
安全・安心 交野市防犯カメラ設置補助金
犯罪等の発生の抑止や市民の安心安全の確保、犯罪が発生し
た場合の早期解決を図るために屋外の公共空間に防犯カメラ
を設置する地区に対して、設置経費の一部を助成します。

地域 危機管理室 892-0121　【代表】

安全・安心 交野市防犯灯電気料金補助金
地域の犯罪や交通事故を防止するために地区が設置する防犯
灯の電気料金の一部を助成します。

地域 危機管理室 892-0121　【代表】

安全・安心 交野市地区防災マップ作成補助金
地域の防災力の向上を目的に防災活動に必要な情報を記載し
たマップを作成する地区に対して助成します。

地域 危機管理室 892-0121　【代表】

安全・安心 交野市自主防災組織防災資機材整備に関する助成金
地区における自主的な防災組織の育成や活動を支援するため、
自主防災組織が防災資機材を整備する地区に対して助成しま
す。

地域 危機管理室 892-0121　【代表】

安全・安心 地域施設等整備補助金
地区や自治会が、地域における福祉の向上や住民自治の振興
のために地域施設の整備を行う場合に助成します。

地域 地域振興課 892-0121　【代表】

安全・安心 交野市交通安全対策事業補助金
交通安全思想の高揚、安全教育、啓発運動の推進に向けた交通
安全啓発事業を実施する団体に対して、事業費の一部を助成し
ます。

団体・事業者 危機管理室 892-0121　【代表】

安全・安心 交野市防犯関係団体補助金
市の安全で安心なまちづくりのために各種防犯事業を実施す
る防犯関係団体に対し、事業費の一部を助成します。

団体・事業者 危機管理室 892-0121　【代表】

安全・安心 交野市消防団事業補助金

交野市消防団の事業の円滑な実施を確保する観点から、事業
補助金を交付することとし、その事業の成果に立脚して、消防
団を中核とした地域防災力の充実強化を図ることを目的として
助成します。

団体・事業者 消防総務課 892-0011　（直通）

安全・安心 交野市消防団員福祉共済制度掛金補助

交野市消防団員の死亡、障害時の給付を内容とする消防団員
等福祉共済制度の掛金を補助することにより、団員相互扶助共
済への支援を通して、消防体制の充実に資することを目的とし
て助成します。

団体・事業者 消防総務課 892-0011　（直通）
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安全・安心 交野市人権協会補助金
市民の人権意識の高揚を図るために啓発事業等を実施する交
野市人権協会に対し、事業費を助成します。

団体・事業者
人権と暮らしの

相談課
817-0997（直通）

子育て
私立認定こども園等事業費補助金
（施設整備含む）

私立認定こども園が、子育て支援の充実化に関する事業を実施
する場合に助成します。

団体・事業者 こども園課 893-6407　（直通）

子育て 私立認定こども園等子育て支援事業補助金
私立認定こども園等に対し、子育て親子が参加する地域交流
や、印刷物の発行等の情報提供、子育て支援に関する各種講座
の開催事業等に対して助成します。

団体・事業者 こども園課 893-6407　（直通）

子育て 私立幼稚園子育て支援事業補助金
幼稚園に対し、子育て親子が参加する地域交流や、印刷物の発
行事等の情報提供、子育て支援に関する各種講座の開催事業
等に対して助成します。

団体・事業者 　 こども園課 893-6407　（直通）

子育て 一時預かり事業補助金
一時預かり事業を実施する認定こども園等に対して、費用の一
部を助成します。

団体・事業者 こども園課 893-6407　（直通）

子育て 母子寡婦福祉会補助金
市内の母子・父子家庭及び寡婦を支援する事業を行う団体に対
して、事業費の一部を助成します。

団体・事業者 https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2013012800054/ 子育て支援課 893-6406　（直通）

子育て 病児保育事業補助金
保護者の子育てや就労の両立を支援し、子どもの健全な育成及
び福祉の向上を図るための病児保育事業を実施する場合に助
成します。

団体・事業者 子育て支援課 893-6406　（直通）

子育て 子どもの居場所づくり事業補助金
子どもの心身の健やかな成長を支援する目的として、子どもの
居場所づくりに関する多様な取り組みに対して事業の一部を助
成します。

団体・事業者 https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2021040500037/ 子育て支援課 893-6406　（直通）

教　育 交野市人権教育研究協議会補助金
教育文化並びに体育の振興をはかるために、義務教育関係団
体に対して事業費の一部を助成します。

団体・事業者 指導課
810-0522　（直通）
810-8022　（直通）

教　育 交野市支援教育研究会補助金
教育文化並びに体育の振興をはかるために、義務教育関係団
体に対して事業費の一部を助成します。

団体・事業者 指導課
810-0522　（直通）
810-8022　（直通）
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教　育 交野市小中学校校長会・教頭会補助金
教育文化並びに体育の振興をはかるために、義務教育関係団
体に対して事業費の一部を助成します。

団体・事業者 指導課
810-0522　（直通）
810-8022　（直通）

教　育 交野市教育研究会補助金
教育文化並びに体育の振興をはかるために、義務教育関係団
体に対して事業費の一部を助成します。

団体・事業者 指導課
810-0522　（直通）
810-8022　（直通）

教　育 交野市小中学校生活指導研究協議会補助金
教育文化並びに体育の振興をはかるために、義務教育関係団
体に対して事業費の一部を助成します。

団体・事業者 指導課
810-0522　（直通）
810-8022　（直通）

教　育 地域スポーツ振興事業補助金

市民の生涯スポーツ活動を促進することを目的に、スポーツ振
興・健康増進、青少年の健全育成に加え、各種団体と連携し、産
業振興や地域活性化に繋げ、市全体を盛り上げる事業を行う団
体に対して助成します。

団体・事業者 社会教育課 892-7721　（代表）

教　育 社会教育事業補助金
市民の文化・スポーツ活動等生涯学習の促進を図ることを目的
として、社会教育関係団体が実施する社会教育事業を支援す
る。

団体・事業者 社会教育課 892-7721　（代表）

教　育 子ども会スポーツ・文化活動助成事業費補助金
子ども会の文化・スポーツ活動の促進を目的とした事業を行う
団体に対して、事業費の一部を助成します。

団体・事業者 青少年育成課 892-7721　（代表）

教　育 中学校部活動派遣補助金
体育振興及び文化振興を主眼とした大会等に、交野市立中学
校の生徒を派遣した場合の経費に対し、活動費の一部を助成し
ます。

市立中学校 指導課
810-0522　（直通）
810-8022　（直通）

健康・福祉 （一社）交野市医師会補助金
（一社）交野市医師会が実施する、市民の健康維持・増進を目的
とした事業や市民への健康に対する正しい知識の普及啓発に
関する事業に対して助成します。

団体・事業者 健康増進課 893-6405　（直通）

健康・福祉 （一社）交野市歯科医師会補助金
（一社）交野市歯科医師会が実施する、市民の健康維持・増進を
目的とした事業や市民への健康に対する正しい知識の普及啓
発に関する事業に対して助成します。

団体・事業者 健康増進課 893-6405　（直通）

健康・福祉 北河内薬剤師会交野班補助金
北河内薬剤師会交野班が実施する、市民の健康保持・増進を目
的とした事業や市民への薬に対する正しい知識の普及に関す
る事業に対して助成します。

団体・事業者 健康増進課 893-6405　（直通）
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健康・福祉
交野市健康福祉フェスティバル実行委員会
健康フェア部会補助金

市民の健康意識の向上や、健康福祉に対する知識の普及の場
として健康福祉フェスティバルを開催するため、実行委員会
フェア部会に対して事業実施に係る費用を助成します。

団体・事業者 健康増進課 893-6405　（直通）

健康・福祉 住宅改修理由書作成負担金
居宅介護支援事業者等が、居宅介護支援の提供を受けていな
い要介護者等に対し、住宅改修理由書の作成を行った場合に助
成します。

団体・事業者 高齢介護課 893-6409　（直通）

健康・福祉 交野市老人クラブ連合会活動補助金
老人クラブの発展と老人福祉の増進のため、国の定める「老人
クラブ等事業運営要綱」に規定される事業を実施する団体に、
事業費の一部を助成します。

団体・事業者 高齢介護課 893-6409　（直通）

健康・福祉 社会福祉法人利用者負担額軽減助成金
介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、低所得で
生計困難者等の介護保険サービスの利用促進を図ることを目
的に、利用者負担を軽減した場合、その一部を助成します。

団体・事業者 高齢介護課 893-6409　（直通）

健康・福祉 交野市シルバー人材センター事業補助金

高年齢者の健康で生きがいのある生活の実現と、地域社会の
福祉の向上と活性化を目的に、公益社団法人交野市シルバー
人材センターの円滑な運営のため、当該団体が行う事業費の一
部を助成します。

団体・事業者 高齢介護課 893-6409　（直通）

健康・福祉 街かどデイハウス事業補助金
地域の高齢者の自立生活等に取組み、介護予防及び生活支援
を図ることを目的に、街かどデイハウス事業を実施する事業所
に対して、事業費の一部を助成します。

団体・事業者 高齢介護課 893-6409　（直通）

健康・福祉 自発的活動支援事業補助金

障害者等、障害者等の家族、地域住民等により、障害者等が自
立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにするた
めの活動が自発的に行われるよう支援事業を行う団体に助成
します。

団体・事業者 障がい福祉課 893-6400　【代表】

健康・福祉 避難行動要支援者名簿の更新に係る補助金
老人クラブの発展と老人福祉の増進のため、国の定める「老人
クラブ等事業運営要綱」に規定される事業を実施する団体に、
事業費の一部を助成します。

団体・事業者 福祉総務課 893-6400　【代表】

健康・福祉 送迎車両購入費助成補助金
　介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、低所得で
生計困難者等の介護保険サービスの利用促進を図ることを目
的に、利用者負担を軽減した場合、その一部を助成します。

団体・事業者 福祉総務課 893-6400　【代表】

健康・福祉 小地域活動推進事業補助金

概ね小学校区を地域の単位とし、地域の高齢者、障がい者（児）
及び子育て中の親子等、自立生活を行う上で支援を必要とする
方が安心して生活できるよう、地域住民の参加と協力による支
えあい、助け合い活動の推進に係る事業を実施する団体に助成
します。

団体・事業者 福祉総務課 893-6400　【代表】

4



所管部署
　（市外局番：072）

区分 補助制度名称 制度の紹介ページ（ＵＲＬ）趣旨・目的 補助の対象

健康・福祉 交野市民生員児童委員協議会補助金
地域の福祉の向上を目的に、地域住民からの相談に応じて行わ
れる支援事業を実施する団体に対して助成します。

団体・事業者 福祉総務課 893-6400　【代表】

健康・福祉 枚方・交野地区保護司会補助金
犯罪予防活動や、罪を犯した人の立ち直りに関する支援事業を
実施する団体に対して助成します。

団体・事業者 福祉総務課 893-6400　【代表】

健康・福祉 交野市遺族会補助金
戦没者遺族等への支援事業を実施する団体に対して助成しま
す。

団体・事業者 福祉総務課 893-6400　【代表】

健康・福祉 交野市献血推進協議会補助金 献血の推進に係る事業を実施する団体に対して助成します。 団体・事業者 福祉総務課 893-6400　【代表】

健康・福祉 枚方・交野地区更生保護女性会補助金
罪を犯した人の立ち直りに関する事業を実施する団体に対して
助成します。

団体・事業者 福祉総務課 893-6400　【代表】

暮らし 交野市消費者団体活動補助金
消費者団体が、消費生活に関する知識の啓発・普及や消費生活
の安定・向上を図るための事業を実施する場合に助成します。

団体・事業者
人権と暮らしの

相談課
817-0997　（直通）

地域振興・
地域資源

自治振興補助金

快適で住みよいまちづくりを促進し、市政の円滑な運営を図る
ことを目的に、住民の連帯意識の向上をはじめ、地区活動の活
性化や青少年の健全育成に関する啓発活動等に取り組む各地
区に対して助成します。

地域 地域振興課 892-0121　【代表】

地域振興・
地域資源

交野市農業振興事業補助金
市内の農業振興並びに農業の活性化を図るための事業を行う
団体に対して、事業費の一部を助成します。

地域・事業者
・団体

農政課 892-0121　【代表】

地域振興・
地域資源

交野市まちづくり市民提案型事業補助金
地域課題の解決のために市民団体等が自主的に取り組む、提
案型事業に対して助成します。

団体・事業者 https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2013090300019/ 地域振興課 892-0121　【代表】

地域振興・
地域資源

交野市産業振興事業補助金
交野市内の産業の発展及び地域の活性化を図ることを目的と
した各種の事業を行う団体に対して助成します。

団体・事業者 https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2014062500017/ 地域振興課 892-0121　【代表】
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地域振興・
地域資源

交野市産業振興基本計画推進事業一括交付金
交野市産業振興基本計画の推進を目的に設置された交野産業
振興基本計画推進会議に対して、事業費の一部を助成します。

団体・事業者 地域振興課 892-0121　【代表】

地域振興・
地域資源

七夕のふるさと振興事業補助金

交野の地域資源である自然環境、歴史文化及び市民力をつな
ぎ合わせ、“かたの”の価値が高められる取組みを創出する事業
（①七夕まつり、②にぎわいフェスタ）を行う団体に対して助成
します。

団体・事業者 地域振興課 892-0121　【代表】

地域振興・
地域資源

交野市農業活性化推進事業補助金
本市の農業の振興・発展に向けて、地産地消の推進、地場産農
産物の品種改良や開発、観光農園の集客や維持管理等の事業
を実施する団体に対して、事業費の一部を助成します。

団体・事業者 農政課 892-0121　【代表】

環　境 交野市山地対策協議会補助金
市域の山地自然と植生の保護育成や、環境保全、名勝文化財の
保全・防災安全対策のための事業を実施する団体に対して助成
します。

団体・事業者 環境衛生課 892-0121　【代表】

環　境 交野市美化・緑化推進補助金
健康で快適な生活環境を守るための美化・緑化活動を行う団体
に対して、活動事業費の一部を助成します。

団体・事業者 https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2018040900028/ 緑地公園課 892-0121　【代表】

環　境 交野市有害鳥獣被害防止対策協議会補助金
交野市の定める鳥獣被害防止計画に基づき、鳥獣被害防止総
合支援事業を実施する団体に対して、事業費の一部を助成しま
す。

団体・事業者 環境衛生課 892-0121　【代表】

まちづくり 交野市土地区画整理事業補助金

交野市内で施行する土地区画整理事業を推進し、健全な市街
地の形成を図ることを目的として、国が社会資本整備総合交付
金事業として定める事業の採択対象となる個人及び共同施行
者並びに土地区画整理組合に対して事業費を補助します。

団体・事業者
第二京阪道路沿道
まちづくり推進室・
都市計画課

892-0121　【代表】

その他 職員厚生会補助金
カフェテリアプラン事業では、毎年１人12,000ポイントが付与
されます。また、入学、結婚、出産の事由が生じた会員には支援
ポイントが追加で付与されます。

市職員 人事課 892-0121　【代表】

その他 職員自己啓発助成金

職員が「自らの能力は自らが伸ばす」という研修の基本的な立
場を踏まえ、受講回数にかかわらず、経費の７割に相当する額
（１円未満切り捨て。その額が３０，０００円を超えるときは、３
０，０００円）を限度として助成します

市職員 https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2011081200034/ 人事課 892-0121　【代表】

その他 政務活動費
交野市議会議員の市政に関する調査研究その他の活動に資す
るため、必要な経費の一部として交付するものです。

市議会議員 https://katano.gsl-service.net/doc/2018070900012// 議会事務局 892-0121　【代表】
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その他 議員厚生会補助金
交野市議会議員厚生会に対して、その実施する事業（福祉増進
事業等）を補助し活動を促進するために交付するものです。

市議会議員 議会事務局 892-0121　【代表】
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