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局　別　集　計　表

事業 運営 運営・事業 計

13 2 1 16

5 0 0 5

8 2 0 10

41 7 2 50

80 13 1 94

35 2 3 40

6 3 0 9

13 0 0 13

8 0 0 8

0 1 0 1

10 2 2 14

219 32 9 260

※注釈

5,332,453,844 6,062,354,476 729,900,632合計

表中の「事務事業評価報告書のページ」欄には、『令和４年度事務事業評価結果報告書』において、
該当する補助金が所属しているページ番号を示しています。
（Ⅰ）…政策局、総務局、消防局
（Ⅱ）…市民局、産業文化局、環境局
（Ⅲ）…健康福祉局
（Ⅳ）…こども支援局、教育委員会
（Ⅴ）…都市局、土木局

126,486,010 172,684,551 46,198,541

16,408,175

81,219,842

増減額
（円）

局名
令和２年度決算額

（円）
令和３年度決算額

（円）

件数

3,119,300,852 812,802,253

△ 1,879,665

30,231,615

186,164,245924,348,372

39,403,694

土木局

こども支援局

都市局

環境局

3,541,374

738,184,127

2,306,498,599

26,969,995

総務局

市民局

産業文化局

41,940,408

政策局

健康福祉局

18,287,840

50,988,227

2,020,000

23,326,090

1,591,096

33,294,005

消防局

教育委員会 △ 9,967,915

△ 331,488,2611,984,601,530 1,653,113,269

18,262

△ 70,6333,612,007

26,988,257

△ 2,536,714

428,904



令和４年度補助金一覧表

【政策局】

補助金の名称
コロナ関連
補助事業

種類
R2決算額

(円)
R3決算額

(円)
増減
(円)

増減の主な理由 構成 交付先 補助目的
所属する

事務事業名

事務事業評
価報告書の

ﾍﾟｰｼﾞ

補助開
始年度

所管課 備　　　考

1
一般財団法人西宮市都市
整備公社補助金(派遣職員
分他)

運営 10,840,909 11,056,329 215,420
補助対象職員の人事異動に
よる変更による。

単独
一般財団法人
西宮市都市整備公社

西宮市都市整備公社に派遣した市職員等の人件費を補助するこ
とにより、公社が実施する事務事業の安定的な運営と充実を図
り、もって住民福祉の向上に寄与することを目的としている。 都市整備公社運営調整

事務
(Ⅰ)-20 不明 政策総務課

2
新型コロナ対策子どもの食
サポート事業補助金

✓ 事業 4,003,700 4,300,100 296,400

コロナ禍で継続して事業を実
施できた団体数は減ったもの
の、弁当の配布食数につい
ては増えたため。

単独 子ども食堂運営団体

新型コロナウイルス感染症拡大による学校等の臨時休業に伴
い、十分に食事を摂ることが困難な児童等に対し、子ども食堂が
昼食（弁当）等の無償提供等に要する経費の一部を補助する。

企画調整事務 (Ⅰ)-18 R2 政策総務課

3
西宮市子ども食堂運営支
援事業

事業 334,100 545,800 211,700

コロナ禍による自粛期間が続
く中、事業を継続して実施し
た団体もあり、実施期間が延
びたため。

単独 子ども食堂運営団体

学習支援、地域との交流及び家庭事情等により支援が必要な子
供たちを含む地域の子供たちの居場所づくりを促進するため、子
ども食堂が実施する事業に要する経費の一部を補助する。

企画調整事務 (Ⅰ)-18 R2 政策総務課

4
公益財団法人西宮市国際
交流協会補助金

運営・
事業

14,215,765 14,650,289 434,524 事業費の増による。 単独
公益財団法人
西宮市国際交流協会

西宮市国際交流協会が行う国際交流および国際協力の事業に
補助することにより、世界に開かれた国際性豊かな社会の発展に
寄与することを目的としている。 国際交流協会補助事業 (Ⅰ)-28 H4 秘書課

5
公益財団法人西宮市国際
交流協会補助金(事務局長
分）

運営 5,214,855 5,214,856 1 人件費の増による。 単独
公益財団法人
西宮市国際交流協会

西宮市国際交流協会の人件費を補助することにより、協会が行う
国際交流および国際協力の事業を推進し、世界に開かれた国際
性豊かな社会の発展に寄与することを目的としている。 国際交流協会補助事業 (Ⅰ)-28 H4 秘書課

6
兵庫県弁護士会法律援助
事業補助金

事業 300,000 300,000 0 単独 兵庫県弁護士会

兵庫県弁護士会の法律援助事業に補助することにより、市民に
とって憲法で保障された「基本的人権」や「裁判を受ける権利」を
実質的に保障・確立し、もって市民の福祉と生活の向上に寄与す
ることを目的としている。

市民生活等相談事業 (Ⅰ)-46 H19 市民相談課 平成18年度までは負担金

7
西宮市路線バス停留所に
係る上屋及びベンチ整備費
補助金

事業 0 650,000 650,000
上屋整備箇所数の増によ
る。
（R3：1箇所　R2：0箇所）

単独 阪神バス株式会社

バス事業者が行う停留所上屋の整備にかかる経費（ベンチ等の
付帯施設整備経費を含む）に対し補助金を交付することにより、
公共交通機関を利用する市民の利便性向上を図ることを目的とし
ている。

バス関連助成事業 (Ⅰ)-52 S62 交通政策課

8
西宮市バス利用促進対策
事業補助金（ノンステップバ
ス導入事業）

事業 0 0 0
国・県
負担
有

-

バス事業者が行うノンステップバス導入に対して、国・県・市の協
調補助を行うことにより、高齢者、障がいのある人等の公共交通
機関を利用した移動の利便性及び安全性の向上の促進を図るこ
とを目的としている。

バス関連助成事業 (Ⅰ)-52 H11 交通政策課 国・県・市の協調補助

9
西宮市バス利用促進対策
事業補助金（バスロケー
ションシステム支援事業）

事業 0 0 0
国負
担有

-

バス事業者が行うバスロケーションシステム導入に対して、国・市
の協調補助を行うことにより、公共交通機関を利用した移動の利
便性向上の促進を図ることを目的としている。 バス関連助成事業 (Ⅰ)-52 Ｈ28 交通政策課 国・市の協調補助

10
西宮市コミュニティ交通検
討事業に係る試験運行等
補助金

事業 0 0 0 単独 -

地域住民が生活移動手段の確保を目的として主体的に取り組む
乗合交通（コミュニティ交通）の試験的な運行に対する支援を目的
として、運行損失等の補助を行っている。 バス関連助成事業 (Ⅰ)-52 H25 交通政策課

11 西宮市バス事業助成金 事業 41,784,524 100,853,741 59,069,217
車両購入費への助成金の交
付による。

単独 阪急バス株式会社

山口地域と南部地域を直接連絡するバス事業の維持を図り、地
域から公立高校等への通学利便性の確保、高齢者等移動制約
者の外出機会の増加等を目的としている。 バス関連助成事業 (Ⅰ)-52 H20 交通政策課

12
西宮市コミュニティ交通支
援事業助成金

事業 1,150,000 217,000 △933,000
運行事業者への国補助金の
増による。

単独 「ぐるっと生瀬」運行協議会

地域住民が生活移動手段の確保を目的として主体的に取り組む
乗合交通（コミュニティ交通）の本格運行に対する支援を目的とし
て、運行損失等の助成を行なっている。 バス関連助成事業 (Ⅰ)-52 H27 交通政策課

13
路線バス運行継続支援奨
励金

✓ 事業 47,040,000 31,500,000 △15,540,000 奨励金単価の減による。
国負
担有

・阪急バス株式会社
・阪神バス株式会社
・みなと観光バス株式会社

路線バス車内における密集・密接を避けるため、利用者数が減少
しても運行便数を減少させることなく、利用者数に対して余裕を
持った便数での運行を継続したことに対して奨励金を交付する。 交通計画等関係事務 (Ⅰ)-54 R2 交通政策課 令和３年度末廃止。

1



令和４年度補助金一覧表

【政策局】

補助金の名称
コロナ関連
補助事業

種類
R2決算額

(円)
R3決算額

(円)
増減
(円)

増減の主な理由 構成 交付先 補助目的
所属する

事務事業名

事務事業評
価報告書の

ﾍﾟｰｼﾞ

補助開
始年度

所管課 備　　　考

14
西宮市都市景観形成助成
金

事業 1,301,157 2,975,436 1,674,279
申請件数の増による。
R2: 4件
R3: 5件

単独

・夙川カトリック教会
・芝辻邸
・西口邸
・山本清記念財団

市内に残る景観的価値の高い古民家や近代建築物等を都市景
観形成建築物等として指定し、その所有者からの申請により、維
持・補修にかかる経費の一部を補助することにより、保存・再生を
図り、良好な景観形成を目指すことを目的としている。 都市景観関係事務 (Ⅰ)-56 H2

都市デザイ
ン課

15 まちづくり活動助成金 事業 301,000 421,000 120,000
申請件数の増による。
R2： 2件
R3： 3件

単独

・甲陽園目神山地区まちづく
り 協議会
・門戸荘地区まちづくり協議
会
・港のまちハーバーアベ
ニュー自治会

まちづくり計画案等を立案する住民団体から申請があった場合、
助成することにより、市民による自主的なまちづくりを推進するこ
とを目的としている。

まちづくり支援事業 (Ⅰ)-60 H１
都市デザイ
ン課

16
古民家活用支援事業補助
金

事業 0 0 0
県負
担有

－

古民家を地域資源として再生し、定住促進や活性化につなげるこ
とにより、伝統的木造建築の維持・継承とまちなみ景観の維持・
保全を図ることを目的とする。 まちづくり支援事業 (Ⅰ)-60 Ｈ29

都市デザイ
ン課

126,486,010 172,684,551 46,198,541計
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令和４年度補助金一覧表

【総務局】

補助金の名称
コロナ関連
補助事業

種類
R2決算額

(円)
R3決算額

(円)
増減
(円)

増減の主な理由 構成 交付先 補助目的
所属する

事務事業名

事務事業評
価報告書の

ﾍﾟｰｼﾞ

補助開
始年度

所管課 備　　　考

1 研修等助成金 事業 2,285,400 1,095,200 △ 1,190,200
建築基準適合判定資格者及
び一級建築士登録助成等の
助成数減

単独 市職員（一般職員）

職員が時間外に行う自己啓発の取り組みに対して、費用の全額
又は一部を助成することにより、職員の自己啓発の意欲を高め、
複雑・多様化する行政需要に対応できる能力の向上を図り、もっ
て市政に還元することを目的とする。

職員研修事務 (Ⅰ)-110 H28 研修厚生課

2
職員自治振興会事業補助
金

事業 11,464,000 10,795,000 △669,000 光熱水費・委託費の減 単独
一般財団法人西宮市職員自
治振興会

西宮市職員会館及び東館に係る会館運営事業に補助することに
より、事業の安定的な運営と充実を図り、もって西宮市行政の推
進と地方自治の振興、さらに西宮市職員の福利の増進に寄与す
ることを目的とする。

職員自治振興会補助事
業

(Ⅰ)-112 S58 研修厚生課
決算額には上下水道（上水、
工業用水、下水）、病院の企
業会計を含む。

3
会計年度任用職員互助会
補助金

事業 4,405,000 4,352,000 △ 53,000 互助会員の減 単独
西宮市会計年度任用職員互
助会

西宮市会計年度任用職員互助会が実施する事業の経費につい
て補助することで、互助会の安定的な運営と充実を図り、もって互
助会会員の福利の増進、元気回復による公務能率の向上、さら
に西宮市の行政の推進に寄与することを目的とする。

会計年度任用職員互助
会補助事業

(Ⅰ)-114 H12 研修厚生課

4
西宮市自主防災会等リー
ダー育成補助金

事業 62,640 113,175 50,535
交付対象となる講座受講者
が増加したため。

単独
7名
（ひょうご防災リーダー講座
等受講者）

市内の自主防災会、自治会、もしくは各種学校に所属し地域の防
災活動を積極的に推進する意志を有する者が、防災士の資格取
得を前提とした教育課程を受講する場合に、それに掛かる費用に
対して予算の範囲内で補助金を交付することにより、優れた防災
スキルを有する自主防災会等のリーダーを育成するとともに、もっ
て地域防災力の向上に資することを目的とする。

防災啓発事業 (Ⅰ)-88 Ｈ29
地域防災支
援課

5
西宮市地域避難支援制度
支援者保険料補助金

事業 70,800 52,800 △ 18,000

新型コロナウイルス感染症拡
大により、避難支援団体の活
動（訓練含む）が実質的に休
止している団体が多かったこ
とから、補助金の給付条件と
なる個別避難計画の作成が
進まず、申請数が減少した。

単独 避難支援団体の代表者

避難支援に伴う傷害等を補償する兵庫県ボランティア・市民活動
災害共済の天災危険補償プランに掛かる費用について予算の範
囲内で補助金を交付することにより、既存の避難支援団体、もしく
は新規登録を検討する地域の負担軽減を図ることを目的とする。

防災啓発事業 (Ⅰ)-88 H31
地域防災支
援課

18,287,840 16,408,175 △1,879,665計
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令和４年度補助金一覧表

【市民局】

補助金の名称
コロナ関連
補助事業

種類
R2決算額

(円)
R3決算額

(円)
増減
(円)

増減の主な理由 構成 交付先 補助目的
所属する

事務事業名

事務事業評
価報告書の

ﾍﾟｰｼﾞ

補助開
始年度

所管課 備　　　考

1
西宮コミュニティ協会補助
金

事業 27,739,195 50,900,000 23,160,805

年6回発行予定の地域情報
誌について、R2はコロナの影
響により3回休刊したが、R3
は計画どおり全6回発行した
ため。

単独 西宮コミュニティ協会

全市的組織として設立された西宮コミュニティ協会の主体事業で
ある地域情報誌の発行に要する経費の一部を補助している。この
事業を補助することにより、住民による豊かな人間性あふれる地
域社会の創造の促進を図ることを目的としている。 コミュニティ推進事業 (Ⅱ)-44 H18

市民協働推
進課

2
西宮市青少年地域活性化
支援事業補助金

事業 0 100,000 100,000
コロナの影響により、R2は申
請なし、R3は申請があったた
め。

単独 青葉台青年団他１団体

市内において地域に根ざした活動を行う青少年層により組織され
た団体が行う、地域への貢献や活性化に寄与する事業を支援す
ることにより、次世代の担い手を育成し、もってコミュニティ活動の
推進及び地域の活性化を図ることを目的としている。

コミュニティ推進事業 (Ⅱ)-44 H21
市民協働推
進課

毎年度交付先を決定

3
にしのみや市民祭り協議会
補助金

事業 189,032 8,712,842 8,523,810

コロナの影響により、R2の市
民祭りは開催中止、R3は開
催したため（※オンライン開
催）。

単独 にしのみや市民祭り協議会

にしのみや市民祭り協議会が開催する「にしのみや市民祭り」に
要する経費の一部を補助することにより、わがまち西宮への郷土
愛を育て、市民の生活文化の向上と産業の活性化を図ることを目
的としている。

市民祭り補助事業 (Ⅱ)-46 S54
市民協働推
進課

4 協働事業助成金 事業 780,000 974,000 194,000
事業実施件数が増加したた
め。

単独
特定非営利活動法人なごみ
他５団体

西宮市参画と協働の推進に関する条例第15条に規定する協働事
業提案手続による協働事業に助成することにより、市民等と市の
協働のまちづくりを推進することなどを目的としている。 参画・協働推進事業 (Ⅱ)-42 H21

市民協働推
進課

毎年度交付先を選定

5
西宮市地域コミュニティ集
会施設整備助成

事業 6,000,000 6,000,000 0 単独
自治会等（地方自治法第260
条の２で定める認可地縁団
体）

地域住民の交流の場やコミュニティ活動などの拠点確保を推進
し、地域力の向上を目指すことを目的としている。

地域コミュニティ集会施設
整備補助事業

(Ⅱ)-60 S62
地域コミュニ
ティ推進課

6 防犯協会補助金 事業 5,275,000 5,275,000 0 単独
西宮防犯協会
甲子園防犯協会

西宮防犯協会及び甲子園防犯協会が実施している防犯啓発活
動などの事業等を支援することにより、市民の防犯意識向上を図
るとともに、安全・安心なまちづくりを推進することを目的としてい
る。

地域防犯事業 (Ⅱ)-68 S30年代 地域防犯課

7
西宮市福祉医療費助成制
度実施協力補助金

運営 6,180,000 4,120,000 △ 2,060,000
令和3年度末での制度廃止
に向けて、段階的に補助額を
減額していたため。

単独 西宮医療連盟

西宮市福祉医療費助成制度の、円滑かつ効果的な運営を図るこ
とを目的として、西宮医療連盟が行っている医療機関等及び市民
に対しての制度周知等の経費や、制度改正に伴う事務協力等の
経費の一部を補助している。

医療費助成事業 (Ⅱ)-82 S47 医療年金課 令和３年度末廃止。

8
原水爆禁止西宮市協議会
補助金

事業 0 0 0 単独 原水爆禁止西宮市協議会

原水爆を禁止し、人類共存の世界平和を実現するための運動を
行うことを目的とする原水爆禁止西宮市協議会が実施する平和
実現のための事業に対して補助することで、恒久平和の実現に
寄与することを目的としている。

平和施策推進事業 (Ⅱ)-98 不明
人権平和推
進課

令和2年度・令和3年度は補助
金の請求、支出無。

9 西宮市保護司会補助金 事業 987,000 1,300,000 313,000
令和２年度はコロナ禍で犯罪
予防活動に関する事業の一
部が実施できなかったため。

単独 西宮市保護司会

西宮市保護司会が実施する犯罪予防活動に関する事業について
補助することにより、西宮市保護司会の活動を促進するとともに、
犯罪のない明るい社会を築くことを目的としている。 西宮市保護司会補助等

事業
(Ⅱ)-90 H11

人権平和推
進課

10
西宮市人権・同和教育協議
会補助金

運営 3,838,000 3,838,000 0 単独
西宮市人権･同和教育協議
会

西宮市人権･同和教育協議会が人権教育を推進することを目的と
して行う事業に要する経費の一部を補助し、もって本市教育の維
持充実及び発展に資することを目的としている。 人権教育推進事業 (Ⅱ)-100 S48

人権教育推
進課

50,988,227 81,219,842 30,231,615計
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1
西宮市商工団体補助金（西
宮市地方卸売市場連合会）

事業 3,560,000 1,619,000 △ 1,941,000
年度途中に交付先団体が解
散したため。

単独 西宮市地方卸売市場連合会

西宮市地方卸売市場運営に係る、ゴミ処理費用及び交通整理費
用に係る経費の一部を補助することで、安全かつ健全な運営を確
保することを目的としている。 卸売市場管理運営事業 (Ⅱ)-114 S38 市場施設課 令和３年９月30日廃止。

2
西宮市農業活性化推進対
策事業補助金

事業 13,028,000 12,231,000 △ 797,000
補助申請総額が減少したた
め。

単独 兵庫六甲農業協同組合

産業としての持続的な都市農業の推進、多様な営農と農地の活
用、市民と農家の交流につながる事業に対し、市が助成すること
により、市内農業の活性化に資することを目的としている。 農業振興対策支援事業 (Ⅱ)-120 H6 農政課

3
鳴尾新川筋農業水利対策
事業補助金

事業 142,960 228,610 85,650
補助対象となる水道水の利
用額が増加したため。

単独 鳴尾新川筋水利組合

鳴尾新川の改修工事前から取水していた農家への補償を行い、
鳴尾新川に係る用水期の農業水利を確保することによって農地
を保全することを目的としている。 農業振興対策支援事業 (Ⅱ)-120 S56 農政課

4
西宮市農業振興対策事業
補助金

事業 1,455,000 1,494,000 39,000
県随伴補助金が増額された
ことに伴う市補助金の増。

県負
担有

西宮市都市農業推進協議
会、西宮市地域農業再生協
議会

市内の農業団体が実施する事業に要する経費の一部を補助する
ことにより、市内農業の振興を図ることを目的としている。

農業振興対策支援事業 (Ⅱ)-120 H18 農政課

この補助金の対象となる事業
は３つあり、内２つは市単独負
担事業であるが、１つは県負
担有の事業である。

5
西宮市環境保全型農業直
接支払事業補助金

事業 78,000 72,000 △ 6,000
補助対象面積が減少したた
め。

県負
担有

農家１名

農業分野においても地球温暖化防止、生物多様性保全に取組む
必要があるので、環境保全に効果の高い営農活動に取組む農家
を支援することを目的としている。 農業振興対策支援事業 (Ⅱ)-120 H25 農政課

負担割合は、国1/2、県1/4、
市1/4

6
西宮市農業制度資金利子
補給事業補助金

事業 5,955 1,917 △ 4,038
貸付残高の減少に伴う利子
補給額の減。

県負
担有

農家１名

融資機関が農業者に融資する農業制度資金について、その貸付
利子の一部を補給することにより、農業生産の基盤整備、営農活
動の支援、農村の活性化及び都市と農村との間の交流を促進す
ることを目的としている。

農業振興対策支援事業 (Ⅱ)-120 H25 農政課

7
西宮市多面的機能支払事
業補助金

事業 518,800 478,600 △ 40,200
補助対象面積が減少したた
め。

県負
担有

甲東・高木地域資源保全会

農業の有する多面的機能の発揮を図るための地域の共同活動に
係る支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進することを目
的としている。 農業施設維持管理事業 (Ⅱ)-122 H27 農政課

負担割合は、国1/2、県1/4、
市1/4

8
西宮市市民農園開設支援
事業補助金

事業 0 500,000 500,000
１法人について、新規申請が
あったため。

単独 個人（農家）・法人

市民が土に親しむ機会を設け、農作業を通して農業に対する理
解と認識を深めることで、健康でゆとりある市民生活を営むことを
目的とした市民農園の設置を促進することを目的としている。 農業体験推進事業 (Ⅱ)-118 R2 農政課

9
西宮市消費者団体連絡会
補助金

事業 0 89,139 89,139

令和2年度は新型コロナウイ
ルス感染症の影響によりす
べての事業が中止となった
が、令和3年度は一部の事業
を実施したため。

単独 西宮市消費者団体連絡会

市民に対する消費者啓発事業を通じて、市民の消費生活の安定
と向上に資することを目的としている。

消費者教育・啓発事業 (Ⅱ)-132 H12
消費生活セ
ンター

10
産学官連携による食関連産
品開発等支援事業

事業 0 0 0 単独 －

本市の強みである飲食料品関連産業及び食関連産品について、
市内中小企業と大学等との連携により取り組む、販路拡大を見据
えた商品開発等事業経費を補助することにより、市内産業の稼ぐ
力を高め、競争力強化を図る。

産業育成等事業 (Ⅱ)-142 Ｈ28 商工課

11
西宮市中小企業相談所事
業補助金

事業 11,000,000 9,850,000 △ 1,150,000
兵庫県商工会議所連合会補
助金による事業負担額の減
額によるもの。

単独 西宮商工会議所

市内の商工業の振興と安定を図るため、西宮商工会議所が実施
する事業費の一部を補助することで、市経済の健全な発展に寄
与することを目的としている。 産業育成等事業 (Ⅱ)-142 Ｈ29 商工課

12
西宮市商業団体活性化事
業補助金

事業 6,750,000 6,617,000 △ 133,000
各補助メニューの採択件数
及び金額の増減による。

単独
夙川グリーンタウン商店街振
興組合
他18団体

市内の商業団体等が振興のために実施する各種事業に要する
経費の一部を補助することにより地域商業の発展を図る。

地域商業活性化対策事
業

(Ⅱ)-138 S47 商工課

13
西宮市ホームページ製作経
費補助金

事業 377,000 704,000 327,000 採択件数の増加による。 単独
(株)伝像ラボ
他14事業者

市内中小企業・小規模事業者がインターネットを活用して自社の
活動をＰＲし、取引拡大、顧客の創出に資するＨＰを作製するため
の経費の一部を補助する。 地域商業活性化対策事

業
(Ⅱ)-138 H31 商工課
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14
地域商店街等活力向上事
業補助金

事業 1,000,000 0 △ 1,000,000 予算措置していないため。 単独 －

市内の商店街・小売市場等が活性化のために実施する新規性や
創意工夫が認められる事業の企画立案を促すことで、団体の主
体的な活動姿勢の構築を目指し、また、当該事業の実施を支援
することで、商店街の来場者数や営業店舗数、個店の売上高の
増加を図る。

地域商業活性化対策事
業

(Ⅱ)-138 H22 商工課

15
西宮市住宅リフォーム助成
金

✓ 事業 11,598,000 10,832,000 △ 766,000

募集人数の差による申請人
数の差。（募集人数　R2-150
名　R3-120名／申請人数
R2-133名　R3-116名)

単独 個人116名

市内業者を利用して住宅リフォームを行う場合に、その経費の一
部を助成することにより、市内産業の活性化と市民の生活環境の
向上を図る。 産業育成等事業 (Ⅱ)-142 Ｈ24 商工課

16
西宮市省エネ設備導入支
援補助金

事業 0 0 0

令和2年度は補助金を利用
する事業者が無く決算額が0
円、令和3年度は事業の廃止
に伴い決算額は0円である。

単独 －

市内中小企業が省エネ診断などで提案を受けた設備を導入する
場合、その経費の一部を補助することでエネルギーコストの削減
等を図る。 産業育成等事業 (Ⅱ)-142 Ｈ25 商工課 令和３年度末廃止。

17
西宮市企業立地促進条例
に定める奨励金

事業 14,301,000 15,381,000 1,080,000
奨励金の新規交付事業者の
１件増加によるもの。

単独 (株)高山堂　他４社

市内において事業所の新設等をする事業者に対し奨励金を交付
することにより企業の立地を促進し、本市産業の活性化及び雇用
機会の拡大を図り、もって地域経済の発展及び市民生活の向上
に寄与することを目的とする。

企業立地関係事業 (Ⅱ)-144 H27 商工課
事業者指定を行なった2年後
に奨励金を交付する。

18
西宮市中小企業融資利子
補給金

✓ 事業 902,836 815,818 △ 87,018
利子補給金の交付対象者が
支払った利子額の減。

単独 市内中小企業者等36件

西宮市中小企業融資制度の対象要件を満たす事業者で、新型コ
ロナウイルス感染症の流行により影響を受け、申請月の最近１ヶ
月間の売上高等が前年同期に比べて５％以上減少している事業
者に対し、資金繰りを支援するため、市が利子補給および信用保
証料の負担を行う。

中小企業融資あっせん事
業

(Ⅱ)-140 R2 商工課

19
西宮市個人事業主への店
舗賃料支援金

✓ 事業 197,763,718 △ 197,763,718 事業終了による皆減。 単独 －

新型コロナウイルス感染症拡大に対する緊急経済対策として、売
上が 減少している市内に店舗を賃借する個人事業者に対して、
事業の継続を支えるため、店舗の賃借料支払いに使える支援金
を給付。

地域商業活性化対策事
業

(Ⅱ)-138 R2 商工課 令和２年度末廃止。

20
感染症拡大等による商業団
体活動継続補助金

✓ 事業 17,981,877 64,987,900 47,006,023
一団体あたりの交付額を引
き上げたため。

単独
西宮中央商店街振興組合
他49団体

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた地域商業団体等の事
業活動を継続させるために必要な防犯灯やアーケード等の光熱
水費、その他団体活動の維持や、新型コロナウイルス対策のた
めに新たに必要となったマスク、消毒液等の購入経費の補助する
ことにより、地域商業団体の事業活動の維持を図る。

地域商業活性化対策事
業

(Ⅱ)-138 R2 商工課

21
感染症拡大等による外出自
粛推進補助金

✓ 事業 13,824,092 △ 13,824,092 事業終了による皆減。 単独 －

市内の商店街・小売市場及びその他商業団体または情報発信事
業者が宅配・テイクアウト等の新型コロナウイルス感染症拡大防
止のために実施する事業に要する経費（宅配・テイクアウト等の
促進に係る広告宣伝費、委託費、レンタル・リース料等）を補助す
ることにより、市民の外出自粛の推奨と商業の振興を図る

地域商業活性化対策事
業

(Ⅱ)-138 R2 商工課 令和２年度末廃止。

22
西宮市商店街お買い物券・
ポイントシール事業補助金

✓ 事業 61,873,520 107,243,764 45,370,244
事業の実施団体が増加した
ため。

県負
担有

ＪＲ甲子園口ほんわか商店
街
他９団体

新型コロナウイルス感染症による地域商業のダメージを回復する
ため、商店街等が取り組む期間限定のプレミアムつきお買い物
券・ポイントシール事業に係る経費を補助し、消費喚起と地域商
業の活性化を図る。

地域商業活性化対策事
業

(Ⅱ)-138 R2 商工課

23
西宮ブランド発信事業補助
金

事業 297,000 742,055 445,055

令和2年度は実行委員会主
催のイベントを開催していな
かったが、令和３年度は主催
イベントを実施したことによる
補助対象事業費の増加によ
るもの。

単独
西宮洋菓子ブランド発信事
業実行委員会 他1団体

食分野における観光資源を「西宮ブランド」として広く内外に発信
し、「食のまち」である本市の魅力を向上させることによって、本市
の都市型観光の推進、地域の活性化及び産業の振興を図る。

産業育成等事業 (Ⅱ)-142 R2 商工課

24
西宮市起業家支援センター
整備事業補助金

事業 0 100,000,000 100,000,000
整備事業が令和3年度にあっ
たため。（R2→R3繰越事業）

国・県
負担
有

西宮商工会議所

地域の活力再生と賑わいの創出に資するため、起業支援や中
小・小規模事業者の情報集約拠点、多様な事業者間の交流拠点
となる「起業家支援センター」の整備を図る。 起業家支援センター整備

事業
(Ⅱ)-148 R2 商工課 令和３年度末廃止。

25 西宮市一時支援金事業 ✓ 事業 95,700,000 95,700,000 令和3年度開始事業のため。 単独 市内中小企業者等957件

飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を
受け、売上が減少した中小・小規模事業者等に対して西宮市独
自の一時支援金を給付する。 地域商業活性化対策事

業
(Ⅱ)-138 R3 商工課 令和３年度末廃止。
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令和４年度補助金一覧表

【産業文化局】
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補助開
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26
西宮市中小事業者応援給
付金事業

✓ 事業 174,900,000 174,900,000 令和3年度開始事業のため。 単独 市内中小企業者等1,290件

経済産業省の月次支援金及び県の休業要請等に係る協力金の
給付を受けることができない中小・小規模事業者に対し市独自の
給付金により支援する。 地域商業活性化対策事

業
(Ⅱ)-138 R3 商工課 令和３年度末廃止。

27 西宮観光協会補助金 運営 33,042,863 29,411,325 △ 3,631,538 事業費の減によるため。 単独 西宮観光協会

西宮観光協会に対し、運営経費の一部を補助することにより、観
光協会の安定的な運営と実施事業の充実を図り、もって本市観
光行政の発展に寄与することを目的としている。 都市ブランド発信事業 (Ⅱ)-150 S29

都市ブラン
ド発信課

28
西宮酒ぐらルネサンスと食
フェア事業補助金

事業 0 1,040,000 1,040,000
R2年度は新型コロナウイル
ス感染症の影響により補助
申請がなかったため。

単独
西宮酒ぐらルネサンスと食
フェア実行委員会

西宮の日本酒の伝統文化・食文化の発信と食産業の振興・観光
振興を目的として、酒造界等の産業界が中心となって実施するイ
ベント事業（西宮酒ぐらルネサンスと食フェア）に要する経費の一
部を補助することにより、本市の観光振興及び地場産業の活性
化を図ることを目的としている。

都市ブランド発信事業 (Ⅱ)-150 H11
都市ブラン
ド発信課

29
西宮日本酒振興連絡会補
助金

事業 2,555,000 2,422,835 △ 132,165 事業費の減によるため。 単独 西宮日本酒振興連絡会

西宮市の地場産品である日本酒による乾杯の習慣を広めること
により、酒文化を全国に発信するとともに、日本酒のイメージ向上
や販路拡大を図り、西宮の経済を活性化することを目的としてい
る。

都市ブランド発信事業 (Ⅱ)-150 H25
都市ブラン
ド発信課

30 西宮市商工団体補助金 事業 194,000 194,000 0 単独
・西宮酒造家十日会
・名塩製紙振興会

市の地場産業である酒造業、手漉和紙製紙業の振興を図ること
を目的とする。

都市ブランド発信事業 (Ⅱ)-150 S35
都市ブラン
ド発信課

31
酒蔵巡りバスツアー支援事
業

✓ 事業 0 0
国負
担有

－

新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けている市内宿泊
事業者が、令和2年度日本遺産認定された『「伊丹諸白」と「灘の
生一本」下り酒が生んだ銘醸地、伊丹と灘五郷』の認知度向上に
資する宿泊または食事プランを造成した場合に補助金を交付す
る。

都市ブランド発信事業 (Ⅱ)-150 R2
都市ブラン
ド発信課

令和２年度末廃止。

32 宿泊施設等利用促進事業 ✓ 事業 0 0
国負
担有

－

新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けている市内の酒
蔵関連施設への誘客促進と、令和2年度日本遺産認定された
『「伊丹諸白」と「灘の生一本」　下り酒が生んだ銘醸地、伊丹と灘
五郷』の認知度向上を目的に、旅行事業者が造成する団体旅行
に対して補助金を交付する。

都市ブランド発信事業 (Ⅱ)-150 R2
都市ブラン
ド発信課

令和２年度末廃止。

33
西宮労働者福祉協議会補
助金

事業 3,816,000 3,816,000 0 単独 西宮労働者福祉協議会

市内の労働団体で構成される西宮労働者福祉協議会が行う勤労
福祉事業に対し補助金を交付することにより、勤労者福祉の向上
を図ることを目的としている。 勤労者福祉事業 (Ⅱ)-152 S57 労政課

34 西宮市障害者雇用奨励金 事業 1,650,000 1,760,000 110,000 申請件数の増。 単独
障害者を継続して雇用する
労働者として雇い入れた事
業主

障害者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対
し、予算の範囲内において障害者雇用奨励金を交付することによ
り、障害者の長期雇用の促進を図ることを目的としている。 勤労者福祉事業 (Ⅱ)-152 H20 労政課

35
西宮市高年齢者就業機会
確保事業補助金

運営 31,375,633 31,375,633 0 単独
公益社団法人西宮市シル
バー人材センター

公益社団法人西宮市シルバー人材センターが行う高年齢者の就
業機会を提供する事業に要する経費の一部を補助金として交付
することにより、高年齢者の福祉の増進と地域社会の活性化に寄
与することを目的としている。

西宮市シルバー人材セン
ター補助事業

(Ⅱ)-154 H6 労政課

36
公益財団法人西宮市文化
振興財団補助金

✓
運営・
事業

62,024,044 42,900,000 △ 19,124,044
コロナ関連支援等事業の終
了による減

単独
公益財団法人
西宮市文化振興財団

西宮市文化振興財団が行う事業に要する経費について補助する
ことにより、優れた芸術、文化を地域住民の鑑賞に供するととも
に、芸術文化活動の振興を図り、もって地域の芸術文化の向上に
寄与することを目的としている。

文化振興財団補助事業 (Ⅱ)-162 S63 文化振興課

37
公益財団法人西宮市文化
振興財団補助金(派遣職員
分他)

運営 11,862,945 10,000,941 △ 1,862,004
理事長の勤務条件変更によ
る減

単独
公益財団法人
西宮市文化振興財団

文化事業を促進、実施する西宮市文化振興財団の派遣職員と役
員に関する人件費を補助することにより、文化振興を図り、地域
の芸術文化の向上に寄与することを目的としている。 文化振興財団補助事業 (Ⅱ)-162 H12 文化振興課

38
大谷記念美術館運営補助
金

運営・
事業

154,378,512 130,000,000 △ 24,378,512
経営改善を目的とした事業
費等の見直しによる減

単独
公益財団法人
西宮市大谷記念美術館

西宮市大谷記念美術館が行う芸術文化事業等に要する経費につ
いて補助することにより、芸術文化事業等の促進を図るとともに、
地域の芸術文化の向上に寄与することを目的としている。 大谷記念美術館補助事

業
(Ⅱ)-166 S47 文化振興課
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39
大谷記念美術館改修補助
金

運営 40,150,000 37,400,000 △ 2,750,000
当該年度に計画している対
象工事が異なるため

単独
公益財団法人
西宮市大谷記念美術館

西宮市大谷記念美術館が行う施設改修工事等に要する経費につ
いて補助することにより、同美術館が安定的な管理運営と収蔵美
術品の保存等を図り、市民の芸術文化の振興に資することを目
的とする。

大谷記念美術館改修補
助事業

(Ⅱ)-180 H25 文化振興課

40
西宮市文化芸術施設の活
動継続支援事業

✓ 事業 7,643,071 △ 7,643,071
コロナ関連補助事業として単
年度で実施した事業であるた
め。

単独
市内民間文化芸術施設
（27施設）

市内の民間文化芸術施設の運営者に対して、アーティスト等の活
動の場として事業の継続を支えるため、映像を活用した発信事業
にかかる経費を補助する。 文化芸術振興事業 (Ⅱ)-164 R2 文化振興課 令和２年度末廃止。

41
西宮市文化芸術施設使用
料補助金

✓ 事業 773,225 △ 773,225
コロナ関連補助事業として単
年度で実施した事業であるた
め。

単独 個人39名

アーティストの動画配信による活動継続を支援し、市民が文化芸
術にふれる機会を提供するため、アーティストに対し、動画作成に
かかる文化芸術施設の使用料を補助する。 文化芸術振興事業 (Ⅱ)-164 R2 文化振興課 令和２年度末廃止。

42
民間文化施設における新型
コロナウイルス感染症対策
費補助金

✓ 運営 390,000 △ 390,000
コロナ関連補助事業として単
年度で実施した事業であるた
め。

単独 市内民間文化施設（2施設）

新型コロナウイルス感染症の影響が拡大する中、市内の劇場等
や博物館に対し、施設が感染症拡大予防策を実施するにあたっ
て必要となる経費を補助する。 文化芸術振興事業 (Ⅱ)-164 R2 文化振興課 令和２年度末廃止。

43
芸術文化公演再開緊急支
援事業助成金

✓ 事業 3,286,358 △ 3,286,358
コロナ関連補助事業として単
年度で実施した事業であるた
め。

県負
担有

兵庫県立芸術文化センター

芸術文化センターで実施される文化芸術公演及びそれに伴う練
習に係る施設使用料の半額を施設が減免し、減免相当額を施設
に助成する。（県３／８、市１／８負担） 文化芸術振興事業 (Ⅱ)-164 R2 文化振興課 令和２年度末廃止。

44 スポーツクラブ２１補助金 ✓ 事業 6,094,165 5,094,001 △ 1,000,164

多くのスポーツクラブ２１がス
ポーツの日関連事業を縮小
開催または実施しないことと
した為、減額となった。

国負
担有

各地区スポーツクラブ２１
（40団体）

地域スポーツクラブ（兵庫県が実施する地域スポーツ活動支援事
業に基づき設立された団体、以下「スポーツクラブ２１」という）が
行う下記の事業について、その経費の全部又は一部を補助し、
もって市民の健康増進と地域スポーツの推進を図ることを目的と
する。
① スポーツクラブ２１補助金（事業補助）
スポーツの日関連事業に要する経費及び安心・安全な活動を推
進するための感染症予防対策に要する経費の全部又は一部
② スポーツクラブ２１補助金（備品等補助）
学校体育施設開放事業において使用する備品等に係る経費の一
部

スポーツ推進事業 (Ⅱ)-182 不明
スポーツ推
進課

45
一般財団法人西宮市体育
協会補助金

運営 4,768,000 4,968,000 200,000

令和３年度以降、体育協会
構成団体である西宮市陸上
競技協会が西宮市代表とし
て参加する駅伝大会への交
通手段を現行の市直営（共
用バス・市職員随行）から陸
協主体に移行し、陸協が負
担するバス借上料分につい
て、既存の西宮市体育協会
補助金を増額することによ
り、予算の効率的な組替に
よって市職員の出務減と公
用車の有効利用を促進し、
トータルコストの低減を図っ
たため。

単独
一般財団法人
西宮市体育協会

市民スポーツの推進と競技力の向上を図ることを目的とする一般
財団法人西宮市体育協会の運営経費の一部を補助し、もって本
市スポーツの推進及び発展に資することを目的としている。

スポーツ推進事業 (Ⅱ)-182 不明
スポーツ推
進課

46
西宮市スポーツ振興基金運
用事業補助金

事業 776,679 995,500 218,821

令和２年度は新型コロナウイ
ルス感染症拡大の影響を受
け、一部事業が規模を縮小し
て開催し、補助対象経費が
減額となったため。

単独

・株式会社ジオナ
・西宮市卓球協会
・奥アンツーカ株式会社
・公益財団法人西宮スポー
ツセンター
・特定非営利活動法人アス
ロン
・一般社団法人宮っ子クラブ

西宮市スポーツ振興基金条例第１条の目的（市民スポーツの振
興）を達成するための事業に要する経費の全部又は一部を補助
し、もって本市スポーツの推進及び発展に資することを目的として
いる。

スポーツ推進事業 (Ⅱ)-182 H4
スポーツ推
進課

スポーツ振興基金より充当。

47
にしのみや武庫川ハーフマ
ラソン補助金

事業 0 900,000 900,000
令和２年度は事業を中止した
為交付しなかった。

単独
産経新聞大阪本社サンケイ
スポーツ営業局営業推進部

スポーツに対する市民の関心と理解を深め、スポーツへの市民の
参加を促進するため、当該事業に要する経費の一部を補助し、
もって本市スポーツの推進及び発展に資することを目的とする。 スポーツ推進事業 (Ⅱ)-182 H27

スポーツ推
進課
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48
西宮市指定文化財保存整
備費等補助事業補助金

事業 2,719,080 3,905,540 1,186,460
保存修理（公智神社）に要す
る費用が増加したため。

単独

市指定文化財所有者
・神呪寺
・八幡神社
・公智神社
・永福寺

文化財所有者等が消防法の義務付けによる防災機器や設備の
設置及び点検に要する経費、市指定文化財の保存修理に要する
経費を補助し、もって市指定文化財の適正な保存管理を図り、文
化財保護の充実に資することを目的としている。 文化財保護関係事業 (Ⅱ)-190 不明 文化財課

49
西宮市文化財保存整備費
等補助事業補助金

事業 9,226,794 8,676,794 △ 550,000
保存修理（西宮神社）に要す
る費用が減少したため。

国・県
負担
有

国県指定文化財所有者
・神呪寺
・淨橋寺
・西宮神社

文化財所有者等が消防法の義務付けによる防災機器や設備の
設置及び点検に要する経費、国県指定文化財の保存修理に要す
る経費を補助し、もって国県指定文化財の適正な保存管理のた
めに行われる事業を促進し、文化財保護の充実に資することを目
的としている。

文化財保護関係事業 (Ⅱ)-190 不明 文化財課

50
西宮市大学交流協議会運
営費補助金

運営 5,000,000 5,000,000 0 単独 西宮市大学交流協議会

「カレッジタウン西宮構想」に基づき、市内の大学間及び大学と地
域社会や産業界との交流事業を行うことを目的に設立された西宮
市大学交流協議会の運営費の一部を補助することにより、活力と
うるおいのあるまちづくりに資することを目的としている。 大学交流センター管理運

営事業
(Ⅱ)-204 H13

地域学習推
進課

加盟大学は、学生数に応じて
運営費を負担。大学負担金の
1/2を超えない範囲で、市が
補助金を負担する。

738,184,127 924,348,372 186,164,245計
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令和４年度補助金一覧表

【健康福祉局】
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(円)
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事務事業名

事務事業評
価報告書の

ﾍﾟｰｼﾞ

補助開
始年度

所管課 備　　　考

1
社会福祉法人西宮市社会
福祉協議会補助金(事務局)

運営 77,349,916 81,348,100 3,998,184
補助対象の人件費（給料
等）増のため。

単独
社会福祉法人
西宮市社会福祉協議会

西宮市社会福祉協議会事務局の人件費等の一部を補助してい
る。地域福祉を推進する中心的な団体である社協の健全で安定
した運営及び実施事業の充実を図り、市民福祉の向上に寄与す
ることを目的としている。

社会福祉協議会補助事
業

(Ⅲ)-18 不明 福祉総務課

2
社会福祉法人西宮市社会
福祉協議会補助金(派遣職
員分)

運営 4,256,735 4,362,451 105,716
派遣職員の共済費負担
金増のため。

単独
社会福祉法人
西宮市社会福祉協議会

西宮市社会福祉協議会へ派遣している市職員の人件費を補助し
ている。地域福祉を推進する中心的な団体である社協の健全で
安定した運営及び実施事業の充実を図り、市民福祉の向上に寄
与することを目的としている。

社会福祉協議会補助事
業

(Ⅲ)-18 H12 福祉総務課

3 西波止会館運営補助金 事業 4,142,132 4,005,367 △136,765
補助対象の事務費（修繕
費等）減のため。

単独
社会福祉法人
西宮市社会福祉協議会

西宮市社会福祉協議会所有の西波止会館に係る維持管理経費
や講座開催経費の一部を補助している。地域の福祉活動の拠点
として、地域福祉活動を推進し、市民福祉の向上に寄与すること
を目的としている。

社会福祉協議会補助事
業

(Ⅲ)-18 S60 福祉総務課

4 西宮市遺族会補助金 運営 582,000 582,000 0 単独 西宮市遺族会

西宮市遺族会の運営費の一部を補助することにより、団体が行う
慰霊事業や遺族援護・処遇改善に関する活動を円滑に推進する
ことを目的としている。 戦没者等遺族関係事業 (Ⅲ)-36 S22

地域共生推
進課

5
西宮市原爆被害者の会補
助金

運営 114,000 114,000 0 単独 西宮市原爆被害者の会

西宮市原爆被害者の会の運営費の一部を補助することにより、
団体が行う原水爆禁止運動・被爆体験の語り継ぎ等の平和運動
等の活動を円滑に推進することを目的としている。 戦没者等遺族関係事業 (Ⅲ)-36 S32

地域共生推
進課

6
民生委員・児童委員活動促
進事業補助金

事業 70,617,218 71,310,924 693,706
民生委員・児童委員数の増
加による増

単独
西宮市民生委員・児童委員
会

民生委員活動は地域住民の見守りや生活に関する相談・支援を
行い、必要に応じて行政機関と地域住民とを結ぶ活動を行なって
いることから、地域福祉を進める重要な活動である。本補助金は
これらの活動に要する費用を補助するものである。

民生委員・児童委員活動
推進事業

(Ⅲ)-28 S24
地域共生推
進課

7
地区民生委員・児童委員協
議会活動強化補助金

事業 2,496,000 2,496,000 0 単独
西宮市民生委員・児童委員
会

民生委員協議会が実施する研修会を通じて、民生委員の職務に
関して必要な知識及び技術を習得するとともに、民生委員活動の
円滑な運営を図る。 民生委員・児童委員活動

推進事業
(Ⅲ)-28 H20

地域共生推
進課

8 地域福祉活動補助金 事業 104,768,055 102,142,922 △2,625,133 人件費の減少による減 単独
社会福祉法人
西宮市社会福祉協議会

地域活動の重要な役割を担っている小地域福祉活動の推進を図
るため西宮市社会福祉協議会地域福祉課の職員人件費に対して
補助を行う。 地域福祉活動助成事業 (Ⅲ)-30 S55

地域共生推
進課

9
福祉サービス利用援助事業
補助金

事業 14,204,259 14,940,960 736,701 人件費の増加による増 単独
社会福祉法人
西宮市社会福祉協議会

契約に基づき適切な福祉サービスの利用援助を行う事業で、県
社協の事業を市社協が受託して運営。県社協からの委託料収入
では賄えない部分の人件費を市が補助することにより、判断能力
に不安のある人が自立した地域生活を送れるようにすることを目
的としている。

福祉サービス利用援助事
業補助事業

(Ⅲ)-34 H12
地域共生推
進課

10
地域ふれあい福祉活動補
助金 事業 29,715,006 30,605,119 890,113

コロナ禍により減少していた
地域福祉活動の増加による
増

単独
社会福祉法人
西宮市社会福祉協議会

社会福祉協議会が実施する地域における多世代交流等を図る事
業で、「支え合い」「助け合い」の活動を推進する内容（事業）に対
して補助を行う。 地域福祉活動助成事業 (Ⅲ)-30 H18

地域共生推
進課

11
一般社団法人　西宮市老人
クラブ連合会活動促進事業
補助金

事業 9,205,000 9,205,000 0
国負
担有

一般社団法人
西宮市老人クラブ連合会

一般社団法人　西宮市老人クラブ連合会は、子育て支援活動･体
験交流活動などを実施する単位老人クラブの活動への助言や、
体力測定・作品展など高齢者の社会参加を促進するための各種
事業を実施しており、その経費の一部を補助している。

老人クラブ活動推進事業 (Ⅲ)-38 S30年代
地域共生推
進課

12 老人クラブ助成事業 運営 16,296,000 16,156,320 △139,680
単位老人クラブ数の減少に
よる減

国負
担有

川東町南老人クラブ
ほか346団体（R2は、ほか
349団体）

単位老人クラブが行う、教養講座開催･健康増進事業･社会奉仕
等の事業に必要な経費を補助することにより、健康づくりや生き
がいづくりを目的とした多様な事業の実施や、社会活動、人的交
流を通じて老後の生活を豊かなものにすることを目的としている。

老人クラブ活動推進事業 (Ⅲ)-38 S30年代
地域共生推
進課

13
老人クラブ活動強化推進事
業

事業 16,777,521 16,656,000 △121,521
単位老人クラブ数の減少に
よる減

県負
担有

川東町南老人クラブ
ほか346団体（R2は、ほか
349団体）

単位老人クラブが行う、子育て支援活動･体験交流活動･独居高
齢者･施設入所者に対する見守り･声かけ･友愛訪問等の事業に
必要な経費を補助する。この事業は老人クラブが社会資源の一
つとして、地域活動を通じ地域づくりを進めていく事業である。

老人クラブ活動推進事業 (Ⅲ)-38 S30年代
地域共生推
進課

14 ことぶき号運行補助金 事業 7,084,000 7,084,000 0 単独
一般社団法人
西宮市老人クラブ連合会

ことぶき号は一般社団法人西宮市老人クラブ連合会が所有する
自家用バスで、各種研修活動や地域交流活動及びレクリエーショ
ン活動等に使用しており、その運行に対し補助を行うことにより、
老人クラブ会員の自己研鑽及び会員相互の交流を図ることを目
的としている。

老人クラブ活動推進事業 (Ⅲ)-38 S54
地域共生推
進課
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令和４年度補助金一覧表
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補助開
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15
地域のつどい場開設補助
金

事業 0 60,000 60,000
つどい場開設数の増加によ
る増

単独
つどい場を新規開設する個
人等

つどい場を新規開設する個人、グループ、法人等に対し、新規開
設時に必要となる初期経費（備品購入・広報・消耗品にかかる費
用等）について、１箇所につき３万円を上限として費用の一部を補
助する。

地域のつどい場推進事業 (Ⅲ)-32 R2
地域共生推
進課

16
共生型地域交流拠点運営
補助金

事業 18,565,163 19,509,169 944,006 拠点数の増加による増

国・県
負担
有

社会福祉法人
西宮市社会福祉協議会ほか
5団体

年齢や心身の状況等によって高齢者等を分け隔てることなく、誰
もが参加することができる地域福祉活動の展開を目的とした、共
生型地域交流拠点の運営に要する経費について補助金を交付す
ることにより、交流拠点の継続的な運営を行うことを目的としてい
る。

介護予防事業 (Ⅲ)-194 H30
地域共生推
進課

予算所属：健康増進課

17
西宮市老人専用集会室補
助金

事業 552,681 613,022 60,341
コロナ禍により減少していた
開館期間の増加による増

単独
戸田町自治会
ほか9団体

自治会館等で週４日４時間以上、老人の心身の健康と地域交流
の場を提供するため事業経費の一部を補助することにより、老人
いこいの家だけでは充足できない福祉サービスの提供を受けるこ
とを目的としている。

老人福祉施設等管理運
営事業

(Ⅲ)-40 S54
地域共生推
進課

令和4年度より地域共生推進
課へ移管

18
西宮市地域交流室運営補
助金

事業 2,114,000 1,616,000 △498,000
'交流室'一部用途変更による
減

単独

社会福祉法人
聖徳園
西宮市社会福祉事業団
明石恵泉福祉会

老人デイサービスセンター等の社会福祉を目的とする事業を行う
施設に併設されている地域交流室の安定的な運営及び充実を図
り、もって地域福祉の向上に資することを目的としている。 老人福祉施設等管理運

営事業
(Ⅲ)-40 Ｈ26

地域共生推
進課

令和4年度より地域共生推進
課へ移管

19
共生型地域交流拠点開設
補助金

事業 0 0 0 単独
共生型地域交流拠点を開設
する法人・団体等

年齢や心身の状況等によって高齢者等を分け隔てることなく、誰
もが参加することができる地域福祉活動の展開を目的とした、共
生型地域交流拠点の開設に要する経費について補助を行う。 地域の福祉サービス拠点

整備事業
(Ⅲ)-56 H30

地域共生推
進課

予算所属：福祉のまちづくり課

20
地域のショートステイ整備
補助金

事業 0 0 0 単独 －

「地域のショートステイ」を開始する事業者に対し施設整備にかか
る費用の助成を行うことで「地域のショートステイ」の普及を目的と
する。 地域の福祉サービス拠点

整備事業
(Ⅲ)-56 H27

福祉のまち
づくり課

21
社会福祉法人の施設等整
備事業助成に適する補助
金

事業 0 0 0
国・県
負担
有

－

社会福祉法人が行う施設整備に対して補助を行うことで各種施設
整備を促進することを目的とする。 民間老人福祉施設建設

補助事業
民間障害福祉施設建設
等補助事業

(Ⅲ)-62
(Ⅲ)-72

H6
福祉のまち
づくり課

民間老人福祉施設整備補助
金、民間障害福祉施設建設補
助金として交付。

22
西宮市鉄道駅舎エレベー
ター等設置補助

事業 0 0 0
国・県
負担
有

－

高齢者、障害のある人等が鉄道を容易に利用できるよう鉄道駅
舎のバリアフリー化を促進することを目的とする。

評価対象外事務 － H7
福祉のまち
づくり課

23
特別養護老人ホーム等建
設補助金

事業 127,518,968 336,607,956 209,088,988
新設の特養整備が完了した
ため

県負
担有

コティコート西宮仁川他２件

介護保険事業計画等に基づき特別養護老人ホームの整備を進
めることを目的とする。

民間老人福祉施設建設
補助事業

(Ⅲ)-62 不明
福祉のまち
づくり課

民間老人福祉施設整備補助
金として交付。

24
民間障害福祉施設建設補
助金

事業 299,956,000 0 △299,956,000
新設の施設整備補助がな
かったため

国負
担有

－

障害のある人の生活の場や就労訓練等の場を確保することを目
的とする。

民間障害福祉施設建設
等補助事業

(Ⅲ)-72 不明
福祉のまち
づくり課

25
介護療養型医療施設転換
整備補助金

事業 0 44,600,000 44,600,000
介護療養型医療施設から介
護医療院への転換があった
ため

県負
担有

熊野病院

介護療養型医療施設を期限内に介護医療院等へ転換させること
を目的とする。

介護療養型医療施設転
換整備補助事業

(Ⅲ)-54 H30
福祉のまち
づくり課

26
定期巡回サービス訪問看護
充実支援補助金

事業 1,312,000 1,355,000 43,000 申請件数が増加したため 単独 いたみバラ診療所他10件

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業における訪問看護サー
ビスを提供する事業者に対して、単独の訪問看護サービスとの介
護報酬の差額の一部を補助することにより、訪問看護ステーショ
ンの参入を促進するとともに、訪問看護の訪問回数が多い対象
者の利用拡大を図ることを目的とする。

民間老人福祉施設運営
補助事業

(Ⅲ)-66 H30
福祉のまち
づくり課

27
介護職員初任者研修等受
講費助成金

事業 2,365,000 3,455,000 1,090,000 申請件数が増加したため
県負
担有

個人98名

過去1年以内に介護職員初任者研修等を修了し、介護保険サー
ビスまたは障害福祉サービス事業所において就労している人を
対象として、研修受講費の一部を助成する。 福祉人材確保養成対策

事業
(Ⅲ)-52 H31

福祉のまち
づくり課

28 福祉会館解体経費補助金 事業 0 0 0 単独 西宮市社会福祉協議会

福祉会館の区分所有者（４階部分）である西宮市社会福祉協議
会（以下「市社協」）には、建物解体に係る費用負担（持分の床面
積に相当する按分負担）を求めるが、市の意向で市社協所有の
形を採った経過などを踏まえ、福祉会館解体に伴う市社協負担額
と同額を補助し、円滑な建物解体を進める。

総合福祉センター等福祉
ゾーン再整備事業

(Ⅲ)-50 R2
福祉のまち
づくり課
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令和４年度補助金一覧表

【健康福祉局】

補助金の名称
コロナ関連
補助事業

種類
R2決算額

(円)
R3決算額

(円)
増減
(円)

増減の主な理由 構成 交付先 補助目的
所属する

事務事業名

事務事業評
価報告書の

ﾍﾟｰｼﾞ

補助開
始年度

所管課 備　　　考

29
障害者支援支援施設にお
けるICT導入支援事業補助
金

✓ 事業 0 0 単独 －

感染拡大防止措置として面会制限等を行う障害者支援施設にお
いて、面会者等との接触機会削減のためのICT機器導入に要す
る費用に対して補助する。 評価対象外事務 － R2

福祉のまち
づくり課

令和２年度末廃止。

30
障害福祉分野におけるロ
ボット等導入支援事業

✓ 事業 1,019,000 0 △1,019,000 補助希望がなかったため。
国負
担有

－

障害者支援施設等が感染症拡大の防止、介護負担軽減、労働環
境の改善、生産性の向上等を図るためにロボット等を導入するた
めの費用について補助を行う。 地域生活支援事業 (Ⅲ)-116 R2

福祉のまち
づくり課

31
障害福祉分野におけるICT
導入モデル事業

✓ 事業 20,721,000 9,691,000 △11,030,000 申請件数が減少したため
国負
担有

スマイルワークス他13件

新型コロナウイルスの感染拡大の防止等に加え、障害福祉分野
における ICTの活用により障害福祉サービス事業所等における
生産性向上を推進することを目的とする。 地域生活支援事業 (Ⅲ)-116 R2

福祉のまち
づくり課

令和３年度末廃止。

32
障害福祉サービスにおける
テレワーク等導入支援事業

✓ 事業 1,899,000 △1,899,000
令和２年度末で補助事業が
廃止したため

国負
担有

－

就労移行支援事業所及び就労継続支援事業所における利用者
の在宅就労等並びに、発達障害児・者への在宅等での多様な支
援を推進することを目的とする。 障害者介護給付等事業 (Ⅲ)-114 R2

福祉のまち
づくり課

令和２年度末廃止。

33
障害者グループホーム開設
準備補助金

事業 1,663,000 1,663,000
令和３年度より事業を開始し
たため

単独
グループホームわおん甲陽
園他５件

市内における障害者グループホームの整備促進、事業所数の増
加を目的とする。

民間障害福祉施設建設
等補助事業

(Ⅲ)-72 R3
福祉のまち
づくり課

34
認知症対応型共同生活介
護事業所整備等補助金

事業 20,160,000 20,160,000
令和３年度より事業を開始し
たため

県負
担有

（株）あらたか他１件

市内における認知症対応型共同生活介護事業所の整備を促進
することを目的とする。

地域の福祉サービス拠点
整備事業

(Ⅲ)-56 R3
福祉のまち
づくり課

35
障害福祉サービス事業所改
修整備補助金

事業 0 0
国負
担有

－

障害福祉サービス事業を行う場合に必要な、既存建物（賃貸物件
を含む）のバリアフリー化工事等の改修工事にかかる工事費及び
工事事務費を補助する。 民間障害福祉施設建設

等補助事業
(Ⅲ)-72 R3

福祉のまち
づくり課

令和３年度末廃止。

36
高齢者施設等における簡易
陰圧装置及び換気設備設
置経費補助事業

✓ 事業 71,161,000 30,378,000 △40,783,000 申請件数が減少したため
県負
担有

メディカルホームグランダ苦
楽園他６件

介護施設などの高齢者施設等における新型コロナウイルス感染
拡大防止対策を目的とする。

民間老人福祉施設建設
補助事業

(Ⅲ)-62 R2
福祉のまち
づくり課

民間老人福祉施設整備補助
金として交付。

37
介護施設等個室化改修補
助事業

✓ 事業 5,037,000 5,037,000
令和３年度より事業を開始し
たため

県負
担有

リンクケアあゆみ他１件

介護施設などの高齢者施設等における新型コロナウイルス感染
拡大防止対策を目的とする。

民間老人福祉施設建設
補助事業

(Ⅲ)-62 R3
福祉のまち
づくり課

民間老人福祉施設整備補助
金として交付。

38
福祉避難所施設改修補助
事業

✓ 事業 2,354,000 2,354,000
令和３年度より事業を開始し
たため

県負
担有

シルバーコースト甲子園

コロナ禍における風水害や地震などの自然災害への備えとして、
避難行動要支援者の避難先である福祉避難所の更なる確保を推
進することを目的とする。 民間老人福祉施設建設

補助事業
(Ⅲ)-62 R3

福祉のまち
づくり課

・民間老人福祉施設整備補助
金として交付。
・令和３年度末廃止。

39
障害者支援施設等における
簡易陰圧装置及び換気設
備設置経費補助事業

✓ 事業 7,975,000 1,970,000 △6,005,000
申請がなかったため
（R３補助はR２からの繰越
分）

国負
担有

（一社）愛森会

障害者支援施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対
策を目的とする。

障害者介護給付等事業 (Ⅲ)-114 R2
福祉のまち
づくり課

40
介護施設等におけるＩＣＴ導
入支援

✓ 事業 572,900 663,995 91,095
１件あたりの補助額が増加し
たため

単独 セントポーリア愛の郷他３件

新型コロナウイルスの感染経路遮断のため、介護施設の利用者
とその家族等との面会の代替手段として、オンラインで面会がで
きる環境整備を進めることを目的とする。

介護施設等新型コロナ
ウィルス感染症対策支援
事業

(Ⅲ)-104 R2
福祉のまち
づくり課

令和３年度末廃止。

41
軽費老人ホーム事務費補
助金

事業 105,755,000 112,541,000 6,786,000
補助対象となる軽費老人
ホームの増加による。

単独
社会福祉法人
聖徳園ほか５団体

ケアハウスの運営に要する費用のうち、ケアハウスを設置する社
会福祉法人が利用者から徴収すべき「サービスの提供に要する
費用」（事務費）の一部を減免した場合に、その減免した経費を助
成することで、ケアハウスの円滑な施設運営を支援することを目
的としている。

軽費老人ホーム補助事業 (Ⅲ)-64 H20
福祉のまち
づくり課

42
都市型軽費老人ホーム等
居住費利用者負担金軽減
補助金

事業 10,788,000 10,295,000 △493,000
補助上限の高い対象者の減
少による。

単独
社会福祉法人
聖徳園ほか２団体

都市型軽費老人ホーム等に入居する低所得者に対して、運営者
が居住費の減免を行った場合、運営者が減免した経費を市が助
成することで、低所得者向けの高齢者の住まいを確保することを
目的としている。

軽費老人ホーム補助事業 (Ⅲ)-64 H25
福祉のまち
づくり課
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43
定期巡回サービス事業者参
入促進補助金

事業 15,561,000 1,883,000 △13,678,000
新規開設する定期巡回サー
ビス事業所が減少したため

県負
担有

シニアスタイル西宮北口定
期巡回事業所

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を新たに開設する際
に、利用者を一定確保するまでの安定運営を支援することを目的
とする。 民間老人福祉施設運営

補助事業
(Ⅲ)-66 H30

福祉のまち
づくり課

44
民間老人福祉施設開設準
備経費補助金

事業 27,992,000 49,210,000 21,218,000 申請件数が増加したため
県負
担有

和の郷上甲子園他３件

施設の新規開設及び開設後の安定した運営を支援することを目
的とする。

民間老人福祉施設運営
補助事業

(Ⅲ)-66 R2
福祉のまち
づくり課

45
高齢者施設等非常用自家
発電設備整備補助金

事業 1,189,000 0 △1,189,000 申請がなかったため
国負
担有

－

高齢者施設等の防災体制の強化を図ることを目的とする。

民間老人福祉施設建設
補助事業

(Ⅲ)-62 R1
福祉のまち
づくり課

民間老人福祉施設整備補助
金として交付。

46
介護施設等における看取り
環境整備金

事業 1,727,000 1,727,000
令和３年度より事業を開始し
たため

県負
担有

清和香櫨園

介護施設等における看取りに対応できる環境を整備する観点か
ら、看取り及び家族等の宿泊のための個室の確保を目的とする。

民間老人福祉施設建設
補助事業

(Ⅲ)-62 R3
福祉のまち
づくり課

民間老人福祉施設整備補助
金として交付。

47
訪問看護師・訪問介護員安
全確保・離職防止対策事業

事業 0 0 0
県負
担有

訪問看護事業、介護予防訪
問看護事業又は訪問介護事
業を行う事業者のうち、利用
者等からの暴力行為等のた
め、２人体制での訪問が必
要な事業者

訪問看護師・訪問介護員がサービスを提供する際、利用者等か
らの暴力行為などの対策として２人体制での訪問が必要となる
ケースで、利用者及び家族等の同意が得られず、介護報酬上の
２人訪問加算が適用できない場合に、加算相当額の一部を補助
することで、訪問看護師・訪問介護員の安全確保を図り、離職防
止に資することを目的とする。

介護事業所指定等事務 (Ⅲ)-78 H29 法人指導課

48
新型コロナウイルス感染症
に係る介護サービス継続支
援

✓ 運営 23,444,000 52,188,000 28,744,000
新型コロナウイルス感染者数
の増

国負
担有

市内介護サービス事業所

利用者又は従業者に感染者等が発生した介護サービス事業所等
が、サービスを継続して提供するための消毒経費等を支援する。 介護施設等新型コロナ

ウィルス感染症対策支援
事業

(Ⅲ)-104 R2
高齢介護
課・法人指
導課

49
新型コロナウイルス感染症
に係る濃厚接触者への
サービス提供継続支援

✓ 運営 225,000 15,406,000 15,181,000
新型コロナウイルス感染者数
の増

単独 市内介護サービス事業所

濃厚接触者又は入院調整中の感染者に対して、介護サービスの
提供を行う介護従事者を支援する。 介護施設等新型コロナ

ウィルス感染症対策支援
事業

(Ⅲ)-104 R2
高齢介護
課・法人指
導課

50
新型コロナウイルス感染症
に係る感染者へのサービス
提供継続協力金

✓ 運営 4,990,000 53,560,000 48,570,000
新型コロナウイルス感染者数
の増

単独 市内介護サービス事業所

介護サービスを利用者が感染者と判明した場合において、入院
するまでの間の介護サービス事業所等及び、サービス従事者を
支援する。

介護施設等新型コロナ
ウィルス感染症対策支援
事業

(Ⅲ)-104 R2
高齢介護
課・法人指
導課

51
新型コロナウイルス感染症
に係るPCR検査等受診支援
事業

✓ 運営 6,375,591 5,292,192 △1,083,399 検査単価の減 単独 市内介護サービス事業所

介護施設や介護サービス事業所において感染者が発生した場合
に、施設内での感染状況を 速やかに把握することによって介護
サービスの提供体制を維持するため、行政検査（公費負担）の範
囲外とされた職員や利用者の検査費用を支援するとともに、介護
施設等で集団感染が発生した場合で、サービス提供を継続する
場合において継続的な検査費用を支援する。

介護施設等新型コロナ
ウィルス感染症対策支援
事業

(Ⅲ)-104 R2
高齢介護
課・法人指
導課

52 高齢者交通助成金 事業 342,295,000 △342,295,000 令和２年度末で廃止のため。 単独 －

高齢者が外出等を通じてより活発な社会参加を図るとともに健康
の保持等福祉の増進に寄与することを目的とし、電車・バス会社
が発行しているICカードや、タクシー会社が発行しているプリペイ
ドカード・回数券を購入する際やICカードにチャージをする際に割
引購入証を使用する際に補助を行う。

高齢者外出支援サービス
事業

(Ⅲ)-88 H3 高齢介護課 令和２年度末廃止。

53 かぶとやま荘運営補助金 運営 3,132,850 △3,132,850 令和２年度末で廃止のため。 単独
社会福祉法人
西宮市社会福祉協議会

施設が提供するサービス（入浴施設や健康相談等）を利用するこ
とにより、高齢者、障害者（児）及び母子家庭等の方々の健康の
保持や、社会福祉の向上と充実を図る。 老人福祉施設等管理運

営事業
(Ⅲ)-40 S54 高齢介護課 令和２年度末廃止。

54 かぶとやま荘解体補助金 事業 90,072,283 △90,072,283 令和２年度末で廃止のため。 単独
社会福祉法人
西宮市社会福祉協議会

かぶとやま荘解体にかかる設計委託料・解体工事費及び解体工
事までの機械警備委託料等について補助する。

老人福祉施設等改修事
業

(Ⅲ)-84 R1 高齢介護課 令和２年度末廃止。

55 高齢者バス運賃助成金 事業 98,340,000 98,340,000 令和３年度から開始のため。 単独 個人

バスを利用する高齢者の外出支援を行い、健康の保持等福祉の
増進に寄与することを目的とし、バス会社が発行するＩＣカードや
回数券を購入・チャージする際に割引購入証を使用することで半
額助成を行う。

高齢者外出支援サービス
事業

(Ⅲ)-88 R3 高齢介護課
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56
西宮市ノーマライゼーション
推進協議会補助金

事業 278,599 791,264 512,665

令和２年度、３年度とも新
型コロナウイルス感染症
の影響で実施出来た事業
が少なかったが、その実
施出来た事業の違いによ
る。

国・県
負担
有

西宮市ノーマライゼーショ
ン推進協議会

障害のある人の「完全参加と平等」を実現するため、「輪イ
和イひろば（参加型啓発事業）」等の事業に補助すること
で、ノーマライゼーションの推進を図ることを目的としてい
る。 障害者団体補助事業 (Ⅲ)-108 S56 障害福祉課

57
青葉園管理運営事業補助
金

事業 133,182,590 128,927,451 △4,255,139
控除財源である介護給付
費の増額による。

単独
社会福祉法人
西宮市社会福祉協議会

非常に障害が重い人が通所する「青葉園」に対し運営費を
補助することで、地域での自立支援や社会参加の機会を
提供することを目的としている。

障害者自立支援施設管
理運営事業

(Ⅲ)-122 H15 障害福祉課

58
西宮市身体障害者連合会
補助金

事業 202,248 281,750 79,502

令和2年度、令和3年度と
も新型コロナウイルス感
染症の影響で実施出来た
事業が少なかったが、そ
の実施出来た事業の違い
による。

単独
NPO法人
西宮市身体障害者連合
会

市の福祉大会やスポーツ大会の開催、障害者相談員への
研修、肢体・視力・聴力言語障害者協会が実施する各種訓
練、研修、啓発事業に対し補助することで、障害のある人
の福祉の増進を図ることを目的としている。 障害者団体補助事業 (Ⅲ)-108 S27 障害福祉課

59
重度障害者生活介護事業
所看護師配置加算事業補
助金

運営 3,897,000 1,667,000 △2,230,000

令和3年度の障害福祉
サービスの報酬改定によ
り、看護師配置に対する
障害福祉サービスの報酬
が増額改定になったこと
による。

単独
社会福祉法人
甲山福祉センター

市内生活介護事業所が、医療的ケアを要する重度障害者
を受け入れ、安全かつ継続的に介護サービス等を提供す
るために、看護職員を加配した場合に、加配人数等に応じ
て補助金を交付する。 障害者介護給付等事業 (Ⅲ)-114 H29 障害福祉課

60 いずみ園管理運営補助金 事業 23,914,347 27,860,594 3,946,247
控除財源である介護給付
費の減額による。

単独
社会福祉法人
西宮市社会福祉事業団
（いずみ園）

重度の知的障害者を多数受け入れている「いずみ園」にお
いて、支援員を加配するために要する経費等に対して補助
を行っている。

障害者自立支援施設管
理運営事業

(Ⅲ)-122 H30 障害福祉課

61
西宮市合理的配慮の提供
支援に係る助成金

事業 132,800 44,000 △88,800
申請件数及び1件当たり
の対象経費の減による。

国・県
負担
有

ＮＰＯ法人
フォーワンズスペース

簡易スロープや手すりを設置する等の、障害のある人への
合理的配慮を行った商業者や地域の団体に対し、その費
用を一部を助成する。 地域生活支援事業 (Ⅲ)-116 H31 障害福祉課

62
西宮市重度身体障害者訪
問リハビリ利用料助成事業

事業 228,160 363,910 135,750 対象者の増による。
県負
担有

個人

65歳未満の肢体不自由児者（身体障害者手帳１級又は２
級所持者）が訪問リハビリテーションを受診した際の利用
料の一部を助成する. 障害者介護給付等事業 (Ⅲ)-114 R2 障害福祉課 令和３年末廃止。

63
障害者就労施設で働く障害
のある人への支援事業

✓ 事業 5,290,145 △5,290,145 単独 －

障害者就労施設では、食品や生活雑貨を製作、販売して
いるが、イベントの中止や企業等からの受注が減少してい
ることから、新たな販路開拓や商品製作に係る経費（チラ
シ印刷、ポスティング経費、新たな業務を始めるための物
品・備品の購入費等）の補助を行い、売上げを増加できる
ように支援するもの。また、障害者就労施設で働く、障害の
ある人の工賃が減少している事例がみられることから、工
賃が減少した利用者に定額を給付する。

障害者就労支援等事業 (Ⅲ)-126 R2 障害福祉課 令和２年度末廃止。

64
障害福祉サービス事業者等
に対するサービス継続支援
事業

✓ 事業 14,338,000 13,490,000 △848,000
1件当たりの対象事業経
費の減による。

国負
担有

社会福祉法人西宮市社
会福祉事業団　ほか16法
人

マスク等衛生用品購入費用及び通所系サービス事業所が
訪問サービスを実施することに伴う必要な人員確保のため
に要する費用などを補助する。 障害者介護給付等事業 (Ⅲ)-114 R2 障害福祉課

65
障害福祉サービス等の衛生
管理体制確保支援等事業

✓ 事業 27,240,781 △27,240,781
国負
担有

－

障害福祉サービス事業所等において、感染者が発生した
場合等に、事業者が行う消毒・洗浄のために必要な委託
料や感染予防に必要な消毒液等衛生用品の購入費用を
補助する。

障害者介護給付等事業 (Ⅲ)-114 R2 障害福祉課 令和２年度末廃止。

66 生産活動活性化支援事業 ✓ 事業 4,807,920 △4,807,920
国負
担有

－

直近の生産活動収入が相当程度減収している就労継続支
援事業所に対し、生産活動を存続させるために必要となる
固定経費等の支出に要する費用等について支援を行う。 障害者就労支援等事業 (Ⅲ)-126 R2 障害福祉課 令和２年度末廃止。

67
地域活動支援センターや日
中一時支援事業の受け入
れ体制強化等事業

✓ 事業 2,338,966 △2,338,966
国・県
負担
有

－

地域活動支援センターや日中一時支援事業所の利用につ
いて、事業継続のための衛生用品の確保に対する経費や
利用者増に対する人件費を補助する。 障害者介護給付等事業 (Ⅲ)-114 R2 障害福祉課 令和２年度末廃止。
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68
特別支援学校等の臨時休
業に伴う放課後等デイサー
ビス支援等事業

✓ 事業 48,000 △48,000
国・県
負担
有

－

障害福祉サービス事業所等が、感染機会を減らしつつ、日
常生活に必要な障害福祉サービスの提供を維持するた
め、臨時休業中の放課後等デイサービスが保護者のレス
パイトのため、居宅訪問した際にかかった経費及び、障害
児通所施設が医療的ケア児に対して新型コロナ対策予防
として、福祉タクシーを利用して送迎を実施した費用に対し
て補助する。

障害者介護給付等事業 (Ⅲ)-114 R2 障害福祉課 令和２年度末廃止。

69
移動支援事業所体制強化
事業

✓ 事業 347,669 △347,669
国・県
負担
有

－

移動支援事業所が感染予防に必要な消毒液等衛生用品
の購入に要した費用等に対して補助する。

地域生活支援事業 (Ⅲ)-116 R2 障害福祉課 令和２年度末廃止。

70
新型コロナウイルス感染症
に係る感染者へのサービス
提供継続協力金

✓ 事業 3,140,000 15,760,000 12,620,000
令和2年12月1日開始の
事業であるため。

単独
社会福祉法人三田谷治
療教育院　他15法人

指定障害福祉サービス等を利用している障害者等が、新
型コロナウイルス感染症の感染者と判明した場合におい
て、本来であれば入院を必要とするところ、入院調整等に
期間を要し、やむを得ず在宅生活を継続する必要がある
場合であって、入院するまでの間も、日常生活に必要な障
害福祉サービス等を確保するため、指定障害福祉サービ
ス等を行う指定障害福祉サービス事業所等及び、サービス
従事者を支援することで、安定的なサービス提供体制の維
持を図る。

障害者介護給付等事業 (Ⅲ)-114 R2 障害福祉課

71 生産活動拡大支援事業 ✓ 事業 1,338,815 1,338,815 令和3年度単年度事業
国負
担有

株式会社アライズひなた
他6事業所

生産活動が停滞している 就労継続支援事業所に対し、 新
たな生産活動への転換や、販路開拓、生産活動に係る感
染防止対策の強化等を通じて 事業所の生産活動が拡大
するよう支援を行い、利用者の賃金・工賃の確保を図る。

障害者介護給付等事業 (Ⅲ)-114 R3 障害福祉課 令和３年度末廃止。

72
西宮市地域活動支援セン
ター事業補助金

事業 112,056,000 120,383,000 8,327,000
補助対象事業所数及び延べ
利用人数の増

国・県
負担
有

地域活動支援センター和み
ほか24センター

創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進
等の便宜を供与することにより、障害者が地域において自立した
日常生活又は社会活動を営むことを促進することを目的としてい
る。

地域生活支援事業 (Ⅲ)-116 H19 生活支援課

73
西宮市障害者福祉ホーム
事業補助金

事業 683,010 637,476 △45,534 延べ利用人数の減

国・県
負担
有

医療法人
内海慈仁会

障害者総合支援法に定める福祉ホームを運営する社会福祉法人
等に対し補助金を交付することにより、福祉ホーム事業の適正か
つ円滑な運営を図り、障害者の地域生活を支援することを目的と
している。

地域生活支援事業 (Ⅲ)-116 H19 生活支援課

74
西宮市障害者小規模通所
作業所運営費等補助金

事業 0 0 0
県負
担有

－

就労することが困難な在宅の障害者を対象として、社会参加への
機会を与えるために小規模作業所を設置し、作業訓練を実施して
いる団体に対し、経費の一部を補助し、在宅障害者福祉に寄与す
ることを目的としている。

地域生活支援事業 (Ⅲ)-116 S63 生活支援課

75
新型コロナウイルス感染症
に係る濃厚接触者への
サービス提供継続支援事業

✓ 事業 90,000 1,393,000 1,303,000 申請件数の増による。 単独
社会福祉法人円勝会他
10法人

障害福祉サービスを利用している障害者等が、濃厚接触
者又は感染者と判断された場合においても、日常生活に
必要なサービスを維持するため、濃厚接触者等へのサー
ビス提供を行う障害福祉サービス等従事者に対し、サービ
スに係る費用を補助をする。

障害者介護給付等事業 (Ⅲ)-114 R2 生活支援課

76
新型コロナウイルス感染症
に係るPCR検査等受診支援
事業

✓ 事業 4,312,000 4,789,360 477,360 申請件数の増による。 単独
社会福祉法人尼崎武庫
川園他　8法人

障害福祉サービス事業所等において感染者が発生した場
合に、施設内での感染状況を速やかに把握することによっ
て障害福祉サービス等の提供体制を維持するため、行政
検査(公費負担)の範囲外とされた職員や利用者の検査費
用を支援する。

障害者介護給付等事業 (Ⅲ)-114 R2 生活支援課

77
西宮市保護施設等の衛生
管理体制確保支援等事業
補助金

✓ 事業 3,270,000 3,078,000 △192,000 補助申請額が減少したため
国負
担有

社会福祉法人阪神福祉事業
団　ほか３団体

保護施設等が提供する各種支援が、入所者や利用者及びその家
族の生活を継続する上で欠かせないものであることから、保護施
設等における施設内感染対策等の取組みに要する衛生用品等
の購入に要した経費、感染が疑われる職員・利用者が発生した場
合の、消毒に要する経費、感染予防を目的とした広報・啓発活動
に要した経費に対し、補助を行う。

評価対象外事務 － R1 厚生課

78
救護施設職員への慰労金
給付事業

✓ 事業 1,971,000 △1,971,000
令和３年度は実施しなかった
ため

国負
担有

－

救護施設に勤務する職員に対し、慰労金を給付し支援する。

評価対象外事務 － R2 厚生課

「西宮市保護施設新型コロナ
ウイルス感染症対策支援事業
補助金」における事業。
令和２年度末廃止。
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79
事業継続に向けた各種取
組支援事業

✓ 事業 0 0 0
国負
担有

－

保護施設において、応援職員を派遣した際の人件費、時間外に
消毒・清掃等を行った場合の手当・賃金、職員個人が施設や日常
生活において必要とする衛生用品等を購入した際の経費に対し、
補助を行う。

評価対象外事務 － R2 厚生課

「西宮市保護施設新型コロナ
ウイルス感染症対策支援事業
補助金」における事業。
令和２年度の事業名称は「保
護施設における感染症対策支
援等事業」、令和３年度に改
称。

80
事業継続包括支援給付金
事業

✓ 事業 300,000 △300,000
令和３年度は実施しなかった
ため

国負
担有

－

救護施設が、感染防止対策を強化しつつ事業を継続するための
支援として、１施設あたり30万円を交付する。

評価対象外事務 － R2 厚生課

「西宮市保護施設新型コロナ
ウイルス感染症対策支援事業
補助金」における事業。
令和２年度末廃止。

81
新型コロナウイルス感染症
に係るPCR検査等受診支援
事業

✓ 事業 0 0 0
国負
担有

－

救護施設で感染者が発生した場合に、行政検査の範囲外とされ
た職員や利用者のPCR検査費用を補助する。

評価対象外事務 － R2 厚生課
「西宮市保護施設新型コロナ
ウイルス感染症対策支援事業
補助金」における事業。

82
救護施設新規入所者に係
るPCR検査等受診支援事
業

✓ 事業 153,000 153,000 令和３年度新設のため
国負
担有

社会福祉法人阪神福祉事業
団

救護施設新規入所者に係るPCR検査等受診費用について補助を
行うことで、新型コロナウイルス感染症の感染者の発生及びクラ
スターの発生を未然に防ぐことを目的とする。

評価対象外事務 － R3 厚生課

「西宮市保護施設新型コロナ
ウイルス感染症対策支援事業
補助金」における事業。令和３
年度新設

83
骨髄・末梢血幹細胞移植ド
ナー支援事業助成金

事業 0 140,000 140,000

助成金交付申請件数が増加
したため
【申請件数】
R2年度：0件
R3年度：1件

県負
担有

骨髄・末梢血幹細胞の提供
を行った者

骨髄等の移植を要する患者の９割以上にドナー候補者が見つ
かっているが、実際に移植に進むのは、そのうちの６割程度となっ
ており、仕事を休めない等のドナー側の都合により提供辞退とな
るケースが多い。当該事業では、ドナーに対し助成金を交付する
ことで、ドナーの経済的な負担の軽減を図り、骨髄等の移植の推
進に寄与することを目的としている。

薬事関係事務 (Ⅲ)-156 R2 保健総務課

84
所有者のいない猫不妊手
術助成金

事業 4,177,590 3,930,940 △246,650
助成金交付匹数が減少した
ため。

単独
所有者のいない猫対策活動
員

所有者のいない猫に不妊手術を行う際に、手術費の一部を助成
することにより、繁殖を抑制し、野良猫の数を減らすとともに、良
好な生活環境を保全する活動の広がりを促す。 動物管理センター管理運

営事業
(Ⅲ)-164 H20 生活環境課

85 禁煙治療費助成金 事業 688,170 △688,170 単独 －

禁煙治療や禁煙補助薬による禁煙は、自力での禁煙より成功率
が高いことが確認されており、治療費の一部を負担することで、禁
煙の動機づけを図り、市民の健康づくりに資することを目的とす
る。

健康づくり推進事業 (Ⅲ)-186 R2 健康増進課 令和２年度末廃止。

86
西宮市医師会看護専門学
校運営費補助金

運営 25,682,000 25,724,000 42,000
令和２年度は実施しなかった
新任看護教員研修を令和３
年度は実施したため

単独
一般社団法人
西宮市医師会

一般社団法人西宮市医師会が運営する西宮市医師会看護専門
学校の運営経費の一部を補助することにより、市民の健康保持
の担い手である看護師の養成と人材確保を図ることを目的として
いる。

看護専門学校運営費補
助事業

(Ⅲ)-200 H8 保健予防課

87 西宮医療連盟補助金
運営・
事業

5,184,000 5,184,000 0 単独 西宮医療連盟

西宮市医師会、歯科医師会、薬剤師会、保健師会、助産師会の５
師会が市民に対し実施する各種保健事業や指導・相談事業等の
経費の一部を補助することにより、保健衛生の向上と市民福祉へ
の寄与を目的としている。

西宮医療連盟補助事業 (Ⅲ)-202 S41 保健予防課

88
西宮市献血推進協議会補
助金

運営 798,214 188,300 △609,914

記念大会の代替事業費につ
いて、新型コロナウイルス感
染症の影響を受け、使途が
ないことにより、一旦精算し
たため

単独 西宮市献血推進協議会

「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」に定める
地方公共団体の責務として取り組むべき献血や啓発事業を実施
している西宮市献血推進協議会の運営費等を補助することによ
り、献血の推進を図ることを目的としている。

西宮市献血推進協議会
運営補助事業

(Ⅲ)-204 S45 保健予防課

89
西宮市障害者歯科診療事
業等運営費補助金

事業 8,797,000 8,797,000 0 単独
一般社団法人
西宮市歯科医師会

一般社団法人西宮市歯科医師会が実施する障害者歯科診療に
係る経費の一部を補助することにより、地域医療の一環として、
障害者に対し歯科医療を提供することを目的としている。 障害者歯科診療補助事

業
(Ⅲ)-206 S54 保健予防課

90
西宮市休日歯科診療事業
等運営費補助金

事業 8,737,000 8,737,000 0 単独
一般社団法人
西宮市歯科医師会

一般社団法人西宮市歯科医師会が実施する休日歯科診療に係
る経費の一部を補助することにより、地域救急医療の一環とし
て、休日における歯科急病患者に対し応急的な歯科医療を提供
することを目的としている。

救急医療対策事業 (Ⅲ)-196 S56 保健予防課

91
西宮市休日歯科診療事業
および障害者歯科診療事
業の設備改善費補助金

事業 0 0 0 単独
一般社団法人
西宮市歯科医師会

一般社団法人西宮市歯科医師会が西宮市休日歯科診療事業お
よび障害者歯科診療事業を実施している施設の設備改善に係る
費用を補助することにより、円滑な事業の実施を図ることを目的と
している。

救急医療対策事業 (Ⅲ)-196 H3 保健予防課
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92 西宮市結核予防費補助金 事業 8,309,043 10,152,912 1,843,869

令和3年度に大学の新規開
設が1校あったことと、学部増
設した大学が1校あったこと
に伴い、学生数が増加したた
め

単独 関西学院大学ほか29団体

感染症法に定める結核の定期の健康診断を実施する学校及び
施設（公立を除く）に対し、その費用の一部を補助することにより、
結核の発生予防とまん延防止を図ることを目的としている。 結核感染症予防対策事

業
(Ⅲ)-212 H20 保健予防課

93 帰国者・接触者外来支援金 ✓ 事業 35,000,000 △35,000,000 単独 －

新型コロナウイルス感染症のさらなる流行拡大に備え、帰国者・
接触者外来として患者対応の中核を担っている市内民間医療機
関（７か所）に対し、感染症患者に直接対応する職員に支給する
手当や感染防護具の購入など、帰国者・接触者外来としての業
務の継続により発生する経済的負担について支援を行うもの。

結核感染症予防対策事
業

(Ⅲ)-212 R2 保健予防課 令和２年度末廃止。

94
時間外・休日のワクチン接
種会場への医療従事者派
遣事業補助金

✓ 事業 28,116,000 28,116,000
R３年度新設の補助金のた
め。

県負
担有

Ashida Clinicほか181医療機
関

新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種のための医療
従事者の確保が困難な地域において、時間外・休日の医療機関
からワクチン接種を行う集団接種会場に医療従事者を派遣するこ
とで、ワクチン接種体制の強化を図るため、本補助金を交付す
る。

予防接種事業 (Ⅲ)-214 R3
新型コロナ
ワクチン接
種課

負担割合は、県100％

1,984,601,530 1,653,113,269 △331,488,261計

17



令和４年度補助金一覧表

【こども支援局】

補助金の名称
コロナ関連
補助事業

種類
R2決算額

(円)
R3決算額

(円)
増減
(円)

増減の主な理由 構成 交付先 補助目的
所属する

事務事業名

事務事業評
価報告書の

ﾍﾟｰｼﾞ

補助開
始年度

所管課 備　　　考

1
児童福祉施設等における
新型コロナウイルス感染症
対策事業補助金

✓ 事業 59,782,000 59,782,000
令和３年度に新設されたこと
による皆増

国・県
負担
有

児童福祉施設等　176施設

児童福祉施設等において、新型コロナウイルス感染症に対する
強い体制を整え、感染症対策を徹底しつつ、事業を継続的に提
供していくため、職員が感染症対策の徹底を図りながら業務を継
続的に実施していくために必要な経費のほか、感染防止のため
の備品等の購入等を行う場合に要する経費を補助する。

留守家庭児童育成セン
ター管理運営事業
育児支援訪問事業
ひとり親家庭相談事業
民間保育所給付等事業
地域型保育給付等事業
認定こども園給付等事業
地域子育て支援事業
児童館管理運営事業

(Ⅳ)-34
(Ⅳ)-36
(Ⅳ)-40
(Ⅳ)-52
(Ⅳ)-54
(Ⅳ)-56
(Ⅳ)-80
(Ⅳ)-84

R3
子供支援総
務課

2

児童福祉施設等における
新しい生活様式を踏まえた
新型コロナウイルス感染症
対策事業補助金

✓ 事業 42,542,000 △42,542,000
令和２年度末に廃止されたた
め。

単独 児童福祉施設等　163施設

児童福祉施設等における新型コロナウイルス感染拡大を防止す
る観点から、児童福祉施設等が感染防止のための備品等の購入
等を行う場合に要する経費に加えて、自動水栓や網戸等の設置
工事等も含め、職員が感染症対策の徹底を図りながら事業を継
続実施していくために必要な経費を補助する。

民間保育所給付等事業
地域型保育給付等事業
認定こども園給付等事業
私立幼稚園給付等事業
地域子育て支援事業
児童館管理運営事業

(Ⅳ)-52
(Ⅳ)-54
(Ⅳ)-56
(Ⅳ)-58
(Ⅳ)-80
(Ⅳ)-84

R2
子供支援総
務課

令和２年度末廃止。

3
児童福祉施設等における
新型コロナウイルス感染症
対策事業補助金

✓ 事業 30,041,000 △30,041,000
令和２年度末に廃止されたた
め。

国負
担有

児童福祉施設等　143施設

児童福祉施設等における新型コロナウイルス感染拡大を防止す
る観点から、児童福祉施設等が感染防止のための備品等の購入
等を行う場合に要する経費を補助する。

留守家庭児童育成セン
ター管理運営事業
育児支援訪問事業
ひとり親家庭相談事業
民間保育所給付等事業
地域型保育給付等事業
認定こども園給付等事業
地域子育て支援事業
児童館管理運営事業

(Ⅳ)-34
(Ⅳ)-36
(Ⅳ)-40
(Ⅳ)-52
(Ⅳ)-54
(Ⅳ)-56
(Ⅳ)-80
(Ⅳ)-84

R1
子供支援総
務課

令和２年度末廃止。

4
児童福祉施設等における
新型コロナウイルス感染症
包括支援事業費補助金

✓ 事業 60,346,000 △60,346,000
令和２年度末に廃止されたた
め。

県負
担有

児童福祉施設等　154施設

児童福祉施設等における新型コロナウイルス感染拡大を防止す
る観点から、児童福祉施設等が感染防止のための備品等の購入
等を行う場合に要する経費や、職員が感染症対策の徹底を図り
ながら事業を継続実施していくために必要な経費を補助する。

留守家庭児童育成セン
ター管理運営事業
育児支援訪問事業
ひとり親家庭相談事業
民間保育所給付等事業
地域型保育給付等事業
認定こども園給付等事業
地域子育て支援事業
児童館管理運営事業

(Ⅳ)-34
(Ⅳ)-36
(Ⅳ)-40
(Ⅳ)-52
(Ⅳ)-54
(Ⅳ)-56
(Ⅳ)-80
(Ⅳ)-84

R2
子供支援総
務課

令和２年度末廃止。

5
西宮市家庭的保育事業等
施設整備補助金

事業 9,711,000 0 △9,711,000
対象案件がなかったことによ
る皆減

国負
担有

－

家庭的保育事業等（小規模保育事業含む。）を開始するにあた
り、施設改修等（内装工事に限る。）に要する経費の一部を補助
する。 民間保育所等整備事業 (Ⅳ)-20 H22

保育施設整
備課

6
西宮市保育所施設等整備
事業助成金

事業 753,719,000 1,465,852,000 712,133,000 補助対象案件の増
国負
担有

社会福祉法人長陽会
ほか７団体

待機児童解消等のための保育所（分園を含む。）の整備、賃貸物
件による保育所の設置・運営、認定こども園（分園を含む。）の整
備に要する費用の一部を補助する。 民間保育所等整備事業 (Ⅳ)-20 H26

保育施設整
備課

7
市有地公募型施設修繕費
補助金

事業 22,900,000 △22,900,000
対象案件がなかったことによ
る皆減

単独 －

生瀬小学校区の教育・保育環境の充実を図るため、公募により、
市立生瀬幼稚園の園舎、敷地において、保育施設を整備・運営
する事業者の選定を予定しているが、当該園舎は、使用賃借前
に市で修繕すべき不具合箇所が確認されており、園舎の使用期
間と工期の関係上その不具合箇所の修繕については事業者が
実施することが合理的であることから、その費用を補助する。

民間保育所等整備事業 (Ⅳ)-20 R2
保育施設整
備課

令和２年度末廃止。

8
鉄道事業者活用型保育所
等整備費補助金

事業 14,389,000 0 △14,389,000
対象案件がなかったことによ
る皆減

単独 －

鉄道事業者又はその子会社が、自らが保有又は管理する鉄道施
設（駅、駅ビル、鉄道軌道高架下等の用地）等に保育所等を整備
する場合に、整備費用の一部を補助する。 民間保育所等整備事業 (Ⅳ)-20 H31

保育施設整
備課

9
賃貸物件型保育所等賃借
料補助金

事業 8,741,000 20,911,000 12,170,000 対象施設の増
県負
担有

社会福祉法法人　みかり会
　西宮北口　こどもの園
ほか１施設

保育所等受入枠の拡大にあたり、都市部において賃貸物件を活
用した民間保育所等を運営する事業者に対して補助を行い、安
定的な運営に資することで保育所等の整備を促進し、保育所等
待機児童対策を推進する。

民間保育所給付等事業 (Ⅳ)-52 H31

保育施設整
備課／保育
幼稚園支援
課

10
西宮市立留守家庭児童育
成センター待機児童対策事
業補助金

運営 0 0 0
国・県
負担
有

－

留守家庭児童育成センターの最大受入れ人数を超えた施設の待
機児童を受入れ、管理運営を行う事業者に対し、経費の補助を行
い、もって児童の健康と安全を配慮しつつ、健全育成と福祉向上
を図ることを目的としている。

留守家庭児童育成セン
ター管理運営事業

(Ⅳ)-34 H27
育成セン
ター課

18



令和４年度補助金一覧表

【こども支援局】

補助金の名称
コロナ関連
補助事業
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R2決算額

(円)
R3決算額

(円)
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事務事業名

事務事業評
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ﾍﾟｰｼﾞ

補助開
始年度

所管課 備　　　考

11
西宮市民設放課後児童クラ
ブ事業補助金

✓ 事業 47,795,000 67,118,000 19,323,000 対象施設の増

国・県
負担
有

有限会社エムステージ
ほか3施設

民間による放課後児童クラブを公募により選定し、公募選定され
た事業者に補助金を支給し、放課後児童クラブの運営を行うこと
により、留守家庭児童育成センターにおける待機児童の解消や
高学年受入れを実施するため。

留守家庭児童育成セン
ター管理運営事業

(Ⅳ)-34 R1
育成セン
ター課

12
西宮市新型コロナウイルス
感染症に伴う育児支援サー
ビス利用料金補助金

✓ 事業 3,081,612 7,626,633 4,545,021 補助申請件数の増
国負
担有

個人

新型コロナウイルス感染症の拡大により、里帰り出産が困難と
なった妊産婦が、里帰り出産を行わなくても安心して産前・産後期
を過ごせるよう、民間の育児支援サービス等を利用した際の利用
料を補助する。

育児支援訪問事業 (Ⅳ)-36 R2
子供家庭支
援課

13
産休等代替職員費補助金
（母子生活支援施設）

事業 0 0 0 単独 －

民間母子生活支援施設の職員が出産または傷病により長期にわ
たる継続休暇を取得する場合、その代替職員にかかる経費を補
助し、施設における職員及び児童の処遇を確保することを目的と
している。

ひとり親家庭相談事業 (Ⅳ)-40 H28
子供家庭支
援課

平成29年3月1日付の要綱改
正により、補助対象に母子生
活支援施設を追加。

14
西宮市社会的養護従事者
処遇改善事業

✓ 事業 196,000 196,000

児童虐待・ＤＶ対策等総合支
援事業費国庫補助金として、
社会的養護従事者処遇改善
事業が設けられたことによ
り、補助を開始したため。

国負
担有

母子生活支援施設
ファミリエひかり

社会的養護を担う施設に従事する者の処遇の改善のため、令和
４年２月から収入を月額9,000円引き上げるための措置を実施す
ることを目的とする。

ひとり親家庭相談事業 (Ⅳ)-40 R3
子供家庭支
援課

15
西宮市立保育所会計年度
任用職員研修互助会補助
金

事業 931,000 803,500 △127,500 会員数の減 単独
西宮市立保育所会計年度任
用職員研修互助会

本会の会員間における互助活動（研修事業・福利厚生事業・給付
事業）を促進することを目的としている。

公立保育所管理運営事
業

(Ⅳ)-46 S54
保育所事業
課

16
民間保育所等賃借料補助
金

事業 17,365,632 17,365,632 0 単独
社会福祉法人任天会
　日野ひかりの森こども園
ほか３施設

土地又は建物を有料で借り受け、又は有料で使用して西宮市内
の保育所等の開設を促進することを目的としている。

民間保育所給付等事業
認定こども園給付等事業

（Ⅳ）-52
（Ⅳ）-56

H29
保育幼稚園
支援課

17
私立幼稚園教育振興補助
金

事業 41,721,000 39,637,000 △2,084,000 園児数の減 単独
学校法人一里山学園
　一里山幼稚園
ほか37施設

西宮市の幼児教育に不可欠な役割を果たしている西宮市内の私
立幼稚園等の教育の振興を図り、もって本市教育の維持充実及
び発展に資することを目的としている。 私立幼稚園教育振興補

助事業
(Ⅳ)-62 S28

保育幼稚園
支援課

18
特定教育・保育施設助成金
（民間保育所）

運営・
事業

451,643,459 470,836,660 19,193,201 対象施設の増

国・県
負担
有

宗教法人　豊乗寺
　月影保育所
ほか26施設

特定教育・保育施設（民間保育所）に助成金等を交付することに
より、小学校就学前の子供に対する教育及び保育の質の向上等
を目的としている。 民間保育所給付等事業 (Ⅳ)-52 Ｓ55

保育幼稚園
支援課

19
特定教育・保育施設助成金
（認定こども園）

運営・
事業

505,427,644 613,888,171 108,460,527 対象施設の増

国・県
負担
有

社会福祉法人神戸ＹＭＣＡ福
祉会
　西宮ＹＭＣＡ保育園
ほか20施設

特定教育・保育施設（認定こども園）に助成金等を交付することに
より、小学校就学前の子供に対する教育及び保育の質の向上等
を目的としている。 認定こども園給付等事業 (Ⅳ)-56 H27

保育幼稚園
支援課

20 産休等代替職員費補助金 事業 348,100 0 △348,100 対象者の皆減 単独 －

民間保育所等の職員が出産または傷病により長期にわたる継続
休暇を取得する場合、その代替職員にかかる経費を補助し、施設
における職員及び児童の処遇を確保することを目的としている。 民間保育所給付等事業

認定こども園給付等事業
（Ⅳ）-52
（Ⅳ）-56

H20
保育幼稚園
支援課

21 地域型保育事業補助金
運営・
事業

6,470,280 7,253,068 782,788 対象施設の増

国・県
負担
有

MAMA＆KIDS
ほか12事業所

延長保育事業費等に対する補助金を交付することにより、良質か
つ適切な地域型保育の提供体制を確保し、子供の保護者の選択
に資することを目的としている。 地域型保育給付等事業 (Ⅳ)-54 H27

保育幼稚園
支援課

22
病児保育事業普及定着促
進費補助金

事業 0 0 0
国・県
負担
有

－

病児保育事業を実施する施設の新規開設に係る費用を補助し、
病児保育事業の普及及び定着を促進することにより、児童の保
護者の子育てと就労を支援することとともに、児童福祉の充実を
図ることを目的としている。

地域型保育給付等事業 (Ⅳ)-54 Ｈ28
保育幼稚園
支援課

23
訪問型病児・病後児保育利
用料助成金

事業 94,515 222,798 128,283 申請件数の増 単独 個人

ベビーシッター等の派遣による病児・病後児保育サービスを利用
した児童の保護者に、当該サービスの利用料の一部を助成する
ことにより、保護者の経済的な負担の軽減を図り、保護者の子育
てを支援するとともに、児童福祉の充実を図ることを目的としてい
る。

地域型保育給付等事業 (Ⅳ)-54 Ｈ28
保育幼稚園
支援課

19



令和４年度補助金一覧表
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24
保育士宿舎借り上げ支援
事業補助金

事業 71,762,000 100,146,000 28,384,000 対象施設の増
国負
担有

社会福祉法人聖和福祉会
聖和乳幼児保育センター
ほか55施設

保育士の宿舎を借り上げるための費用の全部又は一部を支援す
ることによって、保育士の就業継続及び離職防止を図り、保育士
が働きやすい環境を整備することを目的としている。

民間保育所給付等事業
地域型保育給付等事業
認定こども園給付等事業

（Ⅳ）-52
（Ⅳ）-54
（Ⅳ）-56

H29
保育幼稚園
支援課

25
保育士試験による資格取得
支援事業補助金

事業 207,546 41,040 △166,506 対象者数の減
国負
担有

個人

保育士試験受験のための学習に要した費用を補助することで保
育士資格取得者の拡充を図り、子供を安心して育てることが出来
るような体制整備を行うことを目的としている。

民間保育所給付等事業
地域型保育給付等事業
認定こども園給付等事業

（Ⅳ）-52
（Ⅳ）-54
（Ⅳ）-56

H29
保育幼稚園
支援課

26
奨学金返済支援事業補助
金

事業 4,827,000 7,487,000 2,660,000 対象者数の増 単独 個人

奨学金の返済に係る費用を補助することによって、保育士の就業
継続及び離職防止を図り、保育士が働きやすい環境を整備する
ことを目的としている。

民間保育所給付等事業
地域型保育給付等事業
認定こども園給付等事業

（Ⅳ）-52
（Ⅳ）-54
（Ⅳ）-56

H31
保育幼稚園
支援課

27 保育体制強化事業補助金 事業 17,361,000 23,224,000 5,863,000 対象施設の増

国・県
負担
有

宗教法人豊乗寺
月影保育所　他29施設

地域住民や子育て経験者などの地域の多様な人材を保育に係る
周辺業務に活用し、保育士の負担を軽減することによって、保育
の体制を強化し、保育士の就業継続及び離職防止を図り、保育
士が働きやすい職場環境を整備するとともに、児童の園外活動時
の安全管理を図ることを目的としている。

民間保育所給付等事業
認定こども園給付等事業

（Ⅳ）-52
（Ⅳ）-56

H31
保育幼稚園
支援課

28
保育士等キャリアアップ研
修補助金

事業 6,616,000 7,854,000 1,238,000 参加人数の増
国負
担有

兵庫県が研修実施機関とし
て指定した西宮市内の団体
１法人

保育士等が技能を習得することによりキャリアアップできる仕組み
を構築し、職場への定着を促進するため、市内保育士等の研修
受講機会を確保することを目的としている。 民間保育所給付等事業 (Ⅳ)-52 H30

保育幼稚園
支援課

29
こども送迎センター事業補
助金

事業 11,668,000 12,362,000 694,000
送迎バスに関する人件費の
増

国負
担有

社会福祉法人みかり会
　高須の森

保護者にとって利便性の良い場所にこども送迎センターを設置
し、送迎センターから保育所等へ児童の送迎を可能とすることに
より、当該保育所から遠方に居住している児童の通園可能性を拡
大し、待機児童の解消を図るとともに地域子ども・子育て支援事
業等の充実や保育サービスの拡充を図る。

認定こども園給付等事業 (Ⅳ)-56 H31
保育幼稚園
支援課

30
認可外保育施設利用料補
助金

事業 38,524,013 67,905,870 29,381,857 対象人数等の増

国・県
負担
有

個人

認可外保育施設の利用料と補助限度額のいずれか低い金額と
認可保育所に入所した場合に負担する保育料との差額を幼児教
育・保育の無償化に係る施設等利用費と併せて補助する。 私立幼稚園等保護者負

担軽減事業
(Ⅳ)-60 H29

保育幼稚園
支援課

31
新型コロナウイルス感染症
拡大防止協力に伴う給食費
返還相当額補助金

✓ 事業 19,825,593 14,146,453 △5,679,140
新型コロナウイルス感染者数
等に係る社会情勢の影響に
よる減

単独
民間保育所　23施設
認定こども園　28施設
地域型保育事業所　3施設

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、民間保育所等から
の協力要請に応え、家庭保育を実施した２号認定子どもの保護
者に対し給食費を民間保育所等が返還する場合の当該給食費相
当額を補助する。

民間保育所給付等事業
地域型保育給付等事業
認定こども園給付等事業

（Ⅳ）-52
（Ⅳ）-54
（Ⅳ）-56

R1
保育幼稚園
支援課

32
ひょうご保育料軽減事業補
助金

事業 20,828,200 24,811,000 3,982,800 補助金の対象児童数の増
県負
担有

個人

兵庫県が実施するひょうご保育料軽減事業実施要綱に基づき、
利用者負担額の一部について助成することにより、子育てにかか
る経済的負担を軽減し、もって子育て環境の向上に資すること。 新制度認定関係事務 (Ⅳ)-64 H20 保育入所課

33
新型コロナウイルス感染症
緊急包括支援事業慰労金

✓ 事業 5,700,000 0 △5,700,000
県の新型コロナウイルス感染
症緊急包括支援事業が実施
されなかったことによる皆減

県負
担有

こども未来センターに勤務す
る職員104名、委託業者10名

新型コロナウイルスに感染すると重症化するリスクの高い患者、
施設利用者との接触を伴う等、心身に負担の高い業務の従事者
に対する慰労金。 診療・リハビリ事業

児童発達支援事業
発達・教育相談事業
地域・学校支援事業

(Ⅳ)-66
(Ⅳ)-68
(Ⅳ)-72
(Ⅳ)-74

R2

診療事業課
発達支援課
地域・学校
支援課

34
西宮市立こども未来セン
ター会計年度任用職員互
助会補助金

運営 178,000 84,000 △94,000
会計年度任用職員互助会会
員数の減（７名←16名）

単独
西宮市立こども未来センター
会計年度任用職員互助会

西宮市立こども未来センターに勤務する会計年度任用職員の互
助活動を促進することを目的としている。

児童発達支援事業 (Ⅳ)-68 H8 発達支援課

35
西宮市社会福祉協議会子
育て地域サロン事業補助金

事業 2,137,315 2,274,644 137,329
各地区への子育て地域サロ
ン運営補助金の増

単独
社会福祉法人
西宮市社会福祉協議会

子育て世代を中心に多世代が交流し憩える場「子育て地域サロ
ン」を開設し、地域の子育て支援の環境づくりを推進する事業。こ
の事業に補助することで、西宮市の子育て支援、地域の子育て支
援活動の充実と推進を図ることを目的としている。

子育て総合センター管理
運営事業

(Ⅳ)-78 H17
子育て総合
センター

36 段上児童館運営費補助金 事業 19,249,890 19,810,383 560,493 人件費及び事業費の増
国・県
負担
有

社会福祉法人
西宮市社会福祉事業団

中学３年生までの児童に対し、遊びの場、また子育て中の保護者
に対し、子育て支援の場を提供する段上児童館の運営経費を補
助している。この事業に補助することで児童に健全な遊び場を与
えてその健康を増進し、あわせてその情操をゆたかにすることを
目的としている。

児童館管理運営事業 (Ⅳ)-84 S63
子育て総合
センター
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令和４年度補助金一覧表

【こども支援局】

補助金の名称
コロナ関連
補助事業

種類
R2決算額

(円)
R3決算額

(円)
増減
(円)

増減の主な理由 構成 交付先 補助目的
所属する

事務事業名

事務事業評
価報告書の

ﾍﾟｰｼﾞ

補助開
始年度

所管課 備　　　考

37
西宮市地域子育て支援拠
点事業補助金

事業 47,975,000 44,596,000 △3,379,000 拠点数の１か所減による

国・県
負担
有

学校法人
武庫川学院ほか７団体

市内各地域において子育て支援の拠点となる常設の場を設置
し、子育て家庭の親とその子供に対して、子育て支援のための総
合的なサービスの提供を行うことを目的としている。

地域子育て支援事業
子育て支援拠点施設整
備事業

（Ⅳ)-80
（Ⅳ)-82

H27
子育て総合
センター

38
西宮市利用者支援事業補
助金

事業 22,077,000 23,066,000 989,000 補助基準額の増による

国・県
負担
有

学校法人関西学院ほか２団
体

一人一人の子供が健やかに成長することができる地域社会の実
現に寄与するため、子供及びその保護者等、または妊娠している
方がその選択に基づき、、教育・保育・保健その他の子育て支援
を円滑に利用できるよう、必要な支援を行うことを目的としてい
る。

地域子育て支援事業
子育て支援拠点施設整
備事業

（Ⅳ)-80
（Ⅳ)-82

H27
子育て総合
センター

39
西宮市子育て支援ルーム
事業補助金

事業 0 0 0 単独 －

地域子育て支援拠点事業として国・県の補助要件に満たない子
育て支援ルームを開設する幼稚園等に、開設準備や運営にかか
る経費の一部を助成し、西宮市地域子育て支援拠点事業の空白
地域を補完することを目的としている。

地域子育て支援事業
子育て支援拠点施設整
備事業

（Ⅳ)-80
（Ⅳ)-82

H27
子育て総合
センター

40

にしのみやしファミリー・サ
ポート・センター新型コロナ
ウイルス感染症対策事業
補助金

✓ 事業 294,800 △294,800
補助事業の実施が無かった
ことによる皆減

国・県
負担
有

にしのみやしファミリー・サ
ポート・センター依頼会員

小学校の臨時休業等により、ファミリー・サポート・センター事業を
利用する場合の利用料を助成する。

ファミリーサポートセン
ター事業

(Ⅳ)-76 R2
子育て総合
センター

令和２年度末廃止。

2,306,498,599 3,119,300,852 812,802,253計
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令和４年度補助金一覧表

【環境局】

補助金の名称
コロナ関連
補助事業

種類
R2決算額

(円)
R3決算額

(円)
増減
(円)

増減の主な理由 構成 交付先 補助目的
所属する

事務事業名

事務事業評
価報告書の

ﾍﾟｰｼﾞ

補助開
始年度

所管課 備　　　考

1
西宮市浴場商業協同組合
補助金

事業 2,360,000 2,360,000 0 単独 西宮浴場商業協同組合

西宮浴場商業協同組合が行う事業に要する経費に対して補助金
を交付することにより、公衆浴場の適正な運営を確保するとともに
保健衛生及び公衆衛生並びに福祉の増進に寄与することを目的
としている。

公衆衛生向上補助事業 (Ⅱ)-218 S49 環境総務課

2
西宮市公衆浴場設備改善
資金利子補給金

事業 0 0 0
県負
担有

個人

公衆浴場の設備の近代化を促進するため、施設改善事業に要す
る経費について、利子の一部を補助することにより、経営の安定
を図るとともに、地域住民の公衆衛生の維持、向上及び福祉の増
進に寄与することを目的としている。

公衆衛生向上補助事業 (Ⅱ)-218 S52 環境総務課

3
西宮市環境衛生協議会補
助金

運営 5,975,177 5,775,739 △199,438 単独 西宮市環境衛生協議会

各地区組織の育成強化、環境衛生・保健衛生に関する意識の高
揚を図るため、各種啓発活動、実践活動を実施している。この事
業を実施することで、市と協働でごみの減量やリサイクルによる
循環型社会の形成を図ることを目的としている。

環境衛生協議会補助事
業

(Ⅱ)-228 S32
環境学習都
市推進課

4
エココミュニティ会議活動補
助金

運営 979,354 1,001,144 21,790 単独
各地域のエココミュニティ会
議 R2/19地域
R3/18地域

環境まちづくりを進める地域活動推進組織である「エココミュニティ
会議」の活動経費を補助することにより、地域の環境課題の抽出
及び課題解決の取り組みや、地域における環境まちづくりを推進
し持続可能な地域社会の実現を図ることを目的としている。

環境学習都市推進事業 (Ⅱ)-220 H17
環境学習都
市推進課

5
西宮市燃料電池・蓄電池導
入促進補助金

事業 13,000,000 △13,000,000 制度の見直しのため 単独
個人
補助件数306件

「第二次西宮市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」に基づ
き、本市の民生家庭部門から排出される温室効果ガスの削減を
目的として、対象設備（エネファーム・蓄電池）を導入した個人に
対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

エネルギー政策推進事業 (Ⅱ)-224 H29
環境学習都
市推進課

令和２年度末廃止。

6
西宮市エコ・エネルギーシ
ステム導入促進補助金

事業 12,000,000 12,000,000 制度の見直しのため 単独
個人
補助件数249件

「第二次西宮市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」に基づ
き、本市の民生家庭部門から排出される温室効果ガスの削減を
目的として、対象設備（エネファーム・蓄電池）を導入した個人に
対し、予算の範囲内において補助金を交付する。※令和3年度
は、蓄電池と同時に太陽光発電を新設して申請された場合は、補
助金額の加算を実施した。

エネルギー政策推進事業 (Ⅱ)-224 R3
環境学習都
市推進課

令和３年度末廃止。

7
一般財団法人西宮市都市
整備公社補助金（派遣職員
分）

運営 2,861,977 3,005,611 143,634
給与改定による人件費の増
（補助対象：２名）

単独
一般財団法人
西宮市都市整備公社

西宮市都市整備公社に派遣した職員の人件費（斎園分）を補助
することにより、公社が実施する斎園管理事業の安定的な運営と
充実を図り、もって住民福祉の向上に寄与することを目的としてい
る。

葬儀・斎場管理運営事業 (Ⅱ)-234 H22 斎園管理課

8
西宮市自動車環境総合改
善対策費補助金

事業 0 0 0
県負
担有

－

市内に使用の本拠を置く一般貨物自動車運送事業者等による低
公害車の導入事業に要する経費の一部を補助することにより、低
公害車の普及を促進し、もって自動車排出ガスによる大気の汚染
を防止し、市民の健康の保護と生活環境の保全を図ることを目的
としている。

環境監視事業 (Ⅱ)-246 H20 環境保全課 平成３１年度に名称変更。

9
折り畳み式ネットボックス等
購入費補助金

事業 16,763,900 15,261,200 △1,502,700 申請件数の減のため 単独
ごみステーションを実質的に
管理している者または団体
等の代表者

ごみステーションの利用者が、カラス被害防止対策として購入した
折り畳み式ネットボックス購入費用に対し、その一部を補助するも
の。 じんかい収集事業 (Ⅱ)-256 R2 美化企画課

41,940,408 39,403,694 △2,536,714計
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令和４年度補助金一覧表

【都市局】

補助金の名称
コロナ関連
補助事業

種類
R2決算額

(円)
R3決算額

(円)
増減
(円)

増減の主な理由 構成 交付先 補助目的
所属する

事務事業名

事務事業評
価報告書の

ﾍﾟｰｼﾞ

補助開
始年度

所管課 備　　　考

1 隅切り用地拡幅奨励金 事業 390,000 260,000 △130,000 申請件数減による 単独 法人　2件

狭あい道路の隅切り用地については、建築基準法で後退が義務
付けられていないため、用地協力する土地所有者に対して奨励
金を交付し、整備を促進することを目的としている。 狭あい道路拡幅事業 (Ⅴ)-16 Ｈ26

市街地整備
課

2
西宮市人生いきいき住宅改
造助成事業（一般型）

事業 9,387,000 10,647,000 1,260,000
申請件数の増による
Ｒ2年度：69件
Ｒ3年度：72件

国・県
負担
有

65歳以上の高齢者のいる世
帯　72件

既存住宅を高齢者等に配慮したバリアフリー住宅に改造する場
合、申請者に対し改造工事費用の一部を助成することで、住み慣
れた住宅で安心して自立した生活を送ることができる住環境を整
備することを目的としている。

住まい関連推進事業 (Ⅴ)-26 H8
すまいづくり
推進課

西宮市人生80年いきいき
住宅改造助成事業（一般
型）を平成31年4月1日に名
称変更

3
西宮市人生いきいき住宅改
造助成事業（共同住宅（分
譲）共用型）

事業 600,000 450,000 △150,000
申請件数の減による
Ｒ2年度：4件
Ｒ3年度：2件

国・県
負担
有

分譲共同住宅の管理組合
2件

既存分譲共同住宅の管理組合が共用部分を高齢者等に配慮し
たバリアフリー改造する場合、申請者に対し改造工事費用の一部
を助成することで、住み慣れた住宅で安心して自立した生活を送
ることができる住環境を整備することを目的としている。

住まい関連推進事業 (Ⅴ)-26 H14
すまいづくり
推進課

西宮市人生80年いきいき
住宅改造助成事業（共同
住宅（分譲）共用型）を平成
31年4月1日に名称変更

4
西宮市空き家等地域活用
支援事業補助金

事業 0 0 0
国負
担有

－

空き家や住まいの空きスペースを地域コミュニティ活動等の公益
的活動に活用する際、必要となるリフォームや清掃費用の一部の
補助を行うことで、活動に適した環境を整備することを目的として
いる。

住まい関連推進事業 (Ⅴ)-26 Ｈ28
すまいづくり
推進課

5
西宮市戸建賃貸住宅住替
改修支援事業補助金

事業 509,000 0 △509,000
申請件数の減による
Ｒ2年度：1件
Ｒ3年度：0件

単独 　　　　　　　 　－

一般社団法人移住・住みかえ支援機構の「マイホーム借上げ制
度」の利用者のうち、一定要件を満たす場合、賃貸を行うために
必要となる改修等費用の一部を市が補助することで、住宅ストッ
クの形成と良質な持家の賃貸化を促進し、もって年齢層や生活ス
タイルの変化に応じた住替えの円滑化を図る。

住まい関連推進事業 (Ⅴ)-26 Ｈ28
すまいづくり
推進課

6
西宮市空き家跡地活用まち
づくり推進事業補助金

事業 0 0 0
国負
担有

－

老朽化が激しく利活用が困難な空き家を対象に、空き家の跡地を
公益的活動に利用することに限り必要となる解体費及び跡地整
備費の一部を補助を行うことで、利活用が困難な空き家に対し
て、所有者への自主解体を促すとともに、住環境の改善を図るこ
とを目的としている。

住まい関連推進事業 (Ⅴ)-26 Ｈ29
すまいづくり
推進課

7
西宮市住宅耐震改修促進
事業

事業 11,590,000 13,383,000 1,793,000 申請件数が増えたため

国・県
負担
有

住宅所有者等

阪神淡路大震災の教訓をふまえ、住宅の耐震改修等を行う建築
物の所有者に対しその費用の一部を補助することで、安心・安全
な住まい・まちづくりの推進を図ることを目的としている。 耐震化促進等事業 (Ⅴ)-36 H21 建築指導課

8
西宮市大規模多数利用建
築物等耐震化助成事業補
助金

事業 0 0 0
国・県
負担
有

－

建築物の耐震改修の促進に関する法律で定める特定既存耐震
不適格建築物の耐震診断費及び耐震補強設計費等の一部を補
助することで、耐震化を促進することを目的としている。 耐震化促進等事業 (Ⅴ)-36 H27 建築指導課

9
西宮市吹付けアスベスト除
去等補助金

事業 209,000 737,000 528,000
令和3年度より除却予定の建
築物も対象とし、申請件数が
増えたため

国負
担有

建築物所有者等

民間の既存建築物に吹付けられたアスベストの飛散から市民の
健康被害を予防する。

耐震化促進等事業 (Ⅴ)-36 H23 建築指導課

10
西宮市緊急輸送道路沿道
建築物耐震化助成事業補
助金

事業 3,000,000 0 △3,000,000
予定されていた申請が無
かったため

国・県
負担
有

－

兵庫県地域防災計画に定める緊急輸送道路に面する建築物の
耐震診断費及び耐震補強設計費の一部を補助することで、公共
の福祉の確保に資することを目的とする。 耐震化促進等事業 (Ⅴ)-36 H25 建築指導課

11
西宮市住宅土砂災害対策
防護壁等整備支援事業補
助金

事業 0 0 0
国・県
負担
有

－

土砂災害特別警戒区域内の民間住宅について土砂災害対策改
修費の一部を補助することで、居住者の人命と財産の保護を図る
ことを目的とする。 耐震化促進等事業 (Ⅴ)-36 H29 建築指導課

12
西宮市住宅土砂災害対策
移転等支援事業補助金

事業 0 0 0
国・県
負担
有

－

土砂災害における居住者の被害を防ぐため、土砂災害特別警戒
区域（ＲＥＤ区域）内の既存住宅に対し、移転支援として既存建物
の除去費、移転先建物の建設費及び購入費の一部を補助する。 耐震化促進等事業 (Ⅴ)-36 H31 建築指導課

13
公募停止住宅共益費補助
金

事業 1,284,995 1,511,257 226,262 補助対象経費の増。 単独 補助対象住宅の管理人等

「西宮市営住宅整備・管理計画」等に基づき市が政策空家として
公募を行わないことにより、共益費の入居者負担額が過重になら
ないよう、市が一定額の補助を行い、共用部分・共同施設が円滑
に維持管理できることを目的としている。

市営住宅等管理業務 (Ⅴ)-38 H17 住宅管理課

26,969,995 26,988,257 18,262計
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令和４年度補助金一覧表

【土木局】

補助金の名称
コロナ関連
補助事業

種類
R2決算額

(円)
R3決算額

(円)
増減
(円)

増減の主な理由 構成 交付先 補助目的
所属する

事務事業名

事務事業評
価報告書の

ﾍﾟｰｼﾞ

補助開
始年度

所管課 備　　　考

1
西宮市民間自転車等駐車
場整備補助金

事業 0 0 単独 －

鉄道駅周辺の空き地等を活用した民間による利便性の高い自転
車等駐車場の整備を促進する。

自転車対策事業 (Ⅴ)-56 R3
自転車対策
課

2 交通指導員会補助金 事業 111,000 41,000 △70,000 助成事業対象経費の減 単独
西宮交通指導員会

地域行事における交通整理や主要交差点における交通立番な
ど、交通事故の減少に努め、市民の安全確保を図る。

交通安全対策事業 (Ⅴ)-60 H11
交通安全対
策課

3
新西宮ヨットハーバー施設
改修利子補給金

事業 573,649 461,273 △112,376 支払利子の減 単独
新西宮ヨットハーバー株式会
社

新西宮ヨットハーバー株式会社が老朽化施設の改修工事のた
め、民間金融機関から借入した。その借入等に伴う利息を出資者
である県、市及び主要民間株主が一定比率で負担（令和４年度ま
で）することにより、施設の安全性や経営の安定を図る。

臨海対策事務 (Ⅴ)-62 H25 臨海対策課

4
西宮を花と緑にする会補助
金

事業 771,000 771,000 0 単独 西宮を花と緑にする会

市民があいたずさえて、“みどりと青空の明るいまち”づくりの実践
に努めることを目的とする西宮を花と緑にする会に対し助成をす
ることで、市民と協働の花と緑のまちづくりを推進する。 花と緑のまちづくり事業 (Ⅴ)-88 S46 花と緑の課

5
西宮市住まいの緑化助成
金

事業 1,052,350 1,122,200 69,850 助成対象事業量の増 単独 個人

民有地に新たに緑を創出し、公開性や視認性の高い緑化などの
効果的な緑化を推進するため、緑化工事費の一部を助成する。

花と緑のまちづくり事業 (Ⅴ)-88 H31 花と緑の課

6 松くい虫防除事業補助金 事業 398,776 454,889 56,113 申請件数の増 単独
・個人（土地所有者・管理者）
・事業者

市内の松樹の所有者または管理者で、松くい虫防除事業を実施
した者に対して、市がその経費の一部を補助することにより松くい
虫による被害のまん延防止を図る。 生物多様性推進事業 (Ⅴ)-96 S49 花と緑の課

7 保護地区等保存助成金 事業 57,740 55,220 △2,520
算定基礎となる固定資産税
評価額の減

単独 セルヴィオ管理組合

自然と共生するまちづくりに関する条例第33条及び自然と共生す
るまちづくりに関する条例施行規則第17条第1項第1号及び第2号
の規定に基づき、保護地区及び景観樹林保護地区の土地の所有
者又は賃借している者が、保護地区及び景観樹林保護地区を良
好に維持することで環境保全を図る。

生物多様性推進事業 (Ⅴ)-96 S48 花と緑の課

8 保護地区等保存奨励金 事業 647,492 635,792 △11,700 保護樹木の総数の減 単独
夙川土地株式会社
ほか78件

自然と共生するまちづくりに関する条例第33条及び自然と共生す
るまちづくりに関する条例施行規則第17条第1項第4号の規定に
基づき、保護地区及び保護樹木等の所有者又は占有者が、保護
地区及び保護樹木等を良好に維持することで環境保全を図る。 生物多様性推進事業 (Ⅴ)-96 S48 花と緑の課

3,612,007 3,541,374 △ 70,633計
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令和４年度補助金一覧表

【消防局】

補助金の名称
コロナ関連
補助事業

種類
R2決算額

(円)
R3決算額

(円)
増減
(円)

増減の主な理由 構成 交付先 補助目的
所属する

事務事業名

事務事業評
価報告書の

ﾍﾟｰｼﾞ

補助開
始年度

所管課 備　　　考

1 消防団運営交付金 運営 1,591,096 2,020,000 428,904

新型コロナウイルス感染症の
影響により縮小していた事業
の一部を実施したため。 単独 西宮市消防団

団本部、各分団に車両、車庫の日常的な維持管理や、その他物
品購入に必要な経費として交付している。運営費を交付すること
により、各分団の実状に応じた、即時対応が可能であり、円滑な
運営の実現を目的としている。

消防団運営事業 (Ⅰ)-174 S33
消防局
総務課

1,591,096 2,020,000 428,904計
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令和４年度補助金一覧表

【教育委員会】

補助金の名称
コロナ関連
補助事業

種類
R2決算額

(円)
R3決算額

(円)
増減
(円)

増減の主な理由 構成 交付先 補助目的
所属する

事務事業名

事務事業評
価報告書の

ﾍﾟｰｼﾞ

補助開
始年度

所管課 備　　　考

1
西宮市立学校調理員会計
年度任用職員互助会補助
金

事業 2,951,000 2,968,000 17,000 互助会会員が増えたため。 単独
西宮市立学校調理員会計年
度任用職員互助会

西宮市立学校調理員会計年度任用職員互助会が、互助会会員
の相互扶助及び福利増進を図るために行う事業に要する経費の
一部を補助し、もって本市教育の維持充実及び発展に資すること
を目的とする。

教育委員会人事関係事
務

(Ⅳ)-92 S56 教育人事課

2
西宮支援学校介助員会計
年度任用職員互助会補助
金

事業 276,000 276,000 0 単独
西宮支援学校介助員会計年
度任用職員互助会

西宮支援学校介助員会計年度任用職員互助会が、互助会会員
の相互扶助及び福利増進を図るために行う事業に要する経費の
一部を補助し、もって本市教育の維持充実及び発展に資すること
を目的とする。

教育委員会人事関係事
務

(Ⅳ)-92 S56 教育人事課

3
西宮市学校給食調理業者
衛生管理改善事業補助金

✓ 事業 647,733 △ 647,733
令和２年度末に廃止したた
め。

国負
担有

松屋製パン株式会社、西宮
木村家、秋田製麺所

令和元年度中に契約を行い、学校の臨時休業による学校給食休
止に伴い、契約変更等を行った学校給食調理業者で、令和２年４
月以降の学校給食再開に向けた新型コロナウイルス感染症を踏
まえた衛生管理の徹底・改善を図るために要した、職員研修に係
る経費および設備等の購入に係る経費の一部を補助する。

給食管理運営事業 (Ⅳ)-118 R2 学校給食課 令和２年度末廃止。

4
西宮市子ども会協議会補
助金

運営・
事業

2,857,000 2,809,000 △ 48,000
コロナ禍により事業数が減少
したため。

単独 西宮市子ども会協議会

西宮市子ども会協議会が青少年の健全育成のために実施する事
業及び団体の運営経費の全部又は一部を補助することにより、
当該団体の運営を円滑に推進し、青少年健全育成活動の基盤づ
くりを促進することを目的としている。

青少年育成事業 (Ⅳ)-132 S37 青少年育成課

5
地区青少年愛護協議会補
助金

運営・
事業

6,646,137 6,928,845 282,708

令和2年度はコロナ禍により
各地区の事業が減っていた
が、令和3年度は事業を行う
地区が増えたため。

単独
浜脇地区青少年愛護協議会
ほか38団体

地区青少年愛護協議会が実施する事業及び団体の運営経費の
全部又は一部を補助することにより、青少年に地域活動の機会と
場を提供し社会参加を促すとともに、地域コミュニティの活性化と
青少年健全育成活動の促進を図ることを目的としている。 青少年育成事業 (Ⅳ)-132 S43 青少年育成課

6
青少年育成支援事業補助
金

事業 72,040 98,595 26,555
令和2年度はコロナ禍により
事業内容を縮小していたが、
令和3年度は緩和したため。

単独
・ボーイスカウト西宮連合会
・ガールスカウト西宮市協議
会

ボーイスカウト、ガールスカウトが行う、次世代育成を通じて地域
の貢献や活性化に寄与する事業を支援し、地域の青少年育成活
動を促進することを目的としている。 青少年育成事業 (Ⅳ)-132 H21 青少年育成課

7
西宮市青少年補導委員連
絡協議会補助金

運営 132,000 132,000 0 単独
西宮市青少年補導委員連絡
協議会

西宮市青少年補導委員連絡協議会が実施する事業及び当該団
体の運営に関する経費の一部を補助することにより、補導委員相
互の連絡を密にし、青少年の健全育成・非行化防止を推進するこ
とを目的としている。

青少年補導関係事業 (Ⅳ)-182 S59
学校保健安全
課

8
西宮市立山口小学校船坂
地区児童通学補助金

事業 756,800 756,800 0 単独
旧船坂小学校区内に居住
し、山口小学校へ継続的に
バス通学する児童の保護者

本市に残された貴重な里山を有する山村地域を活性化するという
観点から、小規模学校として小学校を廃校した地域における教育
条件の特殊事情を考慮し、旧船坂小学校区内に居住し、山口小
学校に在籍する児童を対象にした通学に要する交通費を補助す
ることにより、山口町船坂地区における子育て世代の維持及び増
加を図り、もって地区全体の振興に資することを目的としている。

学籍等事務 (Ⅳ)-142 H27 学事課

9
西宮市立小・中学校遠距離
通学費等補助金

事業 5,966,930 5,463,256 △ 503,674 対象者が減少したため。 単独
遠距離通学等をする児童・
生徒の保護者

校区の学校への通学距離が小学校４㎞、中学校６㎞以上の遠距
離通学となる場合や、北部地域の国道整備に伴う徒歩通学の安
全が確保できない場合において、バス通学にかかる経費を補助
することによって、保護者の経済的負担の軽減と義務教育の円滑
な運営を図ることを目的としている。

学籍等事務 (Ⅳ)-142 H25 学事課

10
各種競技大会選手派遣旅
費等補助金

事業 808,960 3,393,140 2,584,180

令和2年度はコロナ禍により
多数の大会等が中止となっ
たが、令和3年度は実施され
たため。

単独
各校部活動運営委員会
又は課外活動運営委員会

学校における課外活動・部活動等の成果発表を目的とした対外
的行事への参加に必要な旅費等を補助し、もって学校の体育的
及び文化的水準の向上とその振興を図ることを目的としている。 学習研修等奨励事業 (Ⅳ)-162 不明 学校教育課

11

西宮市立中学校中学生米
国（スポーケン市）夏期キャ
ンプ等生活体験派遣団補
助金

事業 0 0 0 単独 派遣団

市立中学生をスポーケン市に引率し、国際社会の一員として広い
視野を持った人材育成を目的として行う事業の経費の一部を補
助し、もって本市教育の維持充実及び発展に資することを目的と
している。

学習研修等奨励事業 (Ⅳ)-162 S60 教育研修課 教育振興基金より充当。

12
西宮市学校体育連盟補助
金

運営 10,450 120,454 110,004

令和2年度はコロナ禍により
予定した事業が実施できず、
令和3年度は一部実施された
ため。

単独 西宮市学校体育連盟

西宮市の学校体育活動の振興及び市民の体育振興等の事業に
要する経費の一部を補助し、もって本市教育の維持充実及び発
展に資することを目的としている。 学校体育推進事業 (Ⅳ)-164 H2 学校教育課

13
西宮市立学校全国大会出
場奨励金

事業 80,000 380,000 300,000

令和2年度はコロナ禍により
多数の大会等が中止となっ
たが、令和3年度は実施され
たため。

単独
大会出場権を得た学校の部
活動運営委員会等

市立学校が全国大会に出場することで、本市の知名度を上げ、
市民の誇りとなり、子供の夢をはぐくむことに寄与する当該部活動
を支援する事業に対して奨励金を交付し、もって本市教育の充実
及び発展に資することを目的としている。 学習研修等奨励事業 (Ⅳ)-162 H26 学校教育課
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令和４年度補助金一覧表

【教育委員会】

補助金の名称
コロナ関連
補助事業

種類
R2決算額

(円)
R3決算額

(円)
増減
(円)

増減の主な理由 構成 交付先 補助目的
所属する

事務事業名

事務事業評
価報告書の

ﾍﾟｰｼﾞ

補助開
始年度

所管課 備　　　考

14
西宮市学校給食関係事業
者臨時休業支援補助金

✓ 事業 12,088,955 △ 12,088,955
令和２年度末に廃止したた
め。

国負
担有

公益財団法人兵庫県体育協
会兵庫県学校給食食育支援
センター所長

学校の臨時休業に伴いキャンセルを行った学校給食用米飯・パ
ン業者に対し、製造を予定していた数量にかかる加工賃の一部を
補助することにより、新型コロナウイルス感染症終息後に滞りなく
給食を再開できるよう支援することを目的としている。 給食管理運営事業 (Ⅳ)-118 R2 学校給食課 令和２年度末廃止。

33,294,005 23,326,090 △ 9,967,915計
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