
 

 

 
 

須坂市補助金等検討懇話会は、約２か月にわたって、「補助金行政のあり方に関

する提言」（須坂市行政改革推進委員会：平成15年12月）をもとに、現在、須坂市が

交付している各補助金について具体的な見直し案を検討してまいりました。 

 本懇話会では現在須坂市が交付している市単独補助金のうち、特に検討の必要

があると思われる補助金について、まず市の企画課から説明を受けた後、さらに必

要に応じて各補助金の担当課からの意見聴取ならびに意見交換を行いました。 

 こうした検討作業をふまえた審議の結果、ここに９項目の補助金の見直し方針案を

まとめました。あわせて、この方針案にもとづいた４５件の個別補助金の見直し案を

報告いたします。 

 この見直し案をもとに、須坂市の全ての補助金を見直されることを提言いたしま

す。 

なお、上記のとおり、今回行った見直し作業の対象は、須坂市が交付している補助

金のごく一部に過ぎません。しかし、個々に補助金（補助事業）を精査していくなか

で、補助対象以外に補助金が使われている例、あるいは補助金の使途として不適切

と思われる例や、交付団体の全事業費を上回る額の補助金が交付されている例が

あることがわかりました。また、補助金の使われ方やその成果を市の担当課が十分

に把握できていない例も散見されました。 

これらの例にみられるように、補助金そのもののあり方とともに、補助事業の執行

面についても早急に見直しが行われる必要があります。補助金も市民が納めている

税金で賄われていることを考えるならば、補助金の交付には、慎重かつ的確な判断

と、確実な成果が求められることは言うまでもありません。補助事業の執行管理（補

助事業の評価を含む）の強化、およびそれにかかわる組織体制の見直し等を早急に

図ることが必要であると考えます。 
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Ⅰ 団体事務局を市が担った上で補助金を交付している（補助金を出す側と補

助金を受ける側が同一）…… 事務局を市が担う理由を明確にする。ただし、

団体運営に対する補助金は交付しない。 

《具体例》 

①市有害鳥獣駆除対策協議会補助金 

 【問題点】 

市が事務局を担っている協議会に補助金を交付し、この協議会から有害鳥獣駆除

の実施組織に補助金が交付されているが、市としてのチェック体制が実施組織に

及んでいない。チェック体制が確立されていないため金の流れが不明瞭で、最終

的にどこに使われているのか、本当に必要な額はいくらなのか分からない。 

 【対策】 

協議会を経由して補助金を交付するのではなく、実施組織に直接交付することによ

り金の流れを明らかにするとともに、現在 2 本立てで行っている捕獲報奨金制度を

活かして、猟友会への謝礼は報奨金一本にすべきではないか。 

 

②勤労者互助会補助金 

 【問題点】 

市からの補助金は450,000円で事業費の4％に過ぎない。厚生事業として行ってい

るバスツアー等の会費負担比率を見直せば補助金は必要無い。また、市の職員が

担っている事務局分の人件費を補助金に上乗せして交付すれば自立が可能にな

ってくる。 

 【対策】 

市の職員が減員されていくことを考えると、自立の道を選ぶのが望ましい。自立に

向けた工程表を作成する。 

 

③観光協会補助金 

 【問題点】 

観光協会の事業・会計の大部分は市が担っており、商工観光課観光係と観光協会

の境界があいまいである。また、市が観光協会に交付した補助金の一部が峰の原

観光協会、信州須坂町並みの会に流れているが、それぞれの団体には市から別

の補助金が交付されており、金の流れが複雑になっている。観光協会の事業費の

約７割は税金であり、そこから他団体に負担金が支払われるのは間接補助とも受

け取れる。 

 【対策】 
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観光協会は商工観光課から独立して業務区分を明らかにするため、自立の工程

表を作成する。 
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④部落解放活動費補助金（人権のまちづくり推進委員会） 

 【問題点】 

補助金のみで事業を実施しており、ほかに財源が無い。事業内容は委員並びに委

員の出身組織の同和研修であり、委員会が主体的に事業を実施しているというよ

りも、行政主導的である。 

 【対策】 

この補助金については「部落差別をはじめあらゆる差別撤廃・人権擁護審議会」で

審議されており、次回審議会での見直しの際は次の点を考慮していただきたい。 

◆一般事業費化し、行政が実施するのが適当である。 

 



 

 

 

 

 

Ⅱ 長年（概ね10年以上）にわたって団体の育成・運営に補助金を交付している

…… 団体の運営を支援する補助金から、団体が行う事業を支援する補助金

に変更する。 

《具体例》 

①職員互助会補助金 

 【問題点】 

地方公務員法第 42条の規定により福利厚生事業として補助金を交付しているが、

互助会事業の一つである元気回復事業は、事業実態が無いにもかかわらず一人

当たり 7,000 円の現金給付をしている。慶弔規定は補助対象として市民の理解が

得られるのか疑問である。 

 【対策】 

元気回復事業については、単なる現金給付であるので補助対象外とする。慶弔規

定については存続も含めて見直しし、市民に公開する。 

 

②連合長野長野広域協議会須高地区連絡協議会補助金 

 【問題点】 

長年交付しているため、補助金額の算出根拠があいまいになり、会員数と組織率

が変動しても補助額が見直されてこなかった。また、労働者の祭典であるメーデー

に公金である補助金が使われ、ボーリング大会が福祉事業として位置づけられて

いる。 

 【対策】 

補助するにふさわしい事業に対してのみ補助する。補助率も対象事業費の 50％と

する。 
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Ⅲ 団体補助金で、会費等自主財源が少ない…… 自主財源比率を 50％以上

にする。（補助率を 50％以下にする） 

 

《具体例》 

①部落解放運動団体活動費補助金（須坂市協議会分） 

 【問題点】 

対象となる団体は「部落解放同盟須坂市協議会」と「部落解放推進の会須坂市協

議会」の 2 団体。それぞれの収入に占める会費の率は 1.7％と 6.3％でしかなく、補

助率は 100.0％と 98.4％であり、ほとんど市が丸抱えして事業をしている。さらに両

協議会からはそれぞれの上部団体の須高地区協議会に負担金や支出金の名目

で上納しているが、各須高地区協議会には別に補助金が交付されており、補助金

の二重取りとなっている。また、各協議会の事業や事務には重複しているものもあ

り、考え方の違いだけで分かれて活動している団体の双方に補助金という名目で

運営活動費を交付することに市民理解が得られるか疑問である。 

 【対策】 

この補助金については「部落差別をはじめあらゆる差別撤廃・人権擁護審議会」で

審議されており、次回審議会での見直しの際は次の点を考慮していただきたい。 

◆活動内容を精査する。◆補助対象経費を見直すとともに役員手当て・旅費等の

全額補助を改める。◆足りない財源は会費の見直しと市からの業務委託で補う。

◆協議会の合併を推進する。 

 

②部落解放運動団体活動費補助金（須高地区協議会分） 

 【問題点】 

対象となる団体は「部落解放同盟須高地区協議会」と「部落解放推進の会須高地

区協議会」の2団体。それぞれの収入に占める会費の率は2.8％と 5.2％でしかなく、

補助率は83.0％と91.6％であり、ほとんど行政が丸抱えして事業をしている。また、

各協議会の事業や事務には重複しているものもあり、考え方の違いだけで分かれ

て活動している団体の双方に補助金という名目で運営活動費を交付することに市

民理解が得られるか疑問である。 

 【対策】 

この補助金については「部落差別をはじめあらゆる差別撤廃・人権擁護審議会」で

審議されており、次回審議会での見直しの際は次の点を考慮していただきたい。 

◆活動内容を精査する。◆補助対象経費を見直すとともに役員手当て・旅費等の

全額補助を改める。◆足りない財源は会費の見直しと市からの業務委託で補う。

◆協議会の合併を推進する。 
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③須坂市景観形成推進事業補助金（まちづくり推進協議会等活動事業） 

 【問題点】 

補助対象の 18 団体のうち補助率が 50％を超えている団体は 14 団体。その内 9

団体は 70％を超えている。事業内容はプランター作りが主であり、独自に先進地

視察や会報を発行している団体は 4団体と少ない。 

 【対策】 

プランター作りが主の団体については、花と緑のまちづくり事業で資材を交付する

ことで事業継続が可能である。独自の景観形成事業を実施している団体に限って

補助金を交付すれば足りる。補助率は 50％を上限とし、終期を設定すべきである。 

 

④部落解放活動費補助金（解放子ども会活動） 

 【問題点】 

解放子ども会には本郷町と二睦町の二地区がある。本郷町においては飲食や保

護者の懇親会費まで補助対象となっている。二睦町においては補助金のみで事業

を実施しており、ほかに財源が無い。会員数は本郷町 11名、二睦町 3名で年々減

少している。 

 【対策】 

この補助金については「部落差別をはじめあらゆる差別撤廃・人権擁護審議会」で

審議されており、次回審議会での見直しの際は次の点を考慮していただきたい。 

◆補助対象は学習費用のみとし、飲食や保護者の懇親会費は会員の負担とすべ

きである。 

 

⑤ＰＴＡ文庫補助金 

 【問題点】 

補助率が 6割を超えており、事務局も図書館が担っている。会費は 15の小中学校

ＰＴＡから 3,000 円ずつ徴収しているが、役員が毎年交代すること等からＰＴＡの自

発的な活動というよりも図書館の事業に近い。 

 【対策】 

ＰＴＡ文庫の目的を再確認し、継続の可否をＰＴＡに委ねるべきである。継続の場合

は運営方法をＰＴＡに任せる等、自立を促す。目的を図書館利用の促進ととらえる

ならば図書館の一般事業とし、要望の強い学校でのみＰＴＡの協力を得ながら実施

したらどうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ⅳ 団体補助金で少額補助金…… 事業費・運営費に対する補助率が低く（10%

未満）かつ少額（ 50,000 円未満）の補助金については廃止する。（補助金額

よりも事務経費の方がかさむような補助金は廃止） 

《具体例》 

①水産振興事業補助金 

 【問題点】 

事業費 5,372,666 円に対して補助金が 20,000 円であり、補助率が 0.4％と著しく低

い。繰越金も 2,752,184 円あり、補助金を必要としない団体である。 

 【対策】 

団体の公益的事業に対する謝礼的な補助金は、財政的に自立している団体の場

合は廃止すべきである。 

 

②農業後継者グループ育成補助金 

 【問題点】 

9 団体に対して事業規模に関係なく一律 20,000 円の活動補助をしているが、内 7

団体の補助率は 10％以下で、平均補助率も 7.5％である。6 団体では繰越金が

100,000 円を超えており、補助金の必要性は薄い。研修費、研究費の比率が低く、

会議費や交流会の比率が高い。 

また、繰越金を会員に分配していたり、事業規模が小さく補助率が 100％を上回っ

ている団体もあり、会計処理が不適切である。 

 【対策】 

会費の中で事業が実施できる団体（自立した団体）に対して補助金を交付すること

は市民の理解が得られない。事業規模の小さい団体については会費の値上げや

事業の見直しで対応できると思われるので、この補助金は廃止すべきである。 

 

③学校医会補助金 

 【問題点】 

総事業費 292,350 円に対し補助金 20,000 円であるので、補助率は 7％弱である。 

 【対策】 

須高単位で活動しているため、他市町村からも補助金を受けている。他市町村か

らの補助金を含めると補助金額は 53,400 円で補助率は 18.3％となり、須坂市が見

直すことによりこの分の補助金が削減されると会の活動に大きな影響が出る。会

の活動自体は学校検診の円滑な推進であるので、市の施策にも沿っている。よっ

て現状のまま継続とする。もし見直すとすれば、補助対象を事業費に限定し、終期

を設定して廃止までの間に自立させることも考えられる。 
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④指定文化財保存団体等補助金 

 【問題点】 

現在 11 の保存団体に対し、一律 15,000 円の活動補助を交付している。内 4 団体

では補助率が 10％を下回っており、10％台の団体も 3団体ある。 

 【対策】 

団体の公益的事業に対する謝礼的な補助金は、財政的に自立している団体の場

合は廃止すべきである。事業規模の小さい団体については会費の値上げや事業

の見直しで対応できると思われるので、この補助金は終期を設定して段階的に廃

止すべきである。 

 

⑤須高少年剣道大会補助金 

 【問題点】 

毎年１0,000 円の補助金を交付しているが、補助率は 10％前後である。また、少年

を対象にした競技大会は多数あるが、この大会を特別扱いする理由が見当たらな

い。 

 【対策】 

小布施町、高山村からも補助金を得ているので、全体の補助額は 30,000 円、補助

率は 30.7％となる。しかし主催の須高防犯協会には年間 1,848,000 円以上の負担

金を交付しており、このなかで事業を実施すれば補助金の必要は無い。ちなみにこ

の大会を主管している須坂剣道連盟に対しても約 309,000 円の補助金を交付して

いる。 

 

⑥ガールスカウト補助金 

 【問題点】 

年間1,103,960円の事業費に対し、補助額は20,000円なので、補助率は1.8％であ

る。 

 【対策】 

決算上の予備費は4,470円であるが、事業内容を見直すことで 20,000円の削減は

可能であり廃止すべきである。 

 

⑦須坂市農業者年金協議会補助金 

 【問題点】 

年間約 443,145 円の事業費に対し、補助額は 30,000 円なので、補助率は 6.8％で

ある。繰越金は約 373,314 円ある。事務局も農業委員会が担っている。 

 【対策】 

安定している会費収入（363,200 円）があり、会議費・研修会費・事業内容を見直せ

ば補助金が無くても運営できると思われるのでこの補助金を廃止すべきである。 

 

 

 



Ⅴ 奨励的・先導的事業・団体への補助金には、必ず期間（3～5 年）又は事業量

等の上限を設定する。（サンセット方式の導入） 

 

 

 

 

《具体例》 

①障害者等のための住みよい街づくり施設整備事業補助金 

 【問題点】 

障害者のみならず高齢者や妊婦、乳幼児連れの市民が使いやすい、ユニバーサ

ルデザインの考え方は浸透してきている。サービス業である店舗や交通機関、医

療機関では当然のように施設整備を進めており、先進的に補助制度を整備した須

坂市の目的は達成されたと思われる。県にも同様の補助制度があるが、書類手続

きに手間がかかる等の理由で活用されていない。 

 【対策】 

市と同様の制度が県に整備されたため、市が制度を廃止しても県の制度に振り替

えることで事業予定者には影響が少ないと思われるので、この補助金を廃止すべ

きである。 

 

②ブドウ優良苗木育成事業補助金 

 【問題点】 

ウィルスフリー苗が一般に広く普及している現状を考えると、特定の団体に補助金

を交付して育成を支援し、普及を促進する事業の妥当性が見出せない。また、事

業の効果もあり、須坂市のブドウは高品質であることが市場にも認知されているこ

とから事業目的は達成されたと思われる。 

 【対策】 

現在育成中の苗木もあることから、終期を設定して廃止すべきである。 

 

③農業用廃ビニール処理事業補助金 

 【問題点】 

産業廃棄物は事業者が処理費用を負担して処分することが基本である。他産業と

の公平性を考えると、収益の上がっている施設園芸のみ補助金を交付することは

市民理解が得にくい。また廃ビニールの野焼きは激減しており、事業の目的は達

成されたと思われる。 

 【対策】 

終期を設定して廃止すべきである。 
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④チャイルドシート購入費補助金 

 【問題点】 

チャイルドシートの着用が義務付けられたこと、チャイルドシート着用促進による乳

幼児の交通事故災害の軽減、子育て支援の一環として設けられた補助事業である

が、チャイルドシートの着用義務付けから相当の期間が経過したことや、そもそも

チャイルドシートは自己の責任において整備するものであることなど、いつまでも続

けることには問題がある。 

 【対策】 

補助制度を廃止すべきである。 

 

 



 

Ⅵ 補助対象事業を精査し、懇親会費、飲食を伴う会議費、慶弔費・交際費、積

立金、上部団体への負担金等は補助対象経費に含めない。 

 

 

 

《具体例》 

①勤労者協議会補助金 

 【問題点】 

各種負担金 261,000 円と支部交付金 157,655 円は使途が不明で補助金としてふさ

わしくない。雑費46,000円は祝儀・香典を含み、同様である。積立金30,000円は本

年度の事業費ではない。 

 【対策】 

当年度の協議会の活動に対して補助金を交付するのであるから、補助対象として

ふさわしくない事業費は対象経費から外す。 

 

②郡市ＰＴＡ連合会補助金 

 【問題点】 

市連合会に150,000円、郡連合会に50,000円の補助金が交付されているが、市連

合会から郡連合会に対して 50,000 円の負担金が支払われている。また、郡連合会

には 618,818 円の繰越金があり、補助金の必要性は低い。 

 【対策】 

市連合会の補助金は50,000円減額すべきである。また、郡連合会には補助額を超

える繰越金があり、補助金の継続は見直すべきである。 
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Ⅶ 補助金等交付規則と補助金交付要綱を見直し、補助対象となる経費、補助

率（補助額、必要な場合は補助限度額）を必ず定める。（「市長が必要と認め

た経費」「市長が必要と認めた額」等の規定はやめること。） 

 

 

 

 

《具体例》 

①須坂市交通安全協会補助金 

【問題点】 

要綱上の対象経費は「活動経費に要する経費」で、補助額は「予算の範囲内で市

長が認める額」となっている。決算書には協会全体の会計が記載されており、補助

対象となる「安全活動費」の詳細が不明である。 

 【対策】 

補助対象となる「安全活動費」の経費と補助率を明らかにし、決算書には「安全活

動費」の詳細と支払いを証明する資料を添付させる。 

 

②須坂市商工会議所商工業振興事業補助金 

【問題点】 

要綱には補助対象とする事業は列記されているが対象となる経費、補助率の定め

が無い。そのため、須坂商工会議所に交付された補助金の使途が不明瞭となって

いる。須坂商工会議所には他に商店会連合会商工業振興事業補助金や中小商業

活性化事業補助金が交付されているが、決算上では総額の 17,040,000 円の収入

となっており、それぞれの補助金の事業区分がハッキリしない。 

 【対策】 

補助対象となる事業の経費と補助率を明らかにし、決算書には支出の詳細と支払

いを証明する資料を添付させる。 
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Ⅷ すべての補助金について、補助事業の目的・対象を明確にし、インプット（補

助金額）に対するアウトプット（事業等の量）及びアウトカム（成果）を測るととも

に、評価する。 

 

 

 

 

《具体例》 

①たばこ税協議会補助金 

【問題点】 

健康被害が深刻で、禁煙や分煙運動が盛んにもかかわらず、たばこの売り上げ増

を目的としている。 

 【対策】 

市民の健康を第一と考えるならば、協議会活動に補助金を交付することは疑問で

ある。たばこ税の徴収は法律で決められており、補助金の廃止は徴収事務に影響

しない。したがってこの補助金は廃止すべきである。 

 

②手話通訳者等養成事業補助金 

【問題点】 

3 年実施して 1 人しか合格していない。講座受講者の経済的負担を軽くしても、試

験に合格しなければ成果は上がらない。要綱上では、資格保持者を養成しても取

得後の活動については条件が無い。 

 【対策】 

受講費用を軽減せずとも、資格所持者の活躍の場を増やし、資格取得のメリットを

増やせば資格に挑戦する市民が増え、聴覚障害者とのコミュニケーションが拡大

するのではないか。 

 

③消費者団体連絡協議会活動補助金 

【問題点】 

8 つの消費者団体が集まって活動する目的があるが、実際には講演会を開催して

いるだけである。活動費は30,641円にもかかわらず40,000円の補助金が交付され

た。 

 【対策】 

消費者団体はそれぞれで情報収集しながら活動をしており、協議会を組織して活

動する目的が不明である。講演会は全市民対象に行政が開催すれば、協議会を

解散しても影響は無い。 

 

 

 

 

 - - 13 - - 
 



 - - 14 - - 

④商店街空き店舗活用事業補助金 

【問題点】 

補助制度を活用しても定着しない店舗も出ており、せっかくの投資が無駄になって

しまう。 

 【対策】 

商売には失敗の可能性もあるが、補助金を交付しているからには失敗の原因を突

き止め、後に続く事業者に情報提供し、成果を挙げる努力が必要。 

 

⑤駐車場維持管理事業補助金 

【問題点】 

規模の大きな商店を優遇する制度であり、商業支援としては不平等とも受け取れ

る。 

 【対策】 

この補助制度を経営計画に組み入れている可能性もあるので、新たな申請は認め

ず、終期を設定して段階的に廃止していくべきである。 

 

⑥新技術・新製品開発事業補助金 

【問題点】 

せっかく補助金を交付しても開発の成功率は 25％と低い。審査基準が不明瞭。 

 【対策】 

審査を厳格にして成功率を向上させる必要がある。内容によっては県の事業を推

薦した方が事業者のメリットになる。 

 

⑦りんご栽培活性化推進事業補助金 

 【問題点】 

優良苗木の育成は民間の種苗会社でも行っており、特定の団体のみに育成のた

めの補助金を交付するのは公平ではない。「ふじ」偏重の品種構成の是正や低生

産園の解消は生産者の経営計画に基づくものであり、本事業の効果は低い。 

 【対策】 

現在育成中の苗木もあることから、終期を設定して廃止すべきである 

 

⑧果樹共済掛金補助金 

 【問題点】 

共済加入により災害時の経営を安定化させるために、掛金の 20％を補助してきた

が、平成 13 年度から 16 年度までの園地加入率は 15％前後で推移しており、効果

が上がらない。 

 【対策】 

補助金により掛金が下げられていることをもっとＰＲして、事業成果を上げるべきで

ある。 
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⑨不妊治療補助金 

 【問題点】 

国の助成制度に先行して市が独自に実施している施策であるが、目的が事業対象

者の経済的負担の軽減となっており、補助金を交付することが成果となっている。 

 【対策】 

補助金を交付することにより、何らかの結果を期待するのが本来の補助金である

のだから、少子化対策の一環として必要ならば、プライバシーに充分配慮すること

を条件に、治療後の経過を把握すること。 

 



Ⅸ 補助金交付団体、個人等についての情報を公開する。（個人給付的な補助

金については個人情報保護に配慮する） 

 

 

 

 

 

 

《具体例》 

①特色ある教育・学校づくり推進事業補助金 

【問題点】 

市立小中学校に対して児童・生徒数に関係なく一律に補助金が交付されている。

小学校は350,000円、中学校は750,000円が交付されているが、自己資金を持たな

い事業なので、決算書を見ると、全校で支出が唯一の収入である補助額とピッタリ

一致しており不自然である。 

 【対策】 

本事業については一般事業化がふさわしい。 

 

②児童生徒科学研究費補助金 

【問題点】 

補助対象は学校の課外活動の一環としてグループ又は個人が行う科学研究であ

るにもかかわらず、交付申請者が学校長になっている。 

 【対策】 

本事業については要綱のとおりグループ又は個人が申請すべきである。 

 

③市教職員会総会講演会補助金 

【問題点】 

総会・講演会費用は 80,000 円だったにもかかわらず、補助金は当初予算通り

150,000 円交付している（平成 14 年度実績）。さらに、平成 15 年度から年会費を引

き下げている。 

 【対策】 

年会費を適正な額にし、補助金を廃止すべきである。 

 

④学校評議員事業補助金 

【問題点】 

評議員の運営は校長の責任と権限において行うものであるにもかかわらず、その

事業に対して補助金を交付するのは問題である。また収入は各校一律40,000円の

補助金のみで、支出は15校中14校がそろって 40,000円。残る一校は40,240円と

収入をオーバーしている。支出の内容は会議に伴う茶菓子、食事代、図書購入費、

郵便料、消耗品費、印刷代となっている。 

 【対策】 
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一般事業化して負担金等で交付できないか検討すべきである。 
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⑤文化振興事業団自主事業補助金 

【問題点】 

当初5億円の基金を運用して30,000,000円の補助金財源を生み出す予定であった

が、予想以上に金利が下がり財源が確保できていない。 

また集客が見込める岡村孝子コンサート、スターダストレビューコンサート等を補助

対象にしてチケット代金を引き下げている。さらに市外のチケット購入者にも補助金

の恩恵を与えている。 

 【対策】 

基金運用により確保できない分を一般会計から支出しているのだから、財政状況

に合わせて減額すべきである。 

また事業の目的からして集客が見込めるアーティストについては補助してチケット

代金を引き下げる必要は無い。さらに市外のチケット購入者には正規の料金を請

求すべきである。 

 
⑥市老人クラブ連合会健康体育祭補助金 

【問題点】 

市老人クラブ連合会として活動補助金を受けており、体育祭もその補助対象となっ

ているにもかかわらず、体育祭に対して補助金を申請しており、二重補助である。 

 【対策】 

連合会として充分な費用を用意しており、補助金は不要といえる。 

 

⑦須坂市景観形成推進事業補助金（信州須坂町並みフェスト補助金） 

 【問題点】 

当初は 2日間のイベントに対し 300,000円を交付していたが、平成 6年に年 2回開

催するという理由で 600,000 円に増額した経過がある。その後、年 1 回の開催にな

っても補助額は減額されず、現在は年 1 回で 1 日間のみの開催にもかかわらず額

が見直しされていない。市観光協会から250,000円の負担金が交付されているにも

かかわらず決算書にその記載が無い。観光協会からの負担金はその 7 割が補助

金であることを考えると金の流れが不明瞭である。 

 【対策】 

これまでの経過を考えると、市からの補助金は 150,000 円が妥当である。また事業

の目的は手作りのイベントなのだから、フリーマーケットの出店料を徴収したり、商

店街や企業からの協賛金を計上するなど自主財源を確保すべきである。さらに支

出の内容を見直し、慰労会賄い等は補助対象から外さないと市民理解は得られな

い。 
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⑧ペット火葬施設利用補助金 

 【問題点】 

ペットの死後の処理は、ペット飼育の一環であり、飼い主の責任において為される

べきである。ペットの火葬施設を整備するまで補助制度を続けるという姿勢には疑

問を感じる。 

 【対策】 

情報を公開し、市民の議論を喚起し、検討すべきである。 

 
⑨環境衛生推進協議会補助金 

 【問題点】 

要綱上で先進地視察は補助対象経費にならないはずが、実績報告書の決算書に

計上されている。また、先進地視察先に目的とは関係ない観光地が含まれている。 

 【対策】 

先進地視察研修費用は補助対象から外し、補助金額を削減する。 

 

⑩保健補導員会研修費補助金 

 【問題点】 

多岐にわたり意義のある活動をしているにもかかわらず、温泉地で行った総会費

用を補助対象にしているなど、市民の理解が得にくい部分もある。また、研修費は

2,696,497 円であるにもかかわらず、研修経費補助として 3,408,000 円が交付され、

差額が事業費等に使われている。 

 【対策】 

市の業務を代行している活動は、委託料などの対価を要求すべきである。この委

託料収入を財源として自主事業や総会を開催すべきである。 
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