課 国際見本市出展事業奨励金 事業費 ビー・ビー・エス金明㈱ 1,500 300 通常払

105 吉野工芸の里 吉野工芸の里ｲﾍﾞﾝﾄ事業補助金 事業費 吉野工芸の里イベント実行委員会 2,500 2,300 分割払

106 観光課 いしかわの観光制作補助金 事業費 いしかわの観光実行委員会 1,600 1,600 通常払

107 観光課 松任まつり事業補助金 事業費 松任まつり実行委員会 5,700 5,100 概算払

108 観光課 観光物産協会補助金 団体助成 松任観光物産協会 2,650 2,650 概算払

109 観光課 白山市観光物産協会補助金 団体助成 白山市観光物産協会 350 350 概算払

110 観光課 観光ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞ活動費補助金 団体助成 松任ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞうぐいすの会 372 332 概算払

111 観光課 白山スーパー林道利用助成金 事業費 白山ふもと会 0 1,000 通常払

112 観光課 国立公園清掃活動事業補助金 事業費 白山観光協会 450 450 通常払

113 観光課 白山市ファンクラブ運営補助金 団体助成 まるごと白山ファンクラブ 350 350 概算払

114 観光課 ぶらり白山市健康づくり事業補助金 事業費 NPO法人加賀白山ようござった 270 270 概算払

115 観光課 全国獅子舞フェスティバル白山市事業補助金 事業費
第１２回全国獅子舞フェスティバル
・白山市実行委員会

0 6,700 概算払

116 地域振興課 地域振興事業補助金 団体助成 白山ﾚｲｸﾊｲﾗﾝﾄﾞ㈱ 15,956 0 通常払

117-1 地域振興課 大学合宿誘致事業補助金 事業費
市内宿泊施設を合宿で利用の県外大学サーク
ル等

350 0 通常払

117-2 地域振興課 地域賑わいづくり宿泊補助金 事業費
市内宿泊施設を合宿で利用の県外大学サーク
ル等

0 1,133 通常払

118 地域振興課 地域定住促進奨励利子補給金 利子補給金
合併前の5村の区域において、新築し引続き住
所を有する者

7,584 6,831 通常払

119 地域振興課 高校等在学者保護者負担軽減対策助成金 ｻｰﾋﾞｽ格差是正
合併前の５村の区域に在住の高校生を持つ保
護者

11,580 10,220 通常払

120 地域振興課 克雪化推進事業補助金 ｻｰﾋﾞｽ格差是正 個人 1,822 1,935 通常払

121 国際交流課 世界留学生交流いしかわ受入事業補助金 事業費 JAPANTENT開催委員会 1,500 1,500 通常払

122 国際交流課 友好都市教育振興支援助成金 事業費 白山市国際交流協会 300 300 前払金

123 国際交流課 白山市国際交流協会運営事業助成金 団体運営費 白山市国際交流協会 3,800 4,100 前払金

124-1 国際交流課 白山市親善交流補助金(高知県大川村) 事業費 高知県大川村交流会 43,175 0 通常払

124-2 国際交流課
白山市親善交流補助金
(鶴来ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ教室①)

事業費 鶴来ミニバスケットボール教室 50 0 通常払

124-3 国際交流課
白山市親善交流補助金
(鶴来ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ教室②)

事業費 鶴来ミニバスケットボール教室 132 0 通常払

124-4 国際交流課
白山市親善交流補助金
(美川地域総合型ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ検討委員会)

事業費 美川地域総合型スポーツクラブ検討委員会 20 0 通常払

124-5 国際交流課
白山市親善交流補助金
(白山市吉野谷観光協会)

事業費 白山吉野谷観光協会 20 0 通常払

125 土木課 防犯灯電気料補助金 事業費 町内会 19,040 17,338 通常払

126 土木課 防犯灯灯具取替補助金 事業費 町内会 1,585 983 通常払

127 土木課 区道改良事業補助金 建設的事業費 剣崎町内会他 3,640 6,200 通常払

128 土木課 区道舗装事業補助金 建設的事業費 北島町内会他 686 840 通常払

129 土木課 高橋川改修促進期成同盟会補助金 団体助成 高橋川改修促進期成同盟会 50 50 概算払
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130 土木課 安原川改修促進期成同盟会補助金 団体助成 安原川改修促進期成同盟会 50 50 概算払

131 土木課 排水溝整備事業補助金 建設的事業費 実施町内会（松本町、上安田町） 1,408 940 通常払

132 都市計画課 まちなか景観整備事業補助金 建設的事業費 まちづくり協議会５団体 6,529 3,615 通常払

133-1 まちづくり課
土地区画整理事業補助金
(北安田地区)

建設的事業費 土地区画整理組合（北安田地区） 164,542 105,300 通常払

133-2 まちづくり課
土地区画整理事業補助金
(北相木地区)

建設的事業費 土地区画整理組合（北相木地区） 9,562 9,600 通常払

133-3 まちづくり課
土地区画整理事業補助金
(成町地区)

建設的事業費 土地区画整理組合（成地区） 88,476 0 通常払

134-1 公園緑地課
コミュニティ広場整備事業補助金
(百生苑区町内会)

建設的事業費 百生苑区町内会 210 0 通常払

134-2 公園緑地課
コミュニティ広場整備事業補助金
(上吉谷町町内会)

建設的事業費 上吉谷町町内会 2,540 0 通常払

134-3 公園緑地課
コミュニティ広場整備事業補助金
(下吉谷町町内会)

建設的事業費 下吉谷町町内会 1,000 0 通常払

134-4 公園緑地課
コミュニティ広場整備事業補助金
(南道法寺町内会)

建設的事業費 南道法寺町内会 279 0 通常払

134-5 公園緑地課
コミュニティ広場整備事業補助金
(漆島町町内会)

建設的事業費 漆島町町内会 133 0 通常払

135 建築指導課 白山市既存建築物耐震改修工事費等補助金 建設的事業費 耐震診断、耐震改修工事を行う者 2,233 1,100 通常払

136 建築指導課
白山市被災住宅再建利子補給制度
交付事業補助金

利子補給金 能登半島地震により住宅が被害を受けた者 201 270 通常払

137-1 水道建設課
簡易水道組合水質検査費補助金
(源兵島中央簡易水道組合)

ｻｰﾋﾞｽ格差是正 源兵島町中央簡易水道組合 47 50 通常払

137-2 水道建設課
簡易水道組合水質検査費補助金
(白山市簡易水道組合連合会)

ｻｰﾋﾞｽ格差是正 白山市簡易水道組合連合会 10,693 11,212 通常払

138-1 水道建設課
水道施設整備費補助金
(田地水道組合)

建設的事業費 田地水道組合 6,000 0 通常払

138-2 水道建設課
水道施設整備費補助金
(みすみニュータウン水道組合)

建設的事業費 みすみニュータウン水道組合 230 0 通常払

138-3 水道建設課
水道施設整備費補助金
(中相川水道組合)

建設的事業費 中相川水道組合 149 0 通常払

138-4 水道建設課
水道施設整備費補助
(徳光町水道組合)

建設的事業費 徳光町水道組合 316 0 通常払

138-5 水道建設課
水道施設整備費補助金
(福留町水道組合)

建設的事業費 福留町水道組合 6,000 4,788 通常払

138-6 水道建設課
水道施設整備費補助金
(北島地区簡易水道組合)

建設的事業費 北島地区簡易水道組合 321 0 通常払

138-7 水道建設課
水道施設整備費補助金
(上小川・小川地区簡易水道組合)

建設的事業費 上小川・小川地区簡易水道組合 527 0 通常払

138-8 水道建設課
水道施設整備費補助金
(内方新保町簡易水道組合)

建設的事業費 内方新保町水道簡易水道組合 5,698 0 通常払

138-9 水道建設課
水道施設整備費補助金
(石川団地水道組合)

建設的事業費 石川団地水道組合 220 0 通常払

139 教育総務課 松任高等学校振興会補助金 団体助成 松任高等学校振興会 2,000 2,000 概算払

140 教育総務課 鶴来高等学校振興会補助金 団体助成 鶴来高等学校振興会 2,000 2,000 概算払

141 教育総務課 翠星高等学校振興会補助金 団体助成 翠星高等学校振興会 2,000 2,000 概算払

142 学校教育課 白山市学校教育研究会補助金 団体助成 白山市学校教育研究会 3,700 3,700 概算払

143 学校教育課
石川県特別支援教育研究協議会
白山大会補助金

事業費 石川県特別支援教育研究協議会 0 160 概算払

144 学校教育課
遠距離通学等児童生徒交通費補助金
(鳥越小学校）

ｻｰﾋﾞｽ格差是正 鳥越小学校児童の保護者 4,258 3,725 分割払

145 学校教育課
日本スポーツ振興センター医療費交付金
(小学校)

その他 保護者(小学校) 4,691 4,800 通常払

146-1 学校教育課
遠距離通学等児童生徒交通費補助金
(松任中学校）

ｻｰﾋﾞｽ格差是正 松任中学校生徒の保護者 1,565 2,101 通常払

146-2 学校教育課
遠距離通学等児童生徒交通費補助金
(光野中学校）

ｻｰﾋﾞｽ格差是正 光野中学校生徒の保護者 520 521 通常払

146-3 学校教育課
遠距離通学等児童生徒交通費補助金
(鶴来中学校）

ｻｰﾋﾞｽ格差是正 鶴来中学校生徒の保護者 763 1,154 通常払

146-4 学校教育課
遠距離通学等児童生徒交通費補助金
(河内中学校）

ｻｰﾋﾞｽ格差是正 河内中学校生徒の保護者 315 460 分割払

146-5 学校教育課
遠距離通学等児童生徒交通費補助金
(鳥越中学校）

ｻｰﾋﾞｽ格差是正 鳥越中学校生徒の保護者 1,958 2,434 分割払

147 学校教育課
日本スポーツ振興センター医療費交付金
(中学校)

その他 保護者(中学校) 6,193 6,100 通常払

148 学校教育課 中学校体育連盟事業補助金 事業費 白山市中学校体育連盟 32,166 24,820 概算払

149 学校教育課 中学校文化連盟事業補助金 事業費 白山市中学校文化連盟 9,027 5,000 概算払

150-1 学校教育課
私立幼稚園運営費補助金
(ちよの幼稚園)

公共的事業 ちよの幼稚園 4,140 4,175 分割払
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150-2 学校教育課
私立幼稚園運営費補助金
(とくの幼稚園)

公共的事業 とくの幼稚園 4,875 4,920 分割払

150-3 学校教育課
私立幼稚園運営費補助金
(鶴来第一・第二幼稚園)

公共的事業 鶴来幼稚園 8,230 8,150 分割払

150-4 学校教育課
私立幼稚園運営費補助金
(金城大学附属西南幼稚園)

公共的事業 金城大学付属西南幼稚園 4,898 2,565 分割払

151 学校教育課 私立幼稚園施設整備費補助金 建設的事業費 鶴来第一幼稚園 1,207 1,382 通常払

152 学校教育課 就園奨励費補助金 扶助的 とくの幼稚園他（２３園５９１名） 46,658 47,065 通常払

153 学校教育課 西南幼稚園保育料補助金 事業費 金城大学付属西南幼稚園 1,396 511 通常払

154 学校教育課
日本スポーツ振興センター医療費交付金
(幼稚園)

その他 保護者(幼稚園) 0 50 通常払

155 生涯学習課 女性協議会活動事業補助金 団体助成 白山市女性協議会 2,520 2,280 概算払

156 生涯学習課 連合壮年会活動事業補助金 団体助成 白山市連合壮年会 100 100 通常払

157 生涯学習課 ＰＴＡ連合会活動事業補助金 団体助成 白山市ＰＴＡ連合会 850 850 概算払

158 生涯学習課 あさぎり学級活動事業補助金 団体助成 あさぎり学級 50 50 通常払

159 生涯学習課 生活学校活動事業補助金 団体助成 松任生活学校 50 50 通常払

160 生涯学習課 各種団体女性連絡協議会補助金 団体助成 白山市各種団体女性連絡協議会 100 100 概算払

161 生涯学習課 青年団協議会事業補助金 団体助成 白山市青年団 350 400 概算払

162 生涯学習課 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ県連盟等補助金 団体助成 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ松任小地区 126 126 通常払

163 生涯学習課 子ども会連合会補助金 団体助成 白山市子ども会連合会 2,170 2,170 概算払

164-1 生涯学習課
青少年ボランティア活動補助金
(ジュニアリーダークラブ翼)

団体助成 ジュニアリーダークラブ翼 50 50 通常払

164-2 生涯学習課
青少年ボランティア活動補助金
(美川ジュニアボランティアグループスプリッツ)

団体助成 美川ジュニアボランティアグループスピリッツ 50 50 通常払

164-3 生涯学習課
青少年ボランティア活動補助金
(美川ジュニアボランティアグループスプリッツジュニア) 団体助成

美川ジュニアボランティアグループスピリッツ
ジュニア

50 50 通常払

164-4 生涯学習課
青少年ボランティア活動補助金
(鶴来リーダー委員会)

団体助成 鶴来リーダー委員会育成会 125 90 通常払

164-5 生涯学習課
青少年ボランティア活動補助金
(鶴来青年ボランティアグループかなめ)

団体助成 鶴来青年ボランティアグループかなめ 75 65 通常払

165 生涯学習課 みどりの少年団育成補助金 団体助成 松任みどりの少年団連合会 560 560 通常払

166 生涯学習課 松任青少年宿泊研修ｾﾝﾀｰ運営補助金 公共的事業 (財)白山市地域振興公社 7,143 7,143 分割払

167 文化課 市民工房うるわし自主事業開催補助金 事業費 松任文化協会 0 1,000 通常払

168 文化課 松任文化協会単位団体育成事業補助金 団体助成 松任文化協会 600 600 通常払

169 文化課
第２７回白山市青少年音楽コンクール
事業補助金

事業費 白山市音楽文化協会 120 120 通常払

170 文化課
第３０回白山市松任民謡協会発表会
事業補助金

事業費 松任民謡協会 290 290 通常払

171 文化課 第４回白山市松任美術展事業補助金 事業費 白山市松任美術協会 500 500 通常払

172 文化課 松任文化協会活動費補助金 団体運営費 松任文化協会 4,000 2,320 通常払

173 文化課 福寿草松任芽保存事業補助金 事業費 福寿草松任芽保存会 110 110 通常払

174 文化課 はくさん子美術展補助金 事業費 はくさん子美術展実行委員会 0 200 通常払

175 文化課 薪能上演事業補助金 事業費 松任宝生会 3,200 3,200 通常払

176 文化課 スクールシアター事業補助金 団体助成 松任宝生会 50 50 通常払

177 文化課 白山国際太鼓文化協会事業補助金 事業費 白山国際太鼓文化協会 4,000 4,000 通常払

178-1 文化課
文化財保護事業費補助金
（横江の虫送り事業補助金）

事業費 横江虫送り保存会 260 260 通常払

178-2 文化課
文化財保護事業費補助金
（柏野じょんがら踊り事業補助金）

事業費 柏野じょんがら保存会 400 400 通常払

178-3 文化課
文化財保護事業費補助金
（加賀松任の獅子舞保存継承事業補助金）

事業費 松任獅子舞連盟 200 200 通常払

178-4 文化課
文化財保護事業費補助金
（はまなす保存育成事業補助金）

事業費 竹松町はまなす保存会 52 52 通常払

178-5 文化課
文化財保護事業費補助金
（田地古墳管理事業補助金）

事業費 田地町町内会 17 17 通常払

178-6 文化課
文化財保護事業費補助金
（石の木塚保存管理事業補助金）

事業費 石立町町内会 17 17 通常払
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178-7 文化課
文化財保護事業費補助金
（島田の石仏保存管理事業補助金）

事業費 島田町石仏保存会 17 17 通常払

178-8 文化課
文化財保護事業費補助金
（深瀬でくまわし保存会補助事業補助金）

事業費 深瀬でくまわし保存会 100 100 通常払

178-9 文化課
文化財保護事業費補助金
（金劔宮社叢ｳﾗｼﾞﾛｶﾞｼ林保存修理事業補助金）

事業費 金劔宮 782 90 通常払

178-10 文化課
文化財保護事業費補助金
（加賀松任の獅子舞用具製作補修事業補助金）

事業費 松任獅子舞連盟 348 0 通常払

178-11 文化課
文化財保護事業費補助金
（井口のケヤキ保護対策事業補助金）

事業費 林吉昭 277 0 通常払

178-12 文化課
文化財保護事業費補助金
（おかえり祭り台車修繕事業補助金）

事業費 美川中町西区・美川中町東区 3,000 3,340 通常払

179 スポーツ課 体育協会事業補助金 団体運営費 白山市体育協会 29,632 29,275 概算払

180 スポーツ課 県民体育大会等補助金 事業費 白山市体育協会 2,481 7,281 概算払

181 スポーツ課 スポーツ少年団補助金 団体助成 白山市スポーツ少年団 3,380 2,960 概算払

182 スポーツ課 スポーツクラブ協議会補助金 団体助成 白山市スポーツクラブ協議会 500 500 概算払

183 スポーツ課 石川県市町対抗ふるさと駅伝事業 事業費 石川県市町対抗ふるさと駅伝実行委員会 300 300 通常払

184 スポーツ課 選手派遣補助金(海外枠) 事業費 国際大会出場選手 500 0 概算払

185 スポーツ課 石川県少年相撲選手権大会 事業費 白山市相撲連盟 200 0 通常払

186 スポーツ課 市民体力モデル事業補助金 事業費 鶴来南坂尻町会 100 100 通常払

187-1 スポーツ課
ジュニア強化育成事業補助金
(白山市陸上競技協会)

事業費 白山市陸上競技協会 200 200 通常払

187-2 スポーツ課
ジュニア強化育成事業補助金
(白山市剣道連盟)

事業費 白山市剣道連盟 200 200 通常払

187-3 スポーツ課
ジュニア強化育成事業補助金
(白山市水泳協会)

事業費 白山市水泳協会 800 800 概算払

187-4 スポーツ課
ジュニア強化育成事業補助金
(河内ジュニアスキークラブ)

事業費 河内ジュニアスキークラブ 80 通常払

187-5 スポーツ課
ジュニア強化育成事業補助金
(鳥越ジュニアスキークラブ)

事業費 鳥越ジュニアスキークラブ 423 通常払

187-6 スポーツ課
ジュニア強化育成事業補助金
(白嶺吹雪ジュニアレーシング)

事業費 白嶺吹雪ジュニアレーシング 540 通常払

187-7 スポーツ課
ジュニア強化育成事業補助金
(白峰ジュニアスキークラブ)

事業費 白峰ジュニアスキークラブ 790 通常払

188 スポーツ課 松任ロードレース大会事業 事業費 白山市陸上競技協会 50 50 通常払

189 スポーツ課 白山・手取川もみじウォーク事業 事業費 白山・手取川もみじウオーク実行委員会 1,500 1,500 通常払

190 スポーツ課 Ｂ＆Ｇ財団事業参加補助金 事業費 参加者の保護者 80 33 通常払

191 美川支所産業課 漁業経営安定化対策事業補助金 利子補給金 石川県漁業協同組合 79 111 通常払

192 美川支所産業課 美川商工会補助金 団体助成 美川商工会 9,850 9,850 概算払

193-1 美川支所産業課
商店街賑わい創出事業補助金
（浪漫夕市の開催）

事業費 大正通り商店街 260 230 通常払

193-2 美川支所産業課
商店街賑わい創出事業補助金
（青物市の開催）

事業費 大正ロマン会 0 80 通常払

193-3 美川支所産業課 商店街おかみさん会育成事業助成金 事業費 大正ロマン会 90 0 通常払

194-1 美川支所産業課 商店街街路灯電気料補助金 事業費 本町通り商店街 176 170 通常払

194-2 美川支所産業課 商店街街路灯電気料補助金 事業費 大正通り商店街 145 140 通常払

195 美川支所産業課 コミュニティプラザ運営補助金 公共的事業 (財)白山市地域振興公社 4,051 4,083 概算払

196 美川支所産業課 手取川夏まつり事業補助金 事業費 手取川夏まつり実行委員会 2,565 2,300 概算払

197 美川支所産業課 観光物産協会補助金 団体助成 白山美川観光物産協会 875 875 概算払

198 美川支所産業課 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞ運営事業補助金 団体運営費
白山市観光ボランティアガイド
美川おかえりの会

200 200 概算払

199 美川支所建設課 河川愛護活動補助金 事業費 安産川を美しく会他 469 469 通常払

200 美川分室教育課 美川生活学校補助金 団体助成 美川生活学校 100 100 前払金

201 美川分室教育課 美川文化協会活動費補助金 団体運営費 美川文化協会 830 830 前払金

202 美川分室教育課 財団法人呉竹文庫補助金 団体助成 財団法人呉竹文庫 7,146 7,000 通常払

203 美川分室教育課 白山市美川一周耐寒継走大会事業補助金 事業費 白山市陸上競技協会 280 280 概算払

1,600
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204 鶴来支所産業課 農業経営基盤強化資金利子助成金 利子補給金 ㈲中本農園 17 1 通常払

205 鶴来支所産業課 中山間地域直接支払事業費補助金 事業費 八幡中山間地集落組合外 12,527 12,527 通常払

206 鶴来支所産業課 つるぎふれあい巡回バス運営補助金 公共的事業 つるぎ街づくり㈱ 5,000 5,000 概算払

207 鶴来支所産業課 檜細工振興補助金 団体助成 檜笠生産グループ 100 100 概算払

208 鶴来支所産業課 地域産業振興対策助成金 利子補給金 つるぎ商業開発協同組合 0 0 通常払

209 鶴来支所産業課 鶴来商工会補助金 団体助成 鶴来商工会 14,500 14,500 分割払

210 鶴来支所産業課 獅子孔高原振興助成金 公共的事業 アトム運輸㈱ 42,000 42,000 概算払

211 鶴来支所産業課 横町うらら館運営補助金 団体助成 鶴来観光協会 300 300 概算払

212 鶴来支所産業課 郷土芸能振興補助金 事業費 ほうらい祭り保存会 2,052 1,800 概算払

213 鶴来支所産業課 ふるさと秋まつり事業補助金 事業費 つるぎ秋まつり実行委員会 6,528 6,050 概算払

214 鶴来支所産業課 バードマンカップ補助金 事業費 ﾃﾞｻﾝﾄﾊﾞｰﾄﾞﾏﾝｶｯﾌﾟ獅子吼実行委員会 456 400 概算払

215 鶴来支所産業課 スカイフェスタ補助金 事業費 獅子吼高原ｽｶｲﾌｪｽﾀ実行委員会 3,420 3,100 概算払

216 鶴来支所産業課 パラグライダー大会補助金 事業費 獅子吼ゴールデンカップ実行委員会 285 260 概算払

217 鶴来支所産業課 スカイレジャーエリア運営補助金 公共的事業 獅子吼高原ｽｶｲﾚｼﾞｬｰｴﾘｱ運営協議会 380 380 概算払

218 鶴来支所産業課 観光協会補助金 団体助成 鶴来観光協会 660 660 概算払

219 鶴来支所産業課 観光ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞ活動費補助金 団体助成 NPO法人加賀白山ようござった 400 400 概算払

220 鶴来分室教育課 鶴来生活学校活動事業補助金 団体助成 鶴来生活学校 120 120 前払金

221 鶴来分室教育課 花いっぱい運動事業補助金 事業費 花の会・つるぎ 800 800 概算払

222 鶴来分室教育課 鶴来文化協会活動費補助金 団体運営費 鶴来文化協会 1,700 1,400 概算払

223 鶴来分室教育課 ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ管理補助金 公共的事業 つるぎ街づくり㈱ 3,400 3,200 概算払

224 鶴来分室教育課 鶴来谷剣道協会補助金 団体助成 鶴来谷剣道協会 90 70 通常払

225 河内分室教育課 河内文化協会活動費補助金 団体運営費 河内文化協会 324 324 通常払

226 河内分室教育課 セイモアカップ実行委員会補助金 事業費 ｾｲﾓｱｶｯﾌﾟ実行委員会 73 375 概算払

227 河内支所産業建設課 特産振興会補助金 団体助成 白山麓特産振興会 140 140 概算払

228 河内支所産業建設課 民芸品振興会補助金 団体助成 河内民芸品振興会 60 60 概算払

229 河内支所産業建設課 河内千丈温泉清流祭り事業補助金 事業費 河内千丈温泉清流祭り実行委員会 1,900 1,700 概算払

230 河内支所産業建設課 河内ふじ祭り事業補助金 事業費 河内ふじ祭り実行委員会 2,470 2,200 概算払

231 河内支所産業建設課 観光物産協会事業補助金 団体助成 河内観光協会 133 133 概算払

232 吉野谷分室教育課 吉野谷文化協会活動費補助金 団体運営費 吉野谷文化協会 336 336 概算払

233-1 吉野谷支所産業建設課
森林整備事業補助金
（流域公益保全林整備事業）

事業費 かが森林組合 4 0 通常払

233-2 吉野谷支所産業建設課
森林整備事業補助金
（流域育成林整備事業）

事業費 ㈱白峰産業 534 0 通常払

234 吉野谷支所産業建設課 観光協会補助金 団体助成 白山吉野谷観光協会 170 170 通常払

235 鳥越分室教育課 鳥越文化協会活動費補助金 団体運営費 鳥越文化協会 500 500 概算払

236 鳥越分室教育課 白山市指定文化財保護助成金 事業費 助成金交付申請者 140 140 概算払

237 鳥越分室教育課 ジュニアアルペン大会開催補助金 事業費 鳥越ｼﾞｭﾆｱｽｷｰ大会事務局 0 50 通常払

238 鳥越支所市民福祉課 合併処理浄化槽設置補助金 建設的事業費 個人 0 2,675 通常払

239 鳥越支所産業建設課 土づくり推進事業補助金 事業費 鳥越有機生産組合 284 425 通常払

240 鳥越支所産業建設課 鳥越新そばまつり事業補助金 事業費 鳥越そばまつり実行委員会 850 750 通常払

241 鳥越支所産業建設課 鳥越そば花まつり事業補助金 事業費 鳥越そば花まつり実行委員会 850 750 通常払

242 鳥越支所産業建設課 農業近代化資金利子補給事業 利子補給金 個人、組合 105 65 通常払
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243 鳥越支所産業建設課 そば生産向上対策事業補助金 事業費 白山農業協同組合 1,559 1,600 通常払

244 鳥越支所産業建設課 白山商工会補助金 団体助成 白山商工会 16,700 14,000 概算払

245 鳥越支所産業建設課 ボート免許受講助成金 事業費 白山商工会 0 0 通常払

246 鳥越支所産業建設課 鳥越一向一揆まつり事業補助金 事業費 鳥越一向一揆まつり実行委員会 7,220 6,500 前払金

247 鳥越支所産業建設課 観光物産協会補助金 団体助成 鳥越観光物産協会 95 95 概算払

248 鳥越支所産業建設課 道路愛護活動補助金 事業費 町会 1,310 1,310 通常払

249-1 鳥越支所産業建設課 河川愛護活動補助金 事業費 町会 190 175 通常払

249-2 鳥越支所産業建設課 河川愛護活動補助金 事業費 大日川友釣り同好会 30 30 通常払

250 鳥越支所産業建設課 大日川清流フェスティバル事業補助金 事業費 大日川友釣り同好会 700 600 通常払

251 鳥越支所産業建設課 排水溝整備事業補助金 建設的事業費 申請町内会 0 640 通常払

252 尾口分室教育課 尾口文化協会活動事業補助金 団体運営費 尾口文化協会 1,083 1,083 概算払

253 尾口分室教育課 でくまわし保存会補助金 事業費 東二口文弥人形浄瑠璃保存会 450 450 通常払

254 尾口分室教育課 尾口少年剣道教室補助金 団体助成 尾口少年剣道教室 65 60 概算払

255 尾口分室教育課 尾口ゲートボール協会補助金 団体助成 尾口ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ協会 83 80 概算払

256 尾口支所産業建設課 一里野温泉観光協会補助金 団体助成 一里野温泉観光協会 330 330 通常払

257 白峰支所産業建設課 白山まつり事業補助金 事業費 白山まつり実行委員会 3,420 3,100 概算払

258 白峰支所産業建設課 雪だるままつり事業補助金 事業費 雪だるま実行委員会 475 430 概算払

259 白峰支所産業建設課 観光協会主催事業補助金 団体助成 白峰観光協会 285 3,285 分割払

260 白峰支所産業建設課 道路愛護活動補助金 事業費 町内会（白峰区・桑島区） 48 48 通常払

261 白峰分室教育課 牛首紬技術保存会補助金 団体助成 牛首紬技術保存会 200 200 概算払

262 白峰分室教育課 ライン博士顕彰会補助金 団体助成 ライン博士顕彰会 300 200 概算払

263 白峰分室教育課 文化協会等活動費補助金 団体運営費 白峰民謡保存会他 265 265 概算払

264 白峰分室教育課 (財)白山文化保存顕彰会補助金 団体助成 (財)白山文化保存顕彰会 3,000 0 通常払

1,609,882 1,356,873合 計


