
【様式１】補助金等一覧表

No. 名称 交付の目的 交付先 交付対象
補助率・
補助額

補助率等の算定方法
R2当初

予算額（円）
R2決算額
　　　　（円）

R2実績
　　　（件数）

剰余金・
繰越金の

有無

R3当初
予算額（円）

例規名称 所管部等 所管課等

1 大東市自主防災組織助成金
地域住民が自ら防災活動を行うために自治区等により組織さ
れた自主防災組織の育成及び活動を助成するもの

自主防災組織 団体：運営費補助 その他
・活動助成（全額）　上限50,000円
・建築助成（定率）　建築費用の1/2で上限1,000,000円

3,000,000 600,000 12 有 3,000,000
大東市自主防災組織助成要
綱

危機管理室 危機管理室

2
大東市消防分団車庫建設事
業補助金

地域における防災活動の推進を図るため、本市の消防分団
が使用する消防ポンプ車の車庫を建設する自治会に交付金
を助成するもの

自治会 団体：ハード補助 定率補助
事業費の1/2
上限1,500,000円（新築）、500,000円（増築）

0 0 0 無 0
大東市消防分団車庫建設事
業補助金交付要綱

危機管理室 危機管理室

3
コミュニティ助成事業に関す
る補助金

大災害から地域住民を守るため、防災資機材を整備すること
で、地域防災力の向上を図るもの

自主防災組織の団体 団体：ソフト補助 定額補助
一般財団法人自治総合センターが定めるコミュニティ助成事業実施要
綱の規定に基づき採択された額

2,000,000 2,000,000 1 無 0
大東市コミュニティ助成事業
に関する補助金交付要綱

危機管理室 危機管理室

4 市民会議準備会運営補助金 市民会議準備会を立ち上げた際の運営を支援するため
大東市全世代地域市民会議準
備会設立届受理証が交付された
準備会

団体：運営費補助 定額補助 定額50,000円（1回限り交付） 50,000 1 無
大東市市民会議準備会運営
補助金交付要綱

政策推進部 戦略企画課

5 市民会議活動準備補助金 市民会議が行う事業の円滑な準備を支援するため
全世代地域市民会議設立届受
理証が交付された市民会議

団体：運営費補助 定額補助 定額100,000円（立上げ年度1回限り交付） 300,000 3 無
大東市市民会議活動準備補
助金交付要綱

政策推進部 戦略企画課

6 市民会議運営補助金 市民会議の運営を支援するため
全世代地域市民会議設立届受
理証が交付された市民会議

団体：運営費補助 定額補助 定額50,000円（毎年度交付） 1,071,101 23 無
大東市市民会議運営補助金
交付要綱

政策推進部 戦略企画課

7 市民会議活動補助金 市民会議の活動を支援するため
全世代地域市民会議設立届受
理証が交付された市民会議

団体：その他 定率補助

1自治区市民会議
・地区内居住者（小学生以上の人口の7割）
もしくは、地区内居住者で市民会議に賛同する人：300円/人
・在勤者（市外在住であり、市民会議に賛同する人）：200円/人
・在学者（市外在住であり、市民会議に賛同する人）：100円/人

2合区市民会議
・合区市民会議に参加する自治区あたり100,000円。もしくは、下記イ、
ロ、ハの合計額
イ)合区内居住者で市民会議に賛同する人：300円/人
ロ)合区内在勤者(市外在住であり、市民会議に賛同する人)：200円/
人
ハ)合区内在学者(市外在住であり、市民会議に賛同する人)：100円/
人

3協議会市民会議（1自治区3協議会まで）
協議会市民会議に参加する自治区あたり100,000円

10,371,166 22 無
大東市自治区市民会議活動
補助金等交付要綱

政策推進部 戦略企画課

8 特別定額給付金
感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確
に家計への支援を行うため

給付対象者の属する世帯の世帯
主

個人 定額補助 100,000円/人 0 11,983,400,000 119,834 無 0
大東市特別定額給付金給付
事業実施要綱

政策推進部 戦略企画課

9
大東市統計調査連絡協議会
補助金

本市登録統計調査員の意識及び技術の向上のための研修
会費用として使用するため

大東市統計調査連絡協議会 団体：運営費補助 全額補助 200,000円を限度とする予算の範囲内 188,000 0 0 無 188,000
大東市統計調査連絡協議会
補助金交付要綱

政策推進部 秘書広報課

10
大東市新型コロナウィルス
対策提案補助事業に係る補
助金

新型コロナウィルス感染症の流行下において、ビジネスアイ
ディアや技術力を生かした新たなサービスや事業に取り組む
民間を応援する補助金

申請者 個人 定率補助

①事業費150万円以内
　補助率：対象経費2/3、補助金額：上限100万円
②事業費151万円以上～400万円以内
　補助率:対象経費1/2、補助金額：上限200万円

0 9,588,000 6 無 0 起案による 政策推進部 公民連携推進室

11 大東市職員互助会補助金

地方公務員法第42条に規定する厚生制度の実施にあたり、
委任先の大東市職員互助会の事業経費の一部を補助するこ
とで、厚生制度の充実を図り、職員の元気回復等に努めるも
のとするため

大東市職員互助会 団体：その他 定額補助 互助会員数に1,800円を乗じた額 1,388,000 1,317,600 1 無 1,356,000
大東市職員互助会補助金交
付要綱

総務部 人事課

12 大東市職員通信教育助成金
職員の自己啓発を促進し、職務遂行能力の向上および士気
の高揚を図るため

本市が別に定める通信教育研修
コースを受講し、修了した者

個人 定率補助 修了した研修コースの受講料の2分の1以内 50,000 0 0 無 50,000
大東市職員通信教育助成金
交付要綱

総務部 人事課

13
大東市職員自主研究グルー
プ助成金

自主的に研究を行う職員のグループに対し、職員相互の自己
啓発意欲の高揚を図るため

自主的に研究を行う職員のグ
ループ

団体：その他 全額補助 30,000円を限度とする予算の範囲内 30,000 0 0 無 30,000
大東市職員自主研究グルー
プ助成金交付要綱

総務部 人事課

15,406,000 15,406,000
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No. 名称 交付の目的 交付先 交付対象
補助率・
補助額

補助率等の算定方法
R2当初

予算額（円）
R2決算額
　　　　（円）

R2実績
　　　（件数）

剰余金・
繰越金の

有無

R3当初
予算額（円）

例規名称 所管部等 所管課等

14
大東市自治会有集会所補助
金

自治会が設置する集会所の建設等ならびに耐震診断及び耐
震改修を促進するため

自治会 団体：ハード補助 定率補助

1土地の取得に要する費用【集会所土地】
土地取得費用×補助率（10分の5）
補助限度額： 5,000,000円
2工事に要する費用
・新築
補助金額＝工事費×補助率（10分の5）
補助限度額：15,000,000円
・Ａ/増改築・Ｂ/災害による新築・Ｃ/災害による増改築
補助金額＝工事費×補助率（10分の3）
補助限度額：Ａ/2,500,000円・Ｂ/5,000,000円・Ｃ/1,250,000円
・耐震診断
補助金額＝診断費×補助率（10分の5）
補助限度額：木造200,000円、木造以外1,000,000円
・耐震改修
補助金額＝改修費×補助率（10分の5）
補助限度額：2,000,000円

0 0 0 無 0
大東市自治会有集会所補助
金交付要綱

市民生活部 市民政策課

15
大東市民憲章推進協議会補
助金

大東市民憲章の推進と実践を図るため 大東市民憲章推進協議会 団体：運営費補助 全額補助
補助金の額は、予算額を限度とする。
補助金交付の対象は、協議会が行う事業の実施に要する費用とする

400,000 400,000 1 有 400,000
大東市民憲章推進協議会補
助金交付要綱

市民生活部 市民政策課

16 大東市民まつり補助金 大東市民まつりの企画・運営を支援するため 大東市民まつり実行委員会 団体：ソフト補助 全額補助

補助金の額は、予算額を限度とする。
補助金交付の対象は、大東市民まつりの実施に要する費用とする。
～R1：3,000,000円
R2：4,000,000円(増額は3年限度）

4,000,000 106,461 0 有 4,000,000
大東市民まつり補助金交付
要綱

市民生活部 市民政策課

17 大東市地域活動事業補助金
伝統文化を保存、市民の郷土意識の高揚と連帯感を深める
ことを目的とするだんじり祭りを支援するため

だんじり祭りの運営を行うために
組織された実行委員会(四条ふ
るさとまつり・住道だんじり祭り・
南郷まつり・南大東連合会パ
レード）

団体：ソフト補助 定額補助

だんじり祭りの区分に応じ、定める額
・四条ふるさとまつり500,000円
・住道だんじり祭り500,000円
・南郷まつり300,000円
・南大東連合会パレード200,000円

1,200,000 0 0 無 1,200,000
大東市地域活動事業補助金
交付要綱

市民生活部 市民政策課

18
コミュニティ助成事業に関す
る補助金

地域におけるコミュニティ活動の充実及び強化を図るため
自治会、町内会、自主防災組織
等の団体

団体：ソフト補助 定額補助
一般財団法人自治総合センターが定めるコミュニティ助成事業実施要
綱の規定に基づき採択された額

2,500,000 1,000,000 1 無 2,500,000
大東市コミュニティ助成事業
に関する補助金交付要綱

市民生活部 市民政策課

19
大東市消費者問題研究会補
助金

消費者の利益を保護し、消費生活の安全と向上を図るため 大東市消費者問題研究会 団体：運営費補助 定額補助 70,000円 70,000 70,000 1 無 0
大東市消費者問題研究会補
助金交付要綱

市民生活部 市民政策課

20 大東市防犯委員会補助金
地域に密着した自主防犯組織を整備し、安全で犯罪のない明
るい街とするため

大東市防犯委員会 団体：運営費補助 定額補助 500,000円 500,000 500,000 1 無 500,000
大東市防犯委員会補助金交
付要綱

市民生活部 市民政策課

21
大東・四條畷地区保護司会
補助金

犯罪を犯した者の更生及び社会復帰を助け、地域社会から
犯罪をなくすため

大東・四條畷地区保護司会 団体：運営費補助 定額補助 50,000円 50,000 50,000 1 無 50,000
大東・四條畷地区保護司会
補助金交付要綱

市民生活部 市民政策課

22
大東市防犯カメラ設置補助
金

安全で住み良い地域社会の実現を図るため、街頭犯罪、侵
入盗等の発生を防止するため

各自治会 団体：ハード補助 その他

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数
があるときは、これを切り捨てた額)又は補助金の交付の申込みに係
る防犯カメラの台数に100,000円を乗じて得た額のいずれか低い方の
額

3,000,000 2,817,000 17 無 3,000,000
大東市防犯カメラ設置補助
金交付要綱

市民生活部 市民政策課

23
大東市LED防犯灯設置等補
助金

市内における犯罪を防止し、安全で住み良い地域社会の実
現及び節電の推進を図るため

各自治会 団体：ハード補助 定額補助
1灯当たりの補助金の額は、第5条別表の左欄に掲げる区分に応じ、
同表の右欄に定める額を限度とし、自治会等ごとに市長が定める予
算の範囲内で交付

4,500,000 3,767,867 41 無 4,500,000
大東市LED防犯灯設置等補
助金交付要綱

市民生活部 市民政策課

24
大東市防犯灯等の電気料金
に係る補助金

地域防犯のために設置及び使用される照明用電灯並びに街
路灯のうち防犯機能を有するものの電気料金を補助するため

各自治会 団体：ソフト補助 定率補助

補助金の交付の対象となる年度の4月に支払われた防犯灯に係る電
気料金に6を乗じて得た額の2分の1以内の額又は補助金の交付の対
象となる年度の10月に支払われた防犯灯に係る電気料金に6を乗じ
て得た額の2分の1以内の額

防犯街路灯に係る補助金の額は、補助金交付の対象となる年度に支
払われた防犯街路灯に係る電気料金の合計額に第3条別表の右欄に
掲げる商店街等ごとの補助率を乗じて得た額(1円未満の端数が生じ
たときは、これを切り捨てた額)とし、当該年度の4月から9月まで及び
10月から3月までに支払われた電気料金の2回に分けて交付

10,036,000 8,787,352 103 無 9,644,000
大東市防犯灯等の電気料金
に係る補助金交付要綱

市民生活部 市民政策課

25
大東市青色防犯パトロール
活動補助金

青色防犯パトロール活動を支援することにより街頭犯罪を減
少させ、安全で安心して暮らせるまちづくりに寄与するため

青色防犯パトロール活動をして
いる団体

団体：運営費補助 定額補助

保有する青色回転灯を装備した自動車1台につき1年度において
30,000円を限度とし、予算の範囲で交付する。ただし、年度の途中に
おいて青色防犯パトロール活動を開始する場合は、30,000円に青色
防犯パトロール活動を開始する日の属する月の翌月(その日が月の
初日であるときは、当月)から当該年度の末月までの月数を乗じて得
た数を12で除して算出される額(その額に1,000円に満たない端数があ
るときは、これを切り捨てるものとする。)を限度とする。

300,000 150,000 5 無 500,000
大東市青色防犯パトロール
活動補助金交付要綱

市民生活部 市民政策課

26
大東市生ごみ堆肥化容器又
は電動式生ごみ処理機の設
置に対する補助金

家庭から排出されるごみの減量化及び資源化を図るため 市民 個人 定率補助 購入価格の2分の１（上限20,000円） 100,000 99,900 6 無 200,000

大東市生ごみ堆肥化容器ま
たは電動式生ごみ処理機の
設置に対する補助金交付要
綱

市民生活部 環境課

27
大東市雨水貯留タンク設置
補助金

雨水の有効利用による環境負荷の低減及び都市型水害の抑
制を図るため

市民 個人 定率補助 購入価格の2分の１（上限20,000円） 200,000 114,000 7 無 100,000
大東市雨水貯留タンク設置
補助金交付要綱

市民生活部 環境課
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28
大東市家庭用燃料電池ｺｰ
ｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ設置補助
金

地球温暖化の防止及び本市への定住を促進するため 市民 個人 定額補助 定額30,000円（転入者は定額50,000円） 600,000 600,000 20 無 600,000
大東市家庭用燃料電池コー
ジェネレーションシステム設
置補助金交付要綱

市民生活部 環境課

29
大東市猫不妊去勢手術補助
金

猫の過剰な繁殖を抑制し、殺処分の減少及び良好な住環境
の確保を図るため

市民 個人 定額補助 定額5,000円（5,000円未満の場合はその額） 500,000 388,700 81 無 500,000
大東市猫不妊去勢手術補助
金交付要綱

市民生活部 環境課

30
大東市人権擁護活動に対す
る補助金

基本的人権を擁護し、自由人権思想の普及高揚を図るため 大東地区人権擁護委員会 団体：運営費補助 定額補助
大東地区人権擁護委員会が実施する人権擁護活動に要する経費の
額（15万円）

150,000 150,000 1 無 150,000
大東市人権擁護活動に対す
る補助金交付要綱

市民生活部 人権室

31
大東市民生委員児童委員協
議会補助金

多種多様化する福祉ニーズに対応し、地域福祉の推進を図
るため

大東市民生委員児童委員協議
会

団体：運営費補助 全額補助
大東市民生委員児童委員協議会が行う活動に係る費用を補助する。
ただし、予算の範囲内で定める額を上限とする

2,360,000 1,957,000 1 無 2,360,000
大東市民生委員児童委員協
議会補助金交付要綱

福祉・子ども部 福祉政策課

32 大東市遺族会補助金
第二次世界大戦で戦没された遺族への慰謝及び激励並びに
遺族会会員の教養及び福祉の向上を図るため

大東市遺族会 団体：運営費補助 定額補助 230,000円を補助する。ただし、予算の範囲内で定める額を上限とする 230,000 230,000 1 無 230,000
大東市遺族会補助金交付要
綱

福祉・子ども部 福祉政策課

33
大東市原爆被害者の会補助
金

原爆被害者の福祉の向上を図るため 大東市原爆被害者の会 団体：運営費補助 定額補助 150,000円を補助する。ただし、予算の範囲内で定める額を上限とする 150,000 150,000 1 無 150,000
大東市原爆被害者の会補助
金交付要綱

福祉・子ども部 福祉政策課

34
大東市社会福祉協議会基盤
安定化補助金

大東市社会福祉協議会の財政基盤の安定化を図るため
社会福祉法人
大東市社会福祉協議会

団体：運営費補助 全額補助
大東市社会福祉協議会が行う事業に係る費用を補助する。ただし、
予算の範囲内で定める額を上限とする

29,373,000 29,373,000 1 無 29,989,000
大東市社会福祉協議会基盤
安定化補助金交付要綱

福祉・子ども部 福祉政策課

35
大東市ボランティア団体等
活動助成補助金

ボランティア団体の活動支援を図るため
社会福祉法人
大東市社会福祉協議会

団体：運営費補助 定額補助 35,000円を補助する。ただし、予算の範囲内で定める額を上限とする 0 0 0 無 0
大東市ボランティア団体等活
動助成補助金交付要綱

福祉・子ども部 福祉政策課

36
大東市小地域ネットワーク
活動推進事業補助金

高齢者、障害者（児）及び子育て中の親子等自立生活を行う
上において支援を必要とする人々が安心して生活することが
できるよう、地域住民の参加と協力による支え合い、助け合い
活動を行う体制を整備し、地域福祉の推進を図るため

社会福祉法人
大東市社会福祉協議会

団体：運営費補助 全額補助

①小地域・地区福祉委員会等事業活動費（1か所500,000円）、②小地
域・地区福祉委員会等活動支援事業費（均等割140,000円、地区福祉
委員会1か所当たり27,000円）、③小地域・コミュニティワーク活動事業
費（コミュニティワーカーを3人配置（3,000,000円/人）、コミュニティワー
カー活動費500,000円）を①から③ごとに補助額上限とし、それらを実
支出と比較して少ない方の額の合計額を補助する。
ただし、予算の範囲内で定める額を上限とする

17,545,000 17,545,000 1 無 17,545,000
大東市小地域ネットワーク活
動推進事業補助金交付要綱

福祉・子ども部 福祉政策課

37
大東市日常生活自立支援事
業補助金

知的障害者、認知症高齢者その他意思能力にハンディキャッ
プを有する者の日常生活における権利を擁護するため

社会福祉法人
大東市社会福祉協議会

団体：運営費補助 定率補助

①利用契約者事業費（月額7,900円/人）②生活保護受給者利用料
（月額3,000円/人）③活動加算（契約1件3,800円／月）④訪問相談加
算（訪問1件1,000円／回）の①から④の合計額の1/3を補助する。た
だし、予算の範囲内で定める額を上限とする

3,344,000 3,344,000 1 無 3,773,000
大東市日常生活自立支援事
業補助金交付要綱

福祉・子ども部 福祉政策課

38
大東市地域支え合い体制づ
くり事業補助金

地域において日常的な支え合いづくりの推進を図るため
大東市地域支え合い体制づくり
事業補助金交付要綱第2条に該
当する者

団体：運営費補助 全額補助
事業に係る経費の全てを補助する。ただし、予算の範囲内で定める額
を上限とする

0 0 0 無 0
大東市地域支え合い体制づ
くり事業補助金交付要綱

福祉・子ども部 福祉政策課

39
大東市地域交流センター設
置に関する補助金

地域住民が余暇を過ごし、自由に利用できるスペースを充実
させるため

大東市地域交流センター設置に
関する補助金交付要綱第3条の
要件をすべて満たす自治区

団体：ハード補助 その他

①交流センターの設置に係る建築費用、②交流センターの設置に必
要な備品の購入に係る費用、③①及び②以外に、市長が必要と認め
る費用の合計額を補助する。
また、①から③以外に、④合計額を設置した交流センターの延床面積
で除することにより算出される交流センター1平方メートル当たりの額
が200,000円を超える場合は、交流センターの延床面積に200,000円を
乗じた額⑤合計額が40,000,000円を超える場合は、40,000,000円をそ
れぞれ補助する。
ただし、予算の範囲内で定める額を上限とする

0 0 0 無 0
大東市地域交流センター設
置に関する補助金交付要綱

福祉・子ども部 福祉政策課

40
大東市地域交流センターの
運営に関する補助金

地域住民が余暇を過ごし、いきがい活動、交流活動等を行う
ことにより、地域福祉の増進を図るため

大東市地域交流センター設置に
関する補助金交付要綱に規定す
る大東市地域交流センター設置
に関する補助金の交付を受けた
自治区（R1は、東諸福地区自治
会のみ）

団体：運営費補助 定額補助
2,500,000円を補助する。ただし、予算の範囲内で定める額を上限とす
る

2,500,000 2,298,615 1 無 2,500,000
大東市地域交流センターの
運営に関する補助金交付要
綱

福祉・子ども部 福祉政策課

41
大東市お茶のみ休憩所運営
補助金

高齢者の福祉の増進を図り、独居高齢者の孤独感、不安感
等の解消や高齢者に憩いの場を提供するため

社会福祉法人
大東市社会福祉協議会

団体：運営費補助 全額補助
お茶のみ休憩所の運営に係る経費から利用者から得た飲食代金等
の額を除いた額を補助する。ただし、予算の範囲内で定める額を上限
とする

460,000 460,000 1 無 460,000
大東市お茶のみ休憩所運営
補助金交付要綱

福祉・子ども部 福祉政策課

42
大東市身体障害者連絡協議
会運営補助金

身体障害者の自立生活の支援と社会参加活動への促進を図
るため

大東市身体障害者連絡協議会 団体：運営費補助 全額補助 820,000円とし、予算の範囲内で交付 820,000 324,704 1 無 820,000
大東市身体障害者連絡協議
会運営補助金交付に関する
要綱

福祉・子ども部 障害福祉課

43
大東市障害者自立ネット
ワーク運営事業補助金

障害者の自立支援を図るため 大東市障害者自立ネットワーク 団体：運営費補助 全額補助 530,000円とし、予算の範囲内で交付 530,000 168,883 1 無 530,000
大東市障害者自立ネットワー
ク運営事業補助金交付要綱

福祉・子ども部 障害福祉課

44
大東市グループホーム等開
設等補助金

障害者の住み慣れた地域での生活の継続及び地域生活へ
の円滑な移行を推進するため

共同生活援助又は短期入所の
事業者指定を受け、障害福祉
サービスの提供に1年以上の実
績を有する社会福祉法人又は特
定非営利活動法人

団体：ハード補助 定率補助
各工事の区分に応じ定められた補助基本額と要する建築費用の額か
ら他の補助金等の額を減じて得た額のいずれか少ない額に2分の
1(他の補助金を受ける場合は4分の1）を乗じて得た額

33,300,000 24,145,000 3 無 23,530,000
大東市グループホーム等開
設等補助金交付要綱

福祉・子ども部 障害福祉課
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No. 名称 交付の目的 交付先 交付対象
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例規名称 所管部等 所管課等

45
感染症対策障害福祉サービ
ス事業所空気清浄機購入補
助金

感染症対策として、空気清浄機の購入経費を支給する 障害福祉サービス事業所等 団体：ハード補助 全額補助 1事業所あたり50,000円の範囲内 0 2,782,959 60 無 0 起案による 福祉・子ども部 障害福祉課

46
大東市福祉・医療事業者応
援給付金（障害分野）

緊急事態宣言期間において、サービスの提供を実施していた
事業所に対し、以降の事業を継続して実施するための必要な
経費を支給する

障害福祉サービス事業所等 団体：運営費補助 定額補助 各サービスの従事者数又は定員数により算出 0 28,300,000 89 無 0
大東市福祉・医療事業者応
援給付金（障害分野）支給事
業実施要綱

福祉・子ども部 障害福祉課

47
大東市保育所整備に係る補
助金

児童の保育環境の改善を図るため、保育所等の創設、増築
又は改築等に対し補助金を交付する

法人立保育所等 団体：ハード補助 定率補助

補助金の交付の申込みをした日の属する年度に係る保育所等整備
交付金又は大阪府安心こども基金特別対策事業費補助金における
補助基準額に基づき算出された補助基準額又は補助選定額のいず
れか低い方の額に4分の3を乗じて得た額（1,000円未満切り捨て）

235,193,000 271,523,000 11 無 229,736,000
大東市保育所整備に係る補
助金交付要綱

福祉・子ども部 子ども室

48
大東市法人立保育所修繕費
補助金

児童の保育環境の改善を図るため、法人立保育所等におけ
る保育施設の中規模の修繕に対し補助金を交付する

法人立保育所等 団体：ハード補助 定率補助 補助対象経費（上限5,000,000円）の2分の1以内の額 0 0 0 無 0
大東市法人立保育所中規模
修繕費補助金交付要綱

福祉・子ども部 子ども室

49
大東市母子寡婦福祉会補助
金

母子家庭及び寡婦の生活の安定向上及び自立を図るための
諸活動を支援し、もって福祉の増進を図るため

大東市母子寡婦福祉会 団体：運営費補助 全額補助 220,000円以内とし予算の範囲内 220,000 220,000 1 無 220,000
大東市母子寡婦福祉会補助
金交付要綱

福祉・子ども部 子ども室

50 民間保育所耐震診断補助金 民間保育所の耐震化を促進するため 法人 団体：ハード補助 定額補助
1棟当たり耐震診断及び予備診断に要した費用の2分の1を超えない
額又は、延べ床面積に応じて1㎡当たりの単価を設定

0 0 0 無 0
大東市民間保育所耐震診断
補助金交付要綱

福祉・子ども部 子ども室

51
民間保育所等特別対策に関
する補助金

民間保育所等における安全対策事業、家庭教育推進事業、
又は赤ちゃんの駅事業に要するための物品の購入等に係る
経費に対する補助金を交付する

法人 団体：ソフト補助 全額補助
安全対策事業に係る経費、推進を図る家庭教育推進事業に係る経
費、赤ちゃんの駅事業の実施に係る経費のうち500,000円を限度とす
る全額

0 0 0 無 0
大東市民間保育所等特別対
策に関する補助金交付要綱

福祉・子ども部 子ども室

52
大東市子育てスマイルサ
ポート補助金

親子の孤立を防ぎ、地域の子育て支援サービス等の活性化
を図り、子育てを経済的にサポートし、及び緊急時の夜間救
急を受けやすくするため

市民 団体：ソフト補助 定額補助
子育てワクワク券、子育てニコニコ券は額面に記載された額に相当す
る額。
子育て安心券は1枚につき6,100円

13,565,000 13,288,200 24 無 14,827,000
大東市子育てスマイルサ
ポート事業実施要綱

福祉・子ども部 子ども室

53
大東市子ども食堂支援補助
金

食事の提供等を通して子どもの健やかな育成を図るため 団体 団体：その他 その他

開設経費に係る補助金の額は、経費の額の合計額に2分の1を乗じて
得た額（100円未満切り捨て、上限100,000円）
運営経費に係る補助金の額は、経費の額の合計額から参加料、寄附
金その他の収入額を減じて得た額（100円未満切り捨て、）とし、1回の
実施につき9,000円（1月につき50,000円）を上限として、予算の範囲内

3,200,000 776,300 5 無 3,900,000
大東市子ども食堂支援補助
金交付要綱

福祉・子ども部 子ども室

54
大東市保育士宿舎借上げ支
援補助金

保育士が働きやすい環境を整備することにより保育士の就業
の継続及び離職の防止を図るため

認可保育所、認定こども園及び
地域型保育事業を経営する者

団体：ソフト補助 定率補助
1戸当たり1月につき経費の額の合計額又は補助基準額のいずれか
低い額に4分の3を乗じて得た額（100円未満切り捨て）

24,354,000 11,773,300 10 無 14,000,000
大東市保育士宿舎借上げ支
援補助金交付要綱

福祉・子ども部 子ども室

55
大東市保育体制強化事業費
補助金

地域住民や子育て経験者等の多様な人材を活用し、保育士
の負担を軽減することにより、保育体制の強化並びに保育士
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
を整備するため

保育園
認定こども園（幼稚園型認定こど
も園除く）

団体：運営費補助 定額補助

・保育支援者の配置に係る補助
補助対象経費の実支出額（1施設あたり月額100,000円を限度とす
る。）
・児童の園外活動時の見守り等に係る補助
補助対象経費の実支出額（1施設あたり月額50,000円を限度とする。）

3,600,000 6,632,535 7 無 14,400,000
大東市保育体制強化事業費
補助金交付要綱

福祉・子ども部 子ども室

56
大東市小規模保育事業所に
係る延長保育事業費補助金

保護者の就労形態の多様化等に伴う保育時間の延長に係る
需要に対応するため

小規模保育事業所 団体：運営費補助 定額補助

（保育標準認定児童）
・平均対象児童数が2人以上の場合　年額1,228,000円
・平均対象児童数が1人以上の場合　年額300,000円

（保育短時間認定児童）
・延長時間区分1時間：12,000円×在籍する保育短時間認定児童数
・延長時間区分2時間：24,000円×在籍する保育短時間認定児童数
・延長時間区分3時間：36,000円×在籍する保育短時間認定児童数

2,384,000 1,228,000 1 無 2,456,000
大東市小規模保育事業所に
係る延長保育事業費補助金
交付要綱

福祉・子ども部 子ども室

57
大東市病児・病後児保育事
業補助金

保護者の子育て及び就労の両立を支援するとともに、児童の
健全な育成及び資質の向上を図るため

病児保育の実施主体 団体：運営費補助 定額補助
国が定める子ども・子育て支援交付金交付要綱の病児保育事業に係
る補助基準額

19,542,000 9,462,852 2 無 19,542,000
大東市病児・病後児保育事
業の実施及び補助金交付要
綱

福祉・子ども部 子ども室

58
大東市私立幼稚園等健康診
断助成金

私立幼稚園等の振興を図るため
学校保健安全法等の規定により
健康診断を実施した私立幼稚園
等の代表者

団体：その他 定額補助 900円×健康診断を受けた者の数 1,206,000 1,143,000 4 無 1,170,000
大東市私立幼稚園等健康診
断助成金交付要綱

福祉・子ども部 子ども室

59
大東市私立幼稚園就園奨励
費補助金

幼稚園教育の振興を図るため

私立幼稚園に在園する幼児の保
護者に対し入園金及び保育料の
減免を行った私立幼稚園の設置
者

団体：その他 その他
設置者に係る私立幼稚園に在籍する園児ごとに世帯の市町村民税
所得割課税額等により算出

0 0 0 無 0
大東市私立幼稚園就園奨励
費補助金交付要綱

福祉・子ども部 子ども室

60
大東市私立幼稚園児保護者
補助金

保護者の経済的負担の軽減及び公・私立幼稚園間の保護者
負担の格差の是正を図るため

市内に居住し、補助金の交付を
受けようとする年度の5月1日に、
私立幼稚園に在園する園児の保
護者（就園奨励費補助金の交付
額が最高額の園児の保護者を
除く。）

個人 定額補助
市民税非課税世帯(均等割のみの課税世帯含む。)の場合　3,000円
市民税課税世帯(均等割のみの課税世帯を除く。)の場合　8,500円

0 0 0 無 0
大東市私立幼稚園児保護者
補助金交付要綱

福祉・子ども部 子ども室
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No. 名称 交付の目的 交付先 交付対象
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61
大東市幼稚園型一時預かり
事業補助金

私立幼稚園及び認定こども園が実施する一時預かり事業の
推進を図り、児童福祉の増進に資するため

私立幼稚園
認定こども園

団体：運営費補助 定額補助
大東市幼稚園型一時預かり事業補助金交付要綱別表第1（第3条関
係）及び別表第2（第3条関係）

1,349,000 3,140,900 2 無 6,702,000
大東市幼稚園型一時預かり
事業補助金交付要綱

福祉・子ども部 子ども室

62
大東市自立支援教育訓練給
付金

ひとり親の主体的な能力開発の取組（就業のための資格の
取得）を支援するため

児童扶養手当の支給を受けてい
るまたは受給者と同様の所得水
準にある者

個人 その他

・雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定訓練講座
・雇用保険制度の特定一般教育訓練給付金の指定講座
…本人が支払った入学金及び受講料の6割に相当する額（12,001円
～200,000円）

・雇用保険制度の専門実践教育訓練の指定講座（一定の資格の取得
を卒業の要件としない講座は対象外）
…就業年数×200,000円（上限4年）

540,000 256,893 4 無 500,000
大東市自立支援教育訓練給
付金事業実施要綱

福祉・子ども部 子ども室

63
大東市高等職業訓練促進給
付金

修業訓練中のひとり親の生活負担を軽減するため

児童扶養手当の支給を受けてお
り（または同様の所得水準にあ
り）、養成機関において１年以上
のカリキュラムを就業し、対象資
格の取得が見込まれる等者

個人 その他

市民税非課税世帯：月額100,000円
市民税課税世帯：月額70,500円

養成機関における過程の修了までの期間の最後の12ヶ月については
市民税非課税世帯：月額140,000円
市民税課税世帯：月額110,500円

12,960,000 3,844,000 3 無 12,480,000
大東市高等職業訓練促進給
付金等事業実施要綱

福祉・子ども部 子ども室

64
大東市高等職業訓練修了支
援給付金

養成機関への入学時における負担を軽減を考慮し、修了時
に支給する

児童扶養手当の支給を受けてお
り（または同様の所得水準にあ
り）、養成機関において１年以上
のカリキュラムを修業し、対象資
格の取得が見込まれる等者

個人 その他
市民税非課税世帯：50,000円
市民税課税世帯：25,000円

150,000 50,000 1 無 50,000
大東市高等職業訓練促進給
付金等事業実施要綱

福祉・子ども部 子ども室

65
新型コロナウイルス感染症
対策に関する補助金

新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、保育所等が
購入する備品等に対して補助を行う

法人立保育所等 団体：ハード補助 全額補助 1施設500,000円を限度 0 43,816,649 70 無 11,600,000 起案による 福祉・子ども部 子ども室

66
大東市子育て世帯への臨時
特別給付金

新型コロナウイルスの影響を受けた子育て世帯への経済的
支援を行う

児童手当受給者 個人 定額補助 対象児童1人につき10,000円 0 145,940,000 8,828 無 0
大東市子育て世帯への臨時
特別給付金支給事業実施要
綱

福祉・子ども部 子ども室

67
大東市ひとり親世帯臨時特
別給付金

新型コロナウイルスの影響を受けたひとり親世帯への経済的
支援を行う

基本給付
①児童扶養手当受給者
②公的年金を受給するひとり親
世帯
③新型コロナの影響を受け家計
が急変したひとり親世帯
追加給付
・上記①②の基本給付受給者の
うち新型コロナの影響で収入が
減少した人

個人 定額補助

基本給付
　第1子：50,000円
　第2子目以降：30,000円/人

追加給付
　50,000円/世帯

0 217,320,000 3,468 無 0
大東市ひとり親世帯臨時特
別給付金支給事業実施要綱

福祉・子ども部 子ども室

68
空気清浄機及び空気清浄機
能付エアコン購入補助金

障害児通所支援事業所における新型コロナウイルス感染症
の予防及び感染防止対策のため、事業所が購入する空気清
浄機及び空気清浄機能付エアコンの費用について補助を行う

障害児通所支援事業所 団体：ソフト補助 全額補助 1事業所あたり補助上限額50,000円 0 473,914 10 無 0 起案による 福祉・子ども部 子ども室

69
特別支援学校等の臨時休業
に伴う放課後等デイサービ
ス支援等事業補助金

特別支援学校等の臨時休業により放課後等デイサービス利
用者負担金が増加した世帯に対し、増加分を補助する

申請者 個人 全額補助

①令和2年3月から6月における放課後等デイサービス利用者負担金
のうち、特別支援学校等の臨時休業による増加があった月における
増加分
②令和2年4月から6月における放課後等デイサービスを利用者負担
金のうち、電話等による代替的サービスの利用分

0 198,177 43 無 0 起案による 福祉・子ども部 子ども室

70
大東市法人立保育所等運営
費補助金

保育内容の充実、児童福祉の増進に資するため 法人立保育所等 団体：運営費補助 定額補助
大東市法人立保育所等運営費補助金交付要綱に定める各事業に係
る補助額

392,501,000 359,481,039 24 無 389,859,000
大東市法人立保育所等運営
費補助金交付要綱

福祉・子ども部 子ども室

71
大東市福祉・医療事業者応
援給付金(障害分野)

新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言の期間(大
阪府を緊急事態措置を実施すべき区域とした令和2年4月7日
から同年5月21日までの期間に限る。)において、市民の日常
生活に欠かせない障害福祉サービス等の提供を実施してき
た事業者に対する給付措置

緊急事態宣言期間において感染
拡大防止策を講じながら障害福
祉サービス等の提供を継続して
実施していた障害福祉サービス
等事業所の運営を行っている事
業者

団体：その他 定額補助 サービス種別及び従事者数又は定員数に応じて、要綱に定める金額 0 6,500,000 25 無 0
大東市福祉・医療事業者応
援給付金(障害分野)支給事
業実施要綱

福祉・子ども部 子ども室

72
大東市保育所等副食費補助
金

保育所等の利用に当たり保護者が負担する費用の軽減を図
るため

保育園
認定こども園

団体：ソフト補助 全額補助
保育所等が定める1人当たりの副食費の額又は4,500円のいずれか
低い方の額にその月の在籍認定子どもの数を乗じて得た額（月途中
の入退園等のあった場合は日割り計算を行う。）

83,700,000 66,086,190 35 無 76,140,000
大東市保育所等副食費補助
金交付要綱

福祉・子ども部 子ども室

73
大東市私立幼稚園副食費補
助金

私立幼稚園の利用に当たり保護者が負担する費用の軽減を
図るため

私立幼稚園 団体：ソフト補助 全額補助
施設等利用給付認定子どもごとにその副食の提供状況に応じ私立幼
稚園が定める額(当該額が4,500円を超える場合にあっては、4,500円)
をそれぞれ合算した額とし、予算の範囲内で交付する

16,200,000 8,028,391 7 無 16,146,000
大東市私立幼稚園副食費補
助金交付要綱

福祉・子ども部 子ども室

74
大東市福祉・医療事業者応
援給付金(子ども分野)

新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言の期間(大
阪府を緊急事態措置を実施すべき区域とした令和2年4月7日
から同年5月21日までの期間に限る。)において、市民の日常
生活に欠かせない教育・保育サービスの提供を実施してきた
事業者に対する給付措置

保育園、認定こども園、幼稚園、
小規模保育施設、認可外保育施
設

団体：その他 定額補助 在籍児童数に応じて要綱に定める金額 0 10,600,000 35 無 0
大東市福祉・医療事業者応
援給付金(子ども分野)支給事
業実施要綱

福祉・子ども部 子ども室

75
公益社団法人大東市シル
バー人材センター運営補助
金

高齢者の就労機会の確保を図る
公益社団法人大東市シルバー
人材センター

団体：運営費補助 定額補助
センターが実施する事業の運営に係る経費の一部とし、予算の範囲
内で交付

16,000,000 16,000,000 1 無 16,000,000
公益社団法人大東市シル
バー人材センター運営補助
金交付要綱

保健医療部 高齢介護室

76
大東市老人クラブ連合会活
動補助金交付事業

地域社会における高齢者の生きがいを高め、社会の一員とし
ての役割を果たすことを目的として設立された老人クラブの活
動の促進を図る

老人クラブ連合会 団体：運営費補助 定額補助

一般補助金
老人クラブ連合会活動費　　300,000円
事業補助金
地域支え合い事業　　　　　  200,000円
先進的取組み事業　　　　 2,000,000円

2,500,000 2,500,000 1 無 2,500,000
大東市老人クラブ連合会活
動補助金交付要綱

保健医療部 高齢介護室
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77
大東市単位老人クラブ活動
補助金交付事業

清掃奉仕活動、地域見守り活動事業、教養講座開催事業、ス
ポーツ活動事業やふれあいサロンの開催により地域交流の
活性化を図る

単位老人クラブ 団体：運営費補助 定額補助 単位老人クラブ1クラブにつき24,000円 2,472,000 2,304,000 96 無 2,472,000
大東市単位老人クラブ活動
補助金交付要綱

保健医療部 高齢介護室

78
大東市高齢者交流スペース
設置に関する補助金交付要
綱

高齢者福祉施設の代替機能として、高齢者が余暇を過ごし、
自由に利用できるスペースを充実させるための高齢者交流ス
ペースを設置するため

自治区 団体：ハード補助 全額補助

交流スペースの建築費用、備品購入費用、市長が必要と認める費用
の合計額
ただし、合計額を交流スペースの床面積で除することにより算出され
る1平方メートル当たりの額が200,000円を超える場合は床面積に
200,000円を乗じた額とし、合計額が80,000,000円を超える場合は
80,000,000円とする

0 0 0 無 0
大東市高齢者交流スペース
設置に関する補助金交付要
綱

保健医療部 高齢介護室

79
大東市高齢者交流スペース
の運営に関する補助金

高齢者交流スペースにおいて高齢者が余暇を過ごし、いきが
い活動や交流活動を行うことにより、高齢者福祉の増進を図
るため

自治区 団体：運営費補助 全額補助 高齢者交流スペースの運営に係る費用として予算の範囲内で交付 4,240,000 4,171,323 1 有 4,240,000
大東市高齢者交流スペース
の運営に関する補助金交付
要綱

保健医療部 高齢介護室

80
大東市地域介護・福祉空間
整備補助金

本市における介護給付等対象サービス等を提供する施設及
び設備の計画的な整備等を促進するため

地域密着型サービス等整備補助
事業を実施する事業者

団体：その他 定額補助
大阪府介護施設等の整備に関する事業補助金交付要綱（大阪府地
域医療介護総合確保基金事業）の定めるところによる

87,821,000 8,580,000 1 有 58,971,000
大東市地域介護・福祉空間
整備補助金交付要綱

保健医療部 高齢介護室

81
大東市生活サポートセン
ター

高齢者のちょっとした困りごとを生活サポーターが支援する生
活サポート事業の運営費を補助するため

事業を実施する団体 団体：運営費補助 定額補助
生活サポートセンターの運営に係る経費を補助する。ただし、予算の
範囲内を上限とする

8,830,000 8,829,500 1 無 8,830,000
大東市生活サポートセンター
の運営に関する補助金交付
要綱

保健医療部 高齢介護室

82
大東市介護ロボット導入支
援特別事業補助金

介護従事者の負担軽減および介護従事者の確保に資するた
めの大東市介護ロボット導入支援特別事業の促進のため

介護サービス事業者 団体：ソフト補助 定額補助 1事業所あたり補助上限額927,000円 0 0 0 無 0
大東市介護ロボット導入支援
特別事業補助金交付要綱

保健医療部 高齢介護室

83

大東市社会福祉法人等によ
る生活困難者に対する介護
保険サービスに係る利用者
負担額軽減措置事業補助金

大東市社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減事業
実施要綱第10条の規定による生計困難者に対する介護保険
サービスに係る利用者負担額軽減措置事業に係る補助金

社会福祉法人等 団体：ソフト補助 定率補助

社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額のうち、当該法人の本
来受領すべき利用者負担収入に対する1％を超えた部分について、
当該法人の収支状況等を踏まえ、その2分の1以下を基本に補助。た
だし、社会福祉法人等（指定介護老人福祉施設または特定養護老人
ホーム）については、利用者負担収入に対する割合が10％を超える
部分については、全額またはそれ以下を補助

0 101,000 3 無 250,000

大東市社会福祉法人等によ
る生活困難者に対する介護
保険サービスに係る利用者
負担額軽減措置事業補助金
交付要綱

保健医療部 高齢介護室

84
介護サービス等事業所にお
ける感染症対策補助事業

新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、介護サービ
ス等事業所が購入する空気清浄機及び衛生用品に対して補
助を行う

介護サービス等事業所 団体：ハード補助 定額補助 1事業所あたり補助上限額50,000円 0 6,472,966 135 無 0 起案による 保健医療部 高齢介護室

85
大東市移送コーディネートセ
ンター運営

介護予防を必要とする高齢者が通いの場での体操等を継続
することができるよう移送コーディネートセンターの運営費を
補助するため

事業を実施する団体 団体：運営費補助 定額補助

・コーディネートセンターの運営費として
　月額5,000円
・新規利用者へのマッチング費として
　１件1,000円
・車の経費に係る補助
　車両１台につき月額5,000円
・運転手への謝礼金
　１回の送迎あたり片道250円（往復500円）
・安全運転者講習
　受講料4,000円

2,000,000 173,000 2 無 1,230,000
大東市移送コーディネートセ
ンターの運営に関する補助
金交付要綱

保健医療部 高齢介護室

86
重度障害者住宅改造助成事
業

住宅上の問題がある重度障害者が住み慣れた地域で住み続
けられるよう住宅改造費を助成する

市民 個人 定率補助

対象工事費800,000円を上限に
・市・府民税非課税世帯1/1
・市民税のみ課税世帯　3/4
・所得税１～40,000円未満　2/3
・所得税40,000～70,000円未満1/2
・所得税70,000円以上対象外

8,704,000 4,879,000 8 無 6,400,000
大東市重度障害者住宅改造
助成事業実施要綱

保健医療部 高齢介護室

87
大東市福祉・医療事業者応
援給付金（介護分野）

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言
を受けて、感染症拡大防止対策を講じながら、市民生活の日
常に欠かせないサービスとして事業を継続して実施している
介護サービス事業所等に対し、給付金を支給する。
（大阪府を緊急事態措置実施区域とした令和2年4月7日から
同年5月21日までの期間に限る。）

介護サービス事業所等 団体：その他 定額補助
大東市福祉・医療事業者応援給付金(介護分野)支給事業実施要綱の
定めるところによる

0 62,400,000 188 無 0
大東市福祉・医療事業者応
援給付金(介護分野)支給事
業実施要綱

保健医療部 高齢介護室

88 葬祭費 国保法第58条第1項に規定される葬祭の給付を行う 申請者 個人 定額補助 申請者（喪主）に対して、一律5万円支給する 15,000,000 9,450,000 189 無 15,000,000
大東市国民健康保険条例お
よび大東市国民健康保険条
例施行規則

保健医療部 保険年金課

89 出産育児一時金
国保法第58条第1項に規定される出産育児一時金の給付を
行う

申請者 個人 定額補助
出産をした人の国保世帯の世帯主に対して、42万円を支給する（ただ
し、産科保障制度未加入医療機関での出産については、40.8万円）

100,800,000 38,173,662 91 無 70,560,000
大東市国民健康保険条例お
よび大東市国民健康保険条
例施行規則

保健医療部 保険年金課

90 傷病手当金

新型コロナウイルス感染症まん延を防止するため、コロナに
罹患した疑いのある被用者が会社等を休みやすくするよう、
療養のため労務に服することができない期間の給与を補助す
る

申請者 個人 その他
新型コロナウイルス感染症に罹患した被用者が、労務に服することが
できない期間のうち、労務に服する予定していた間（待機期間除く）の
給与の2/3相当を支給する

0 470,888 6 無 2,300,000
大東市国民健康保険条例お
よび大東市国民健康保険条
例施行規則

保健医療部 保険年金課

91
大東市食生活改善推進協議
会運営補助

食を通した市民の健康づくりの推進を図るため、大東市食生
活改善推進協議会の運営に対し補助する

大東市食生活改善推進協議会 団体：運営費補助 定額補助 年額80,000円とし、予算の範囲内で交付 80,000 80,000 1 無 80,000
大東市食生活改善推進協議
会運営補助金交付要綱

保健医療部 地域保健課

92
大阪府造血細胞移植後定期
予防接種ワクチン再接種費
用補助事業

造血幹細胞移植によって消失した免疫を再度獲得するため
に、定期予防接種の再接種に要する費用の一部を助成する

申請者 個人 その他
申請者が支払った再接種費用の額または本市が委託する医療機関と
の間の契約に基づく当該定期予防接種の費用の額のいずれか低い
方の額

0 0 0 無 0
大東市定期予防接種の再接
種費用の助成に関する要綱

保健医療部 地域保健課
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93 妊婦健康診査補助事業
大阪府外で妊婦健康診査を受診した費用を償還払い形式で
補助する

申請者(妊婦） 個人 その他
申請者が支払った金額と本市が委託する医療機関との間の契約締結
額のいずれか低い方の額

4,202,000 2,528,968 81 無 4,202,000
大東市妊婦健康診査事業実
施要綱

保健医療部 地域保健課

94 産婦健康診査補助事業
大阪府外で産婦健康診査を受診した費用を償還払い形式で
補助する

申請者(産婦） 個人 その他
申請者が支払った金額と本市が委託する医療機関との間の契約締結
額のいずれか低い方の額

406,000 291,650 52 無 406,000
大東市産婦健康診査事業実
施要綱

保健医療部 地域保健課

95
乳児一般・後期健康診査補
助事業

大阪府外で乳児一般・後期健康診査を受診した費用を償還
払い形式で補助する

申請者(母親) 個人 その他
申請者が支払った金額と本市が委託する医療機関との間の契約締結
額のいずれか低い方の額

526,000 176,929 46 無 526,000
大東市乳児一般健康診査事
業実施要綱、大東市乳児後
期健康診査実施要綱

保健医療部 地域保健課

96 新生児聴覚検査補助事業
大阪府外で新生児聴覚検査を受診した費用を償還払い形式
で補助する

申請者(母親) 個人 その他
申請者が支払った金額と本市が委託する医療機関との間の契約締結
額のいずれか低い方の額

298,000 248,580 46 無 298,000
大東市新生児聴覚検査事業
実施要綱

保健医療部 地域保健課

97 予防接種事業
大阪府外で予防接種を受けた費用を償還払い形式で補助す
る

申請者 個人 その他
申請者が支払った金額と本市が委託する医療機関との間の契約締結
額のいずれか低い方の額

1,759,000 2,215,538 236 無 1,759,000
大東市予防接種事業実施要
綱

保健医療部 地域保健課

98
福祉・医療事業者応援給付
金(医療分野)支給事業

緊急事態宣言時に医療の提供を実施してきた事業者に対す
る給付措置

医療機関 団体：その他 定額補助

病院（200床以上）　6,000,000円
病院（200床以上）　4,000,000円
診療所（有床）800,000円
診療所（無床）500,000円
歯科診療所500,000円
薬局300,000円

0 100,300,000 168 無 0
大東市福祉・医療事業者応
援給付金(医療分野)支給事
業実施要綱

保健医療部 地域保健課

99
大東市隣接地等取得費補助
金

長期にわたり空家、空地となる可能性が高い狭小地の有効な
利活用を促し、ゆとりある安全で安心な住宅地を形成すること
によって、防災、景観等の住環境に寄与するため

①現住宅地の所有者、現住宅地
の所有者の２親等以内の直系親
族または現住宅地の所有者の配
偶者の２親等以内の直系親族の
内、要件を満たす者。

個人 定率補助

・測量費用および明示費用の1/2
・登記費用の1/2
・不動産仲介手数料の1/2
・不動産取得費用の1/10

※上記の合計額で最大50万円

0 684,000 2 無 1,500,000
大東市隣接地等取得費補助
金交付要綱

都市整備部
都市政策室
都市政策課

100
大東市隣接地等取得費補助
金

長期にわたり空家、空地となる可能性が高い狭小地の有効な
利活用を促し、ゆとりある安全で安心な住宅地を形成すること
によって、防災、景観等の住環境に寄与するため

②宅建建物取引業法第３条第１
項の免許を受けて宅地建物取引
業を営み、要件を満たす者。

団体：その他 定率補助

・測量費用および明示費用の1/2
・登記費用の1/2
・不動産仲介手数料の1/2
・不動産取得費用の1/10

※上記の合計額で最大50万円

0 0 0 無 2,500,000
大東市隣接地等取得費補助
金交付要綱

都市整備部
都市政策室
都市政策課

101
大東市既存民間建築物耐震
診断補助金

本市に存する建築物の耐震化を促進するため 建築物の所有者 個人 定率補助

【木造住宅（長屋、併用住宅、共同住宅を含む。）】
・耐震診断に要した費用の10/11以内の額
※限度額5万円/戸
【非木造住宅（専門住宅、併用住宅）】
・耐震診断に要した費用の1/2以内の額
※限度額2万7千円/戸
【非木造住宅（長屋住宅、共同住宅）】
・耐震診断に要した費用の1/2以内の額
※限度額100万円/棟
【特定既存耐震不適格建築物】
・耐震診断に要した費用の1/2以内の額
※限度額100万円/棟

3,500,000 395,000 8 無 3,500,000
大東市既存民間建築物耐震
診断補助金交付要綱

都市整備部
都市政策室
都市政策課

102
大東市既存木造住宅耐震改
修補助金

本市に存する木造住宅の耐震改修を促進するため 建築物の所有者 個人 その他

・耐震設計に要した7割もしくは補助限度額10万円の低い額（ただし耐
震改修工事を行う場合のみ）
・耐震改修工事（耐震シェルター設置工事を含む）に要する費用もしく
は補助限度額90万円の低い方の額

14,500,000 1,970,000 2 無 14,500,000
大東市既存木造住宅耐震改
修補助金交付要綱

都市整備部
都市政策室
都市政策課

103

・大東市三世代同居等転入
給付金
・大東市三世代同居等市内
転居給付金
・大東市三世代同居等住宅
取得等補助金

本市内における子ども世帯と親世帯との三世代同居等を促
進し、高齢期及び子育て期を安心して過ごすための居住地の
選択を支援することにより、人口の増加による活力あるまちづ
くりの推進及び地域経済の活性化に資するため

【市外転入】
・大東市外に1年以上居住し、親
世帯（市内に3年以上居住）と三
世代同居等するために、平成27
年7月1日以降に新たに住民票
異動を行い転入する子ども世帯
・大東市外に1年以上居住し、親
世帯（市内に3年以上居住）と三
世代同居等するために、平成30
年7月1日以降に新たに住民票
異動を行い転入する親世帯

【市内転居】
大東市内に1年以上居住し、親
世帯（市内に3年以上居住）と三
世代同居等するため、平成28年
11月1日以降に新たに住民票異
動を行い市内で転居する子ども
世帯

個人 定額補助

・転入、転居に要する費用
 基本額（引越代相当額）・・・最大10万円
・住宅の新築または購入に要する費用
 住宅の増築、改築、リフォームに要する費用
 加算額・・・最大40万円（3年分割払い）

13,761,000 12,745,000 132 無 12,755,000
大東市三世代家族推進事業
実施要綱

都市整備部
都市政策室
都市政策課

104
大東市空家リフォーム補助
金

空家の有効活用を支援し、空家の解消を促進するため
条件を満たし、補助対象空家を
所有する者

個人 定額補助
1住戸20万円
（長屋の場合は1棟の上限を50万円とする）
※ただし、工事費の1/2以内とする。

0 200,000 1 無 1,000,000
大東市空家リフォーム補助金
交付要綱

都市整備部
都市政策室
都市政策課

105 大東市木造住宅除却補助金
耐震性の不足している木造住宅の建替えを促進し、もって地
震による本市内の人的および物的な被害の軽減を図るため

条件を満たし、補助対象建築物
を所有する者

個人 定額補助
1戸建て住宅：最大30万円
長屋住宅および共同住宅：1住戸30万円または1棟90万円を限度

9,000,000 9,300,000 31 無 9,000,000
大東市木造住宅除却補助金
交付要綱

都市整備部
都市政策室
都市政策課
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106
バスカードシステム整備事
業補助金

公共交通機関の利用環境を整備し、利便性の向上を図るとと
もに、バスの利用を促進することで交通渋滞の緩和、地域環
境の改善を行うため

市内を運行している路線バス事
業者

団体：ハード補助 定率補助
プリペイド方式のカード読取装置、カードエンコーダー及びデータ処理
機の整備に係る経費に10分の1を乗じて得た額を予算の範囲内で交
付

0 0 0 無 0
大東市バスカードシステム整
備事業補助金交付要綱

都市整備部
都市政策室
交通政策課

107 阪奈生駒線運行補助金
住道駅前・生駒登山口間を結ぶ民間バス路線の運行を維持
し、市民等の利便性を確保するため

道路運送法第3条第1号イに規定
する一般乗合旅客自動車運送事
業を経営する者

団体：運営費補助 全額補助
「年間運行経費」-「運賃収入」＝「補助金額」
とし、予算の範囲内で交付

21,700,000 22,924,927 1 無 24,205,000
大東市一般乗合旅客自動車
運送事業阪奈生駒線運行補
助金交付要綱

都市整備部
都市政策室
交通政策課

108

大東市公共交通事業車両等
新型コロナウイルス感染症
感染拡大防止対策経費補助
金

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に要る経費を補助
することで、市民の安全な移動手段を確保するため

近鉄バス株式会社
第一交通株式会社
株式会社オービーシー

団体：運営費補助 定額補助

営業所対策経費：営業所1か所10万円
車両対策経費：バス車両1台50万円
　　　　　　　　　 タクシー車両1台5万円
　　　　　　　　　 ワンボックス車両1台10万円

0 1,845,236 3 無 0 起案による 都市整備部
都市政策室
交通政策課

109
大東市バス及びタクシー車
両新型コロナウイルス感染
症感染拡大防止対策補助金

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に要る経費を補助
することで、市民の安全な移動手段を確保するため

大東市内に営業所を置くバス・タ
クシー事業者
・一般貸切旅客自動車運送事業
・一般乗用旅客自動車運送事業
・特定旅客自動車運送事業

団体：運営費補助 定額補助

車両対策経費として
車両一台当たり
・乗車定員5人以下：10,000円
　（福祉輸送自動車にあっては、20,000円）
・乗車定員6人以上10人以下：20,000円
・乗車定員11人以上：50,000円

0 4,150,000 17 無 0

大東市バス及びタクシー車両
新型コロナウイルス感染症感
染拡大防止対策補助金交付
要綱

都市整備部
都市政策室
交通政策課

110
大東市崖地近接等危険住宅
移転事業補助金

崖の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある
区域に存する住宅の移転を促進するため

建築物の所有者 個人 その他

【除却】除却工事等に要する経費（上限額975,000円）
【建設】移転先の住居の建設又は改修に係る利子の総額（上限額
3,250,000円）
移転先の住居の土地の購入に係る利子の総額
（上限額960,000円）

5,185,000 0 0 無 5,185,000
大東市崖地近接等危険住宅
移転事業補助金交付要綱

都市整備部
都市政策室
開発指導課

111
大東市道路後退用地の寄付
に係る補助金

東部地域において、後退用地の寄付を促進し、当該道路を市
道とすることにより交通の安全性及び利便性を高め、生活環
境の向上を図るため

後退用地の所有者 個人 その他
後退用地の境界確定、分筆、拡幅に要した費用（上限500,000円を限
度とする）

0 0 0 無 0
大東市道路後退用地の寄付
に係る補助金交付要綱

都市整備部
都市整備室

道路課

112
野崎駅周辺総合計画推進協
議会補助金

野崎駅周辺地域の生活環境の改善、山地の保全等に関する
事業計画を円滑に実施し、地域における住民の生活の安定
向上等に寄与すること

野崎駅周辺総合計画推進協議
会

団体：運営費補助 定額補助 補助金の額は300,000円とし、予算の範囲内で交付 100,000 0 0 有 100,000
大東市野崎駅周辺総合計画
推進協議会補助金交付要綱

都市整備部
都市整備室

駅周辺整備課

113
大東市農業用さく井事業補
助金

農業と調和した良好な都市環境の確保を図るため 市民 個人 定率補助
さく井事業に要した費用の2分の1以内において、予算の範囲内で定
める額
上限額1件当たり10,000,000円

0 0 0 無 0
大東市農業用さく井事業補
助金交付要綱

産業・文化部 産業経済室

114
大東市農業研究クラブ連絡
協議会補助金

農業の近代化を図り、もって農業従事者が健康で文化的な生
活を営むため

大東市農業研究クラブ連絡協議
会

団体：運営費補助 定額補助 100,000円 100,000 100,000 1 無 100,000
大東市農業研究クラブ連絡
協議会補助金交付要綱

産業・文化部 産業経済室

115 大東市農業振興補助金 地域農業の振興と農地の確保及び有効利用を図るため 大阪東部農業協同組合 団体：ソフト補助 定額補助 630,000円 630,000 0 0 無 630,000
大東市農業振興補助金交付
要綱

産業・文化部 産業経済室

116
大東市経営所得安定対策等
推進事業補助金

農業経営の改善と自給率の向上を目指すことを目的とする経
営所得安定対策及び水田活用の直接支払を円滑に推進する
ため

大阪東部地域農業再生協議会 団体：ソフト補助 全額補助
大阪東部地域農業再生協議会が実施する経営所得安定対策等推進
事業に要する経費のうち、予算の範囲内で定める額

0 0 0 無 0
大東市経営所得安定対策等
推進事業補助金交付要綱

産業・文化部 産業経済室

117
大東市有害鳥獣被害防止対
策に係る補助金

イノシシ等の有害鳥獣による農作物への被害を防止し、農業
経営の安定に資するため

大阪東部農業協同組合 団体：ハード補助 定率補助
資材購入費の3分の1以内
上限額 年額200,000円

200,000 0 0 無 200,000
大東市有害鳥獣被害防止対
策に係る補助金交付要綱

産業・文化部 産業経済室

118
大東市商店街等共同施設整
備事業補助金

本市の商業基盤を強化し、商店街の活性化を促進するため 商店街振興組合　等 団体：ハード補助 定率補助
アーケード等の場合は、建設若しくは取得に要する経費の15％。
防犯カメラ等の場合は、機器経費及び工事費の50％。
ともに、限度額は3,000,000円

0 0 0 無 0
大東市商店街等共同施設整
備事業補助金交付要綱

産業・文化部 産業経済室

119
大東市事業資金融資信用保
証料に係る補助金

市内中小企業の債務負担を軽減するため 中小企業者 団体：その他 その他
融資の種類により、以下のいずれかの手法で算定。
①保証料の2分の1（50,000円限度）
②信用保証料の額又は100,000円のいずれか低い方

40,000 8,591,350 88 無 2,150,000
大東市事業資金融資信用保
証料に係る補助金交付要綱

産業・文化部 産業経済室

120
大東商工会議所に対する補
助金

市内における商工業の総合的改善及び発達を図るため 大東商工会議所 団体：ソフト補助 その他 補助対象事業対象経費相当額（全額又は定率） 5,800,000 5,800,000 4 無 5,800,000
大東商工会議所に対する補
助金交付要綱

産業・文化部 産業経済室

121
大東市商業連合会の運営に
対する補助金

市内における小売商業者の健全な発展を図るため 大東市商業連合会 団体：運営費補助 定額補助 50,000円 50,000 50,000 1 無 50,000
大東市商業連合会に対する
補助金交付要綱

産業・文化部 産業経済室

122
大東市北河内地域労働者福
祉協議会補助金

労働者の福祉活動及び本市の労働福祉政策を推進するため 北河内地域労働者福祉協議会 団体：運営費補助 定額補助 192,000円 192,000 192,000 1 無 192,000
大東市北河内地域労働者福
祉協議会補助金交付要綱

産業・文化部 産業経済室

123
大東市若年者就業体験講習
助成金

若年者の就労意欲を高め、職業定着を促進するため 受入事業者及び受講者 団体：ソフト補助 定額補助

・受入事業者：受講生１人当たり5,000円に実習実施日数を乗じて得た
額
・受講者：実習受講日数に5,000円を乗じて得た額
・ともに受講生１人当たり上限50,000円。

0 0 0 無 0
大東市若年者就業体験講習
助成金交付要綱

産業・文化部 産業経済室

124
大東市中小企業後継者育成
支援補助金

中小企業者の後継者育成を図るための研修に参加する経費
の軽減を図るため

中小企業者　等 団体：ソフト補助 定率補助
受講料の2分の1
（1受講者当たり50,000円を限度とする）

50,000 0 0 無 50,000
大東市中小企業後継者育成
支援補助金交付要綱

産業・文化部 産業経済室
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125
大東市中小企業人材スキル
アップ支援補助金

中小企業者が従業員のスキルアップを図るための研修に要
する経費の軽減を図るため

中小企業者　等 団体：ソフト補助 定率補助
受講料の2分の1
（1受講者当たり30,000円を限度とする）

150,000 131,000 6 無 300,000
大東市中小企業人材スキル
アップ支援補助金交付要綱

産業・文化部 産業経済室

126
大東市中小企業連携支援補
助金

中小企業者が互いに連携することで、市内中小企業の競争
力の強化を図るため

中小企業者のグループ　等 団体：ソフト補助 定率補助
新製品の開発又は技術開発事業等に係る経費の2分の1相当額。
（500,000円を限度とする）

0 0 0 無 0
大東市中小企業連携支援補
助金交付要綱

産業・文化部 産業経済室

127
大東市中小企業技術開発支
援補助金

中小企業者の技術開発等を支援し、もって市内中小企業の
競争力強化を図るため

中小企業者　等 団体：ソフト補助 定率補助
技術開発事業等に係る経費の2分の1相当額。
（300,000円または100,000円を限度とする）

300,000 0 0 無 300,000
大東市中小企業技術開発支
援補助金交付要綱

産業・文化部 産業経済室

128
大東市商品券発行事業補助
金

本市商業の活性化を図り、市民生活の向上に寄与するため 大東商工会議所 団体：その他 全額補助 商品券の発行に要する経費及びプレミアムとして付加した額 0 246,076,096 1 無 0
大東市市内共通商品券発行
事業補助金交付要綱

産業・文化部 産業経済室

129
大東市地域経済循環創造事
業補助金

民間事業者等の地域資源を活用した先進的で持続可能な事
業への取組を促進し、地域での経済循環を創造するため

民間事業者　等 団体：その他 その他 国庫交付金の額 0 0 0 無 0
大東市地域経済循環創造事
業補助金交付要綱

産業・文化部 産業経済室

130
大東市未来人材奨学金返還
支援補助金

若年層の労働人口を本市内へ流入させ、定住を促進するとと
もに、中小企業への就業を促進するため

市民 個人 定率補助
補助金を受けようとする期間に返還した奨学金等の額に2分の1を乗
じて得た額
(上限額75,000円)

7,295,000 7,485,000 162 無 8,774,000
大東市未来人材奨学金返還
支援補助金交付要綱

産業・文化部 産業経済室

131 大東市企業立地促進補助金 本市における企業の立地を促進するため 事業者 団体：その他 その他

(1)新たに取得した土地に係る固定資産税等の額に2分の1を乗じて得
た額
(2)新たに賃借した土地の面積に、地域毎に定める額を乗じて得た額
等
(一事業者当たり1年度10,000,000円を限度とし、5年度間の合計額は

35,346,000 30,814,000 51 無 33,604,000 大東市企業立地促進条例 産業・文化部 産業経済室

132
大東市障害者等インターン
シップ助成金

障害者等の就労意欲を高め、就労後の職場定着の促進を図
るため

市民 個人 その他
インターンシップ生が事業に参加した時間に750円を乗じて得た額
（48,000円を超えるときは、48,000円とする）

135,000 96,750 5 無 135,000
大東市障害者等インターン
シップ事業の実施及び助成
金交付要綱

産業・文化部 産業経済室

133
大東市夢をかなえる起業応
援補助金

本市内の創業を促進し、本市内の産業の活性化を図るため 個人又は法人 団体：その他 定額補助 100,000円 2,500,000 2,300,000 23 無 3,000,000
大東市夢をかなえる起業応
援補助金交付要綱

産業・文化部 産業経済室

134
大東市小規模事業者経営改
善資金利子補給金

市内の小規模事業者の経営の安定と発展を図るため 中小企業者　等 団体：その他 その他

毎年1月1日(令和2年にあっては、同年1月29日)から12月31日までの
間に日本政策金融公庫へ支払ったマル経融資に係る約定利息(返済
遅延により加算された延滞利息を除く。)の額
※利子補給金の交付の対象となる期間は、約定利息の支払の1回目
から36回目までとする。

0 46,105 3 無 300,000
大東市小規模事業者経営改
善資金利子補給金交付要綱

産業・文化部 産業経済室

135
大東市テレワーク導入支援
補助金

市内の中小企業者におけるテレワーク用通信機器の導入の
促進を図るため

中小企業者　等 団体：ハード補助 その他

「厚生労働省所管の働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス
感染症対策のためのテレワークコース」の交付対象となる取組の実施
に要した経費の額から交付の決定を受けた金額を控除し、2で除して
得た額(100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)
又は500,000円のいずれか低い額

0 1,429,900 4 無 0
大東市テレワーク導入支援
補助金交付要綱

産業・文化部 産業経済室

136 大東市事業者支援金
新型コロナウイルス感染症の拡大により経営に影響を来して
いるものの、国や大阪府の支援金給付の対象外となっている
本市内の事業者等に対し、事業の継続を図るため

中小企業者　等 団体：その他 定額補助
中小法人等：200,000円
個人事業主：100,000円

0 56,100,000 347 無 0
大東市事業者支援金交付要
綱

産業・文化部 産業経済室

137 大東市雇用維持助成金
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余
儀なくされた状況下において、従業員の雇用の維持を図るた
め

中小企業者　等 団体：その他 定額補助
中小企業者(小規模企業者を除く。)：　300,000円
小規模企業者：200,000円

0 67,500,000 286 無 0
大東市雇用維持助成金交付
要綱

産業・文化部 産業経済室

138
大東市イルミネーションイベ
ント補助金

子育て世代の定住・流入や賑わい創出を通じた交流人口の
増加を図るべく、シビックプライドの醸成およびシティープロ
モーションの推進を目的として実施する大東市イルミネーショ
ンイベントを支援するため

大東市イルミネーションイベント
実行委員会

団体：運営費補助 全額補助 企画及び運営に要する費用で予算の範囲内 10,500,000 10,500,000 1 無 10,500,000
大東市イルミネーションイベ
ント補助金交付要綱

産業・文化部 都市魅力観光課

139
大東市武者行列イベント補
助金

本市の歴史的資源を活用したまちづくりにおけるキーコンテン
ツである「三好長慶」と「飯盛城」の認知度向上に資するイベ
ントを実施するため

三好長慶公武者行列in大東実行
委員会

団体：運営費補助 全額補助 企画及び運営に要する費用で1,500,000円を限度とする予算の範囲内 1,500,000 1,500,000 1 無 1,500,000
大東市武者行列イベント補助
金交付要綱

産業・文化部 都市魅力観光課

140
大東市指定文化財保存事業
補助金

大東市文化財保護条例の規定に基づいて指定された文化財
等（以下「指定文化財」という。）又は選定された保存技術（以
下「選定保存技術」という。）の保存、継承及び活用のため

指定文化財の所有者又は選定
保存技術の保持者

個人 定率補助

対象となる事業に要する費用に、以下に掲げる区分ごとに補助率を
乗じた額。予算の範囲内で決定。上限額3,000,000円。
(1)建造物、美術工芸品①保存修理：2分の1②防災：3分の1(2)史跡、
名勝及び天然記念物①保存修理：2分の1②標識、説明板、境界杭、
囲柵の設置又は防災：3分の1(3)その他指定文化財又は選定保存技
術で、保存又は公開のための事業のうち市長が特に必要と定めたも
の：市長が別に定める率

0 0 0 無 0
大東市指定文化財保存事業
補助金交付要綱

産業・文化部 生涯学習課

141
大東市社会教育活動に対す
る補助金

社会教育の充実を図るため
(1)大東市スカウト協議会
(2)大東市こども会育成連絡協議
会

団体：ソフト補助 定額補助

事業に係る補助対象経費の額から当該事業に係る収入の額を差し引
いた額。予算の範囲内で交付。上限額(1)60,000円(2)①及び②の合計
額（①活動運営補助150,000円②大東市単位こども会活動運営補助1
単位あたり10,000円）

530,000 467,786 2 無 500,000
大東市社会教育活動に対す
る補助金交付要綱

産業・文化部 生涯学習課

142
大東市市民文化自主事業に
関する補助金

優れた舞台芸術の提供により市民文化の振興を図るため 大東市文化協会 団体：ソフト補助 全額補助
公演に要する経費の総額から当該公演に係る収入の額を減じた額。
予算の範囲内で交付

8,000,000 2,277,783 2 無 7,656,000
大東市市民文化自主事業に
関する補助金交付要綱

産業・文化部 生涯学習課
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143
大東市社会教育活動に対す
る補助金

社会教育活動の充実を図るため
大東市体育協会
大東市スポーツ少年団

団体：ソフト補助 定額補助
大東市体育協会240,000円、大東市スポーツ少年団100,000円を上限
として、事業に係る補助対象経費の額から当該事業に係る収入の額
を差し引いた額

340,000 340,000 2 無 340,000
大東市社会教育活動に対す
る補助金交付要綱

産業・文化部 スポーツ振興課

144
大東市議会議員厚生会補助
金

大東市議会議員の健康保持及び複利の増進を図るため 市議会議員 団体：運営費補助 全額補助 健康管理事業及び会議費（来庁者・来客者用に限定）の実費 306,000 242,196 20 無 306,000
大東市議会議員厚生会補助
金交付要綱

議会事務局 議会事務局

145 政務活動費
地方自治法第100条第14項～16項の規定に基づき、地方議
会の活性化のために地方議員の調査活動基盤の充実強化を
図るため

市議会議員 団体：その他 定額補助
月額
会派交付…80,000円×所属議員数
個人交付…80,000円

16,320,000 12,778,918 11 無 16,320,000

大東市議会政務活動費の交
付に関する条例
大東市議会政務活動費の交
付に関する条例施行規則

議会事務局 議会事務局

146
大東市外国人学校就学補助
金

外国人学校に在学している外国人児童・生徒の保護者で経
済的に困窮している世帯の負担を軽減するため

外国人学校に在学している外国
人児童・生徒の保護者のうち、経
済的に困窮をしているもの

個人 その他
本市で実施している、就学援助（学校管理課所管）と同等の内容の金
額を対象者に補助する

72,000 0 0 無 88,000
大東市外国人学校就学補助
金交付要綱

教育総務部 教育総務課

147
大東市新型コロナウイルス
対策給付金

新型コロナウイルスの感染が拡大する中、学校休校や外出
自粛要請への対応に伴う市民の負担増を軽減するため

支給対象者の保護者又は監護
者
（支給対象者）
①大東市立小学校及び中学校
に在籍する小学生及び中学生
②学校教育法第1条に規定する
小学校、中学校、特別支援学校
など、若しくは同法第134条に規
定する各種学校のうち外国人学
校に在籍する小学生及び中学生

個人 定額補助 支給対象者1人につき10,000円 0 91,010,000 6,240 無 0
大東市新型コロナウイルス対
策給付事業実施要綱

教育総務部 学校管理課

148
大東市社会教育活動に対す
る補助金

社会教育の充実を図るため 大東市PTA協議会 団体：ソフト補助 定額補助
事業に係る補助対象経費の額から当該事業に係る収入の額を差し引
いた額。予算の範囲内で交付。上限額50,000円

50,000 0 0 無 50,000
大東市社会教育活動に対す
る補助金交付要綱

教育総務部 家庭・地域教育課

149
大東市人権教育研究協議会
補助金

教職員自らが豊かな人権感覚を身に付ける等、本市教職員
の資質向上を図るため

大東市人権教育研究協議会 団体：運営費補助 全額補助 団体の運営に係る経費の一部とし、予算の範囲内で交付 1,100,000 684,232 24 有 1,100,000
大東市人権教育施策の協力
団体に対する補助金交付要
綱

学校教育政策部 指導・人権教育課

150
大東市在日外国人教育研究
協議会補助金

本市各校園の国際理解教育や在日外国人教育の研究活動
を発展させ、教育内容を充実させるため

大東市在日外国人教育研究協
議会

団体：運営費補助 全額補助 団体の運営に係る経費の一部とし、予算の範囲内で交付 300,000 300,000 2 無 300,000
大東市人権教育施策の協力
団体に対する補助金交付要
綱

学校教育政策部 指導・人権教育課

151
大東市遠距離児童・生徒通
学費補助金

遠距離通学により大東市立小・中学校に通学する児童又は
生徒に対する保護者の負担の軽減を図るため

大字龍間から大東市立四条小学
校及び四条中学校までバス通学
をしている児童等の保護者

個人 全額補助
通学するにあたり最も経済的かつ合理的と認められる通学経路及び
期間に係る定期金額及び定期有効期間外に実際に通学した日数分
の運賃の金額

819,000 905,830 14 無 1,337,000
大東市遠距離児童・生徒通
学費補助金交付要綱

学校教育政策部 指導・人権教育課

152 大東市教職員厚生会補助金 教職員厚生会で行う、福利厚生事業等の運営費を助成する 大東市教職員厚生会 団体：運営費補助 定額補助
上限315,000円として、教職員厚生会で行う、福利厚生事業等の運営
費を助成する

315,000 315,000 1 無 315,000
大東市教職員厚生会補助金
交付要綱

学校教育政策部 企画・教職員課

153 第3節融資あっ旋制度 水洗便所改造助成金融資あっ旋に伴う利息補助 申請者 個人 その他 前年の3月1日付け日本銀行公表の長期プライムレートを適用 42,000 17,382 3 無 56,000
大東市上下水道局下水道施
設の整備および管理に関す
る取扱要綱

上下水道局 お客さまセンター
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