
資料４ 

                              平成27年７月28日   

（件名） 

 平成 26年度補助金見直し結果について（報告） 
                             

 企画財政部企画政策課   

１ 平成26年度の取り組み 

  市では、平成18年度に策定した「菊川市補助金等の見直し指針」に則り、３年に一度の見直し（内部

評価）を実施してきました。 

  平成26年度は、これまでの内部評価に加え、行財政改革推進懇話会による評価（外部評価）を実施し、

その結果を平成27年度の予算へ反映させました。 

 

２ 外部評価の経過 

日付 内容 

平成26年７月１日 【第１回行財政改革推進懇話会】 

⇒評価する補助金５件を抽出 

平成26年８月18日 【第２回行財政改革推進懇話会】 

⇒補助金見直し評価ヒアリングを実施 

平成26年10月８日 【菊川市行財政改革推進懇話会】 

⇒補助金等の見直し評価に係る提言書の提出 

 

３ 評価結果 

  平成26年度市の当初予算、19節（負担金、補助金及び交付金）から負担金、債務負担、償還補助、

国または県からの100％補助などを除外した補助金112件を対象として見直し評価を実施した。 

 継続 重点化 縮小 終了 合計 

担当課評価 103 ３ ４ ２ 112 

外部評価 ― １ ４ ― ５ 

最終評価 103 ２ ５ ２ 112 

 

（重点化、縮小及び終了の内訳） 

補助金の名称 
担当課 

評価 

外部 

評価 

最終 

評価 

10.国際交流協会活動事業費補助金 重点化 ― 継続 

７.自主防資機材整備費補助金 重点化 ― 重点化 

９.１％地域づくり活動交付金 重点化 重点化 重点化 

８.自治会連合組織運営費補助金 縮小 縮小 縮小 

16.社会福祉法人菊川市社会福祉協議会補助金 縮小 縮小 縮小 

37.母親クラブ育成事業補助金 縮小 ― 縮小 

50.自然エネルギー利用促進補助金 縮小 縮小 縮小 

78.経営改善普及事業補助金 継続 縮小 縮小 

81.新規店舗参入支援補助金 終了 ― 終了 

104.平尾八幡宮文化財保存費補助金 終了 ― 終了 



資料４ 

 

４ 事業実施の見直し等による差額                         単位：千円 

 
平成26年度 

（当初予算） 

平成27年度 

（当初予算） 

差額 

（H26-H27） 

対象補助金 

112件 
632,998 542,062 △90,936 

 

（内訳）                                    単位：千円 

 継続 重点化 縮小 終了 合計 

平成26年度 515,013 33,451 81,934 2,600 632,998 

平成27年度 437,287 34,027 70,748 0 542,062 

差 額 △77,726 576 △11,186 △2,600 △90,936 

 ※詳細については、別紙「平成26年度補助金見直し結果一覧表」を参照してください。 

 

 ５ 情報公開 

   平成27年度第１回行財政改革推進懇話会（平成27年７月28日開催）へ報告後、市の広報及び 

ホームページを活用し、情報の公開を行います。 
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平成26年度補助金見直し結果一覧表 予算額単位：千円
最終評価

（ヒアリング後）

1 議会政務活動費交付金
菊川市議会政務活動費の交付に関する条例
（平成21年３月９日条例第２号）

議会事務局 1,700 1,700 継続 ― 継続

2 職員互助会助成金 菊川市職員互助会福利厚生事業費等補助金交付要綱※ 総務課 379 236 継続 ― 継続

3 指定通信教育修了者受講費助成金 菊川市職員通信教育助成金交付要綱※ 総務課 270 220 継続 ― 継続

4 交通安全会補助金 菊川市交通安全会事業費補助金交付要綱※ 安全課 200 200 継続 ― 継続

5 ため池洪水調整補助金 菊川市ため池洪水調整等事業費補助金交付要綱※ 安全課 620 630 継続 ― 継続

6 耐震シェルター整備費補助金
菊川市耐震シェルター整備事業費補助金交付要綱
（平成23年８月24日告示第139号）

安全課 250 250 継続 ― 継続

7 自主防資機材整備費補助金
菊川市自主防災組織育成補助金交付要綱
（平成19年４月23日告示第93号）

安全課 18,000 18,000 重点化 ― 重点化

8 自治会連合組織運営費補助金
菊川市自治会連合組織運営費補助金交付要綱
（平成19年５月８日告示第99号）

地域支援課 3,891 3,561 縮小 縮小 縮小

9 １％地域づくり活動交付金
菊川市１％地域づくり活動交付金交付要綱
（平成21年３月27日告示第43号）

地域支援課 15,451 16,027 重点化 重点化 重点化

10 国際交流協会活動事業費補助金 菊川市国際交流協会活動事業費補助金交付要綱※ 地域支援課 850 100 重点化 ― 継続

11 地区センター運営費補助金
菊川市地区センター運営費補助金交付要綱
（平成17年１月17日告示第12号）

地域支援課 1,446 1,450 継続 ― 継続

12 コミュニティ施設整備事業補助金
菊川市コミュニティ施設整備事業補助金交付要綱
（平成19年５月21日告示第110号）

地域支援課 0 0 継続 ― 継続

13 菊川市バス路線維持費補助金
菊川市バス路線維持費補助金交付要綱
（平成19年６月19日告示第129号）

地域支援課 0 0 継続 ― 継続

14
掛川人権擁護委員協議会菊川地区研究会
事業費助成金

掛川人権擁護委員協議会菊川地区研究会事業費助成要綱※ 市民課 204 204 継続 ― 継続

15 民生児童委員協議会事業補助金
菊川市民生委員児童委員協議会事業費補助金要綱
（平成19年11月13日告示第190号）

福祉課 6,418 6,418 継続 ― 継続

16 社会福祉法人菊川市社会福祉協議会補助金
社会福祉法人菊川市社会福祉協議会補助金要綱
（平成20年３月３日告示第17号）

福祉課 55,663 48,667 縮小 縮小 縮小

17 東小笠地区保護司会菊川支部事業補助金 菊川市更生保護事業費補助金交付要綱※ 福祉課 795 795 継続 ― 継続

18 菊川地区更生保護女性会事業補助金 菊川市更生保護事業費補助金交付要綱※ 福祉課 364 383 継続 ― 継続

19 草笛の会居宅介護事業補助金 菊川市社会福祉法人草笛の会居宅介護事業費補助金交付要綱※ 福祉課 963 963 継続 ― 継続

20 小笠掛川ひまわり会補助金
掛川・小笠地区精神保健福祉会事業費補助金交付要綱
（平成19年6月18日告示第128号）

福祉課 106 106 継続 ― 継続

別　　紙

外部評価№ 補助金の名称 要綱名（発令） 担当部署
H26当初
予算額

担当課評価
H27当初
予算額
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平成26年度補助金見直し結果一覧表 予算額単位：千円
最終評価

（ヒアリング後）
外部評価№ 補助金の名称 要綱名（発令） 担当部署

H26当初
予算額

担当課評価
H27当初
予算額

21 重度障害者(児)日常生活用具給付事業補助金
菊川市重度障害者（児）日常生活用具給付事業実施要綱
（平成22年8月11日告示第129号）

福祉課 9,481 9,667 継続 ― 継続

22 自動車改造費助成事業補助金
菊川市身体障害者自動車改造費助成要綱
（平成20年12月16日告示第152号）

福祉課 200 200 継続 ― 継続

23 心身障害者等社会福祉施設通所費助成
菊川市心身障害者等社会福祉施設通所費助成要綱
（平成19年6月18日告示第125号）

福祉課 2,311 2,346 継続 ― 継続

24 あいあい学園事業補助金
菊川市社会福祉法人掛川芙蓉会あいあい学園補助金交付要綱
（平成18年6月26日告示第107号）

福祉課 984 935 継続 ― 継続

25 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金
菊川市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱
（平成25年６月６日告示第151号）

福祉課 309 74 継続 ― 継続

26 重度身体障害者（児）地震防災用具給付事業補助金
菊川市重度身体障害者（児）地震防災用具給付事業実施要綱
（平成23年８月24日告示第71号）

福祉課 200 200 継続 ― 継続

27 身体障害者更生訓練費給付事業補助金
菊川市身体障害者更生訓練費給付事業実施要綱
（平成20年12月16日告示第151号）

福祉課 0 0 継続 ― 継続

28 老人クラブ活動事業費補助金
菊川市老人クラブ活動事業費補助金交付要綱
（平成19年3月6日告示第32号）

長寿介護課 1,638 1,583 継続 ― 継続

29 シルバー人材センター育成事業費補助金
社団法人菊川市シルバー人材センター育成事業費補助金交付
要綱（平成19年3月6日告示第31号）

長寿介護課 7,500 8,780 継続 ― 継続

30
菊川市社会福祉法人等による利用者負担
軽減制度事業費補助金

菊川市社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業費補助
金交付要綱（平成20年12月12日告示第148号）

長寿介護課 1,681 660 継続 ― 継続

31 多様な保育推進事業費補助金
菊川市保育所等事業費補助金交付要綱
（平成19年2月2日告示第18号）

幼児教育課 57,368 59,909 継続 ― 継続

32 障害児保育事業補助金
菊川市障害児保育事業費補助金交付要綱
（平成17年1月17日告示第34号）

幼児教育課 8,784 7,906 継続 ― 継続

33 保育対策等促進事業費補助金
菊川市保育所等事業費補助金交付要綱
（平成19年2月2日告示第18号）

幼児教育課 35,424 35,598 継続 ― 継続

34 待機児童解消特別対策事業費補助金
菊川市保育所等事業費補助金交付要綱
（平成19年2月2日告示第18号）

幼児教育課 7,020 7,020 継続 ― 継続

35 保育園敷地借地料補助金
菊川市保育所用地借地料補助金交付要綱
（平成20年12月24日告示第160号）

幼児教育課 4,053 4,067 継続 ― 継続

36 保育所施設等整備事業費補助金
菊川市緊急子育て支援事業費補助金交付要綱
（平成22年2月16日告示第22号）

幼児教育課 95,858 11,884 継続 ― 継続

37 母親クラブ育成事業補助金
菊川市みらい子育てネット活動費補助金交付要綱
（平成20年11月27日告示第140号）

福祉課 200 100 縮小 ― 縮小

38 小規模遊具整備事業費補助金
菊川市小規模遊園整備事業費補助金交付要綱
（生成20年12月24日告示第161号）

福祉課 100 100 継続 ― 継続

39 小児慢性特定疾患日常生活給付事業補助金
菊川市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱
（平成21年3月31日告示第79号）

福祉課 55 55 継続 ― 継続

40 菊川市幼児施設連絡会補助金
菊川市幼児施設連絡会活動補助金交付要綱
（平成19年3月29日告示第53号）

幼児教育課 160 160 継続 ― 継続
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平成26年度補助金見直し結果一覧表 予算額単位：千円
最終評価

（ヒアリング後）
外部評価№ 補助金の名称 要綱名（発令） 担当部署

H26当初
予算額

担当課評価
H27当初
予算額

41 就園奨励費補助金
菊川市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
（平成17年11月８日告示第299号）

幼児教育課 24,007 24,709 継続 ― 継続

42 不妊治療助成金
菊川市不妊治療費助成金交付要綱
（平成23年7月22日告示第119号）

健康づくり課 3,100 3,100 継続 ― 継続

43 ごみ集積施設設置事業補助金
菊川市ごみ集積施設設置費補助金交付要綱
（平成19年６月11日告示第121号）

環境推進課 332 332 継続 ― 継続

44 環境衛生自治推進協議会補助金 環境衛生自治推進協議会事業費補助金交付要綱※ 環境推進課 300 300 継続 ― 継続

45 古紙等資源集団回収奨励補助金
菊川市古紙等資源集団回収奨励金交付要綱
（平成19年６月11日告示第122号）

環境推進課 2,250 1,950 継続 ― 継続

46 生ごみ処理機購入事業補助金
菊川市生ごみ処理機器購入事業費補助金交付要綱
（平成22年５月10日告示第83号）

環境推進課 800 2,460 継続 ― 継続

47 資源物分別収集奨励金
菊川市資源物分別収集に係る奨励金等交付要綱
（平成19年６月11日告示第123号）

環境推進課 4,623 4,533 継続 ― 継続

48 剪定枝等処理事業費補助金
菊川市剪定枝等処理事業費補助金交付要綱
（平成20年９月18日告示第122号）

環境推進課 3,888 3,888 継続 ― 継続

49 飼い主のいない猫不妊・去勢手術費補助金
菊川市所有者の判明しない猫不妊・去勢手術事業費補助金交
付要綱（平成22年５月26日告示第93号）

環境推進課 318 318 継続 ― 継続

50 自然エネルギー利用促進補助金
菊川市自然エネルギー利用促進補助金交付要綱
（平成21年３月23日告示第34号）

環境推進課 8,880 6,120 縮小 縮小 縮小

51 食品衛生協会事業補助金 菊川市食品衛生協会事業費補助金交付要綱※ 環境推進課 648 648 継続 ― 継続

52 浄化槽設置事業費補助金
菊川市浄化槽設置事業費補助金交付要綱
（平成24年７月31日告示第205号）

下水道課 62,304 62,304 継続 ― 継続

53 排水設備工事資金利子補給金
菊川市下水道接続工事資金融資あっせん及び利子補給要綱
（平成17年３月28日告示第175号）

下水道課 9 4 継続 ― 継続

54 排水設備設置費補助金
菊川市下水道接続工事費補助金交付要綱
（平成17年３月28日告示第176号）

下水道課 2,376 3,604 継続 ― 継続

55 環境保全茶栽培事業費補助金 菊川市環境保全茶栽培事業費補助金交付要綱※ 茶業振興課 400 400 継続 ― 継続

56 遠州夢咲茶業振興連絡協議会事業費補助金 菊川市遠州夢咲茶業振興連絡協議会事業費補助金交付要綱※ 茶業振興課 250 250 継続 ― 継続

57 安全安心の菊川茶生産推進事業補助金 菊川市安全安心の菊川茶生産推進事業費補助要綱※ 茶業振興課 1,796 1,437 継続 ― 継続

58 茶園再編整備事業補助金
菊川市茶園再編整備事業費補助金交付要綱
（平成19年３月30日告示第64号）

茶業振興課 1,600 1,500 継続 ― 継続

59 茶業組織経営体育成等機械化推進事業補助金
菊川市茶業組織経営体育成等機械化推進事業補助金交付要綱
（平成25年３月29日告示第86号）

茶業振興課 1,000 1,000 継続 ― 継続

60 ファーミングプランの会助成金 菊川市ファーミングプランの会事業費助成金交付要綱※ 農林課 20 20 継続 ― 継続
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平成26年度補助金見直し結果一覧表 予算額単位：千円
最終評価

（ヒアリング後）
外部評価№ 補助金の名称 要綱名（発令） 担当部署

H26当初
予算額

担当課評価
H27当初
予算額

61 水田営農推進事業費補助金 菊川市水田営農推進事業費補助金交付要綱※ 農林課 420 420 継続 ― 継続

62 農業生産技術向上支援事業費補助金
菊川市農業生産技術向上支援事業費補助金交付要綱
（平成19年３月30日告示第70号）

農林課 300 300 継続 ― 継続

63 環境保全型農業直接支援対策補助金
菊川市環境保全型農業直接支援対策補助金交付要綱
（平成24年３月30日告示第115号）

農林課 181 277 継続 ― 継続

64 農業振興会補助金 菊川市農業振興会事業費補助金交付要綱※ 農林課 1,475 1,475 継続 ― 継続

65 農業経営基盤強化資金利子助成金
菊川市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱
（平成17年１月17日告示第114号）

農林課 872 750 継続 ― 継続

66 農業災害対策資金利子助成事業補助金
菊川市農業災害対策資金利子補給金交付要綱
（平成22年6月17日告示109号）

農林課 111 60 継続 ― 継続

67 死亡家畜処理費補助金
.菊川市死亡家畜処理費補助金交付要綱
（平成19年３月30日告示第67号）

農林課 149 149 継続 ― 継続

68 耕作放棄地再生利用緊急対策事業費補助金 菊川市耕作放棄地再生利用緊急対策事業費補助金交付要綱※ 農林課 772 1,406 継続 ― 継続

69 自給率向上推進対策事業補助金
菊川市自給率向上推進対策事業補助金交付要綱
（平成24年３月30日告示第113号）

農林課 9,880 10,010 継続 ― 継続

70 市単土地改良事業補助金 菊川市土地改良事業補助要綱（平成19年３月30日告示第69号） 農林課 12,000 12,000 継続 ― 継続

71 小規模災害補助金 菊川市土地改良事業補助要綱（平成19年３月30日告示第69号） 農林課 100 100 継続 ― 継続

72 農業施設維持管理補助金 菊川市土地改良事業補助要綱（平成19年３月30日告示第70号） 農林課 1,564 1,739 継続 ― 継続

73 有害鳥獣被害防止対策協議会補助金 菊川市鳥獣対策推進協議会補助金交付要綱※ 農林課 700 1,160 継続 ― 継続

74 有害鳥獣被害防止対策事業費補助金
菊川市有害鳥獣被害防止対策事業費補助金交付要綱
（平成19年３月30日告示第71号）

農林課 580 580 継続 ― 継続

75 緑化推進協議会事業費補助金 菊川市緑化推進協議会事業費補助金交付要綱※ 農林課 480 500 継続 ― 継続

76 菊川市花の会事業費補助金 菊川市花の会事業費補助金交付要綱※ 農林課 300 300 継続 ― 継続

77 労働者福祉協議会補助金
菊川市商工業観光振興事業費等補助金交付要綱
（平成19年６月19日告示第131号）

商工観光課 719 719 継続 ― 継続

78 経営改善普及事業補助金
菊川市商工業観光振興事業費等補助金交付要綱
（平成19年６月19日告示第131号）

商工観光課 13,300 12,300 継続 縮小 縮小

79 消費拡大事業補助金
菊川市商工業観光振興事業費等補助金交付要綱
（平成19年６月19日告示第131号）

商工観光課 3,600 3,600 継続 ― 継続

80 小口資金信用保証料補助
菊川市小口資金融資信用保証料補助金交付要綱
（平成21年３月30日告示第60号）

商工観光課 434 217 継続 ― 継続
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81 新規店舗参入支援補助金
菊川市新規店舗参入支援補助金交付要綱
（平成23年９月１日告示第141号）

商工観光課 1,100 0 終了 ― 終了

82 工業振興費補助金
菊川市商工業観光振興事業費等補助金交付要綱
（平成19年６月19日告示第131号）

商工観光課 800 800 継続 ― 継続

83 地域産業立地事業補助金 商工観光課 0 0 継続 ― 継続

84 西方ふるさとづくり推進委員会補助金
菊川市商工業観光振興事業費等補助金交付要綱
（平成19年６月19日告示第131号）

商工観光課 62 62 継続 ― 継続

85 菊川市観光協会運営事業費補助金
菊川市商工業観光振興事業費等補助金交付要綱
（平成19年６月19日告示第131号）

商工観光課 6,094 6,194 継続 ― 継続

86 市道改良補助金 菊川市土木事業補助要綱（平成21年３月30日告示第45号） 建設課 13,823 16,719 継続 ― 継続

87 河川改修促進連合協議会補助金 菊川市河川改修促進連合協議会補助金交付要綱※ 建設課 5,783 5,456 継続 ― 継続

88 河川改修補助金 菊川市土木事業補助要綱（平成21年３月30日告示第45号） 建設課 3,283 3,668 継続 ― 継続

89 既存建築物耐震診断事業補助金
プロジェクト「ＴＯＵＫＡＩ―０」総合支援事業費補助金交
付要綱（平成17年１月17日告示第137号）

都市政策課 2,915 1,600 継続 ― 継続

90 ブロック塀等耐震改修促進事業補助金
プロジェクト「ＴＯＵＫＡＩ―０」総合支援事業費補助金交
付要綱（平成17年１月17日告示第137号）

都市政策課 500 500 継続 ― 継続

91 耐震補強補助金
プロジェクト「ＴＯＵＫＡＩ―０」総合支援事業費補助金交
付要綱（平成17年１月17日告示第137号）

都市政策課 5,800 5,800 継続 ― 継続

92 建築物アスベスト除去等事業費補助金
菊川市民間建築物吹付けアスベスト対策事業費補助金交付要
綱（平成24年３月30日告示第108号）

都市政策課 1,200 1,200 継続 ― 継続

93 がけ地近接危険住宅移転事業補助金
菊川市がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付要綱
（平成17年１月17日告示第139号）

都市政策課 0 0 継続 ― 継続

94 宮の西土地区画整理事業補助金
菊川市土地区画整理事業助成要綱
（平成19年６月26日告示第142号）

都市整備課 70,000 69,567 継続 ― 継続

95 消防団運営費交付金交付事業補助金
菊川市消防団運営費交付金交付要綱
（平成20年２月６日告示第11号）

消防本部 8,348 8,348 継続 ― 継続

96 児童生徒通学費補助金
菊川市小学校遠距離通学費補助金交付要綱
（平成24年３月30日告示第116号）

教育総務課 107 77 継続 ― 継続

97 小中ＰＴＡ連合会補助金
菊川市ＰＴＡ連合会補助金交付要綱
（平成21年３月30日告示第47号）

教育総務課 330 330 継続 ― 継続

98 部活奨励費補助金
菊川市立中学校部活動奨励費補助金交付要綱
（平成21年３月30日告示第46号）

教育総務課 604 604 継続 ― 継続

99 団体活動費補助金
菊川市青少年団体活動費補助金交付要綱
（平成21年３月30日告示第49号）

社会教育課 435 435 継続 ― 継続

100 青少年育成事業参加者補助金
菊川市青少年育成事業参加者補助金交付要綱
（平成24年３月30日告示第114号）

社会教育課 40 40 継続 ― 継続
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101 潮海寺文化財保存会補助金
菊川市無形文化財及び無形民俗文化財保存事業費補助金交付
要綱（平成21年３月30日告示第48号）

社会教育課 108 108 継続 ― 継続

102 黒田家管理費補助金
菊川市文化財管理費補助金交付要綱
（平成21年３月30日告示第51号）

社会教育課 390 419 継続 ― 継続

103 虚空蔵山事業補助金
菊川市無形文化財及び無形民俗文化財保存事業費補助金交付
要綱（平成21年３月30日告示第48号）

社会教育課 50 50 継続 ― 継続

104 平尾八幡宮文化財保存費補助金
菊川市有形文化財保存費補助金交付要綱
（平成21年３月30日告示第52号）

社会教育課 1,500 0 終了 ― 終了

105 栗田土満顕彰会補助金
菊川市地域文化財団体活動費補助金交付要綱
（平成21年３月30日告示第50号）

社会教育課 63 63 継続 ― 継続

106 大頭龍神楽保存会補助金
菊川市地域文化財団体活動費補助金交付要綱
（平成21年３月30日告示第50号）

社会教育課 63 63 継続 ― 継続

107 内田郷土資料館保存会補助金
菊川市地域文化財団体活動費補助金交付要綱
（平成21年３月30日告示第50号）

社会教育課 63 63 継続 ― 継続

108 文化協会活動費補助金
菊川市文化協会活動事業費補助金交付要綱
（平成21年３月30日告示第53号）

社会教育課 1,550 1,550 継続 ― 継続

109 山西郷土資料館補助金
菊川市地域文化財団体活動費補助金交付要綱
（平成21年３月30日告示第50号）

社会教育課 63 63 継続 ― 継続

110 菊川市スポーツ少年団大会開催事業費補助金
菊川市スポーツ少年団大会開催事業費補助金交付要綱
（平成21年３月30日告示第55号）

社会教育課 190 190 継続 ― 継続

111 総合型地域スポーツクラブ運営補助金
菊川市総合型地域スポーツクラブ活動事業費補助金交付要綱
（平成23年10月28日告示第157号）

社会教育課 0 0 継続 ― 継続

112 総合型地域スポーツクラブ創設事業補助金
菊川市総合型地域スポーツクラブ創設事業補助金交付要綱
（平成21年３月30日告示第57号）

社会教育課 0 0 継続 ― 継続

計 632,998 542,062

※担当部署は、平成26年度の名称となっています。

△ 90,936差額（H26-H27）
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