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これまでの経緯

� 平成17年度

「補助金等見直し指針」を策定。

補助金要綱に終期を設定し、3年ごと見直す制度を確立。補助金要綱に終期を設定し、3年ごと見直す制度を確立。

� 平成20年度

補助金の見直し実施 （効果額 144,008千円）

� 平成23年度

補助金の見直し実施



今回の見直しのポイント
（見直し指針に沿った方向性）

� 補助金全てを見直し（義務的補助金・実績の
ない新規補助金を除く）

� 総合計画における目的に対し有効か確認
¶有効なもの：具体的な目標（終期）を確認

¶効果が薄いもの：廃止、補助対象、補助率の見直しの実施

� 団体は自立していく方向性
¶長期に補助を継続しているものは廃止又は縮小



見直し結果の概要

既存補助金見直し結果

継続
42%

廃止
7%

内容見直し 縮小 重点化 保留 終了 支出科目見直し

80 42 22 9 3 0 2 2
24 2 8 5 0 6 2 1

104 44
100.0% 42.3%

対象
今後の方向性

廃止見直し
継続

事業費補助
運営費補助

計

区分

7
割合 6.7%

53
51.0%

見直し等
51%



H23とH24比較

（単位：千円）

平成23年度

（当初予算）

平成24年度

（当初予算）

補助金全体額 791,327 804,259補助金全体額 791,327 804,259

見直し対象外 199,374 159,797

今回見直今回見直今回見直今回見直しししし対象対象対象対象 591,953 635,429
含含含含むむむむ産業立地事業費補助産業立地事業費補助産業立地事業費補助産業立地事業費補助100,000

自主防資機材整備費補助自主防資機材整備費補助自主防資機材整備費補助自主防資機材整備費補助 18,000

新規 ー 9,033
H24単年度補助単年度補助単年度補助単年度補助 5,708

今後継続今後継続今後継続今後継続するするするする補助補助補助補助 3,325



見直しによる効果額

� 臨時的な補助金である産業立地・自主防資機材補助金
以外では、66,524千円の見直し効果があったが、総額で
は、12,932千円の増額となった。

（単位：千円）（単位：千円）

平成23年度 平成24年度 差額

産業立地事業費

自主防資機材
8,000 118,000 110,000

その他 583,953 517,429 ▲66,524



 

 

 

 

 

既存補助金見直し結果一覧表 

 

 

 

 

評価 内容 

廃 止 
事業の終了、事業効果の薄れたものについて廃止 

補助金以外の科目で扱うべきものの廃止 

見直し 事業効果を検証し、見直しを行った上で継続 

継 続 現行制度により継続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既存補助金見直し結果一覧表 

 

 

 

 

評価 内容 

廃 止 
事業の終了、事業効果の薄れたものについて廃止 

補助金以外の科目で扱うべきものの廃止 

見直し 事業効果を検証し、見直しを行った上で継続 

継 続 現行制度により継続 

 

 

 

 

 



◎平成23年度　補助金等の見直し結果一覧表（確定）

№ 事業名 担当課 23年度
最終評価最終評価最終評価最終評価

※※※※今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性 見直見直見直見直しししし内容等内容等内容等内容等 H24年度 差額

当初予算額
当初予算

額

1 職員互助会助成金 総務課 528 見直見直見直見直しししし
事業効果・実績を検証し、事業内容を
見直し

554 26

2 交通安全会補助金 安全課 200 継続継続継続継続
総合計画の目的に対し有効である。現
行。

200 0

3 ため池洪水調整補助金 安全課 620 見直見直見直見直しししし
事業効果・実績を検証し、事業内容を
見直し

620 0

4 自主防資機材整備費補助金 安全課 8,000 見直見直見直見直しししし
事業効果・実績を検証し、対象・要件
等を見直し

18,000 10,000

5 民生児童委員協議会補助金 福祉課 1,245 見直見直見直見直しししし
決算の状況を踏まえ、対象経費を見直
し

1,245 0

6 社会福祉協議会補助金 福祉課 70,849 見直見直見直見直しししし
健康福祉部及び財政課で分析中。その
結果を踏まえ見直し

72,854 2,005

7 人権・地域改善推進費 福祉課 80 見直見直見直見直しししし 事務手続き上の見直し 50 -30

8 東小笠地区保護司会補助金 福祉課 425 見直見直見直見直しししし
事業効果･実績を検証し、対象･要件等
を見直し

0 -425

東小笠地区更生保護女性会補助金 福祉課 242 見直見直見直見直しししし
事業効果･実績を検証し、対象･要件等
を見直し

0 -242

菊川市更生保護女性会補助金 福祉課 242 見直見直見直見直しししし
事業効果･実績を検証し、対象･要件等
を見直し

484 242

菊川市保護司会補助金 福祉課 370 見直見直見直見直しししし
事業効果･実績を検証し、対象･要件等
を見直し

795 425

9 小笠掛川ひまわり会補助金 福祉課 106 見直見直見直見直しししし
決算の状況を踏まえ、対象経費を見直
し

106 0

10 障害者支援施設整備費補助金 福祉課 1,656 廃止廃止廃止廃止 事業終了 0 -1,656

11
重度障害者(児)日常生活用具給付事業
補助金

福祉課 6,489 継続継続継続継続

国、県の補助金を財源の一部として充
当している事業であり、市の負担は義
務的。自立支援法に基づく事業で給付
実績が多く、止めた場合市民サービス
低下。現行。

7,011 522

12 自動車改造費助成事業補助金 福祉課 200 継続継続継続継続

国、県の補助金を財源の一部として充
当している事業であり、市の負担は義
務的。助成実績は少ないが、肢体不自
由な方の社会参加のために必要不可欠
な事業。現行。

200 0
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№ 事業名 担当課 23年度
最終評価最終評価最終評価最終評価

※※※※今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性 見直見直見直見直しししし内容等内容等内容等内容等 H24年度 差額

13 草笛の会居宅介護事業補助金 福祉課 963 見直見直見直見直しししし
自立支援法で定められた事業。事務手
続き上の見直し

963 0

14 心身障害者通所費補助金 福祉課 2,499 継続継続継続継続
総合計画の目的に対し有効である。現
行。

2,304 -195

15 あいあい学園補助金 福祉課 984 継続継続継続継続 自立支援法で定められた事業。現行。 984 0

16 老人クラブ補助金 長寿介護課 1,853 見直見直見直見直しししし
事業効果･実績を検証し、対象経費を見
直し

1,744 -109

17 シルバー人材センター補助金 長寿介護課 8,800 見直見直見直見直しししし
国・県の動向を踏まえ見直し。H26以降
改正していく。

7,400 -1,400

18 介護保険給付費補助金 長寿介護課 1,681 継続継続継続継続

県の補助金を財源の一部として充当し
ている事業であり、市の負担は義務
的。低所得者を対象としており、必要
な介護サービスが提供されているため
現行とする。

1,681 0

19 不妊治療助成金 健康づくり課 1,500 継続継続継続継続 平成23年度に見直しされた事業 1,500 0

20 多様な保育推進事業費補助金 こどもみらい課 49,812 継続継続継続継続

県の補助金を財源の一部として充当し
ている事業で、市の負担が義務的。1,2
歳児の入所希望者を全員受け入れるな
ど、効果をあげている。現行。

52,923 3,111

保育対策等促進事業費補助金 こどもみらい課 29,985 継続継続継続継続

県の補助金を財源の一部として充当し
ている事業で、市の負担が義務的。11
時間以上の延長保育実施園について、
さらに拡大が必要な事業。現行。

38,441 8,456

21 次世代育成支援対策補助金 こどもみらい課 3,200 廃止廃止廃止廃止 支出科目見直し 0 -3,200

22 障害児保育事業補助金 こどもみらい課 9,663 継続継続継続継続
総合計画の目的に対して有効である。
受入可能な障がいをもつ児童を受入れ
ができた。現行。

11,420 1,757

23 保育園敷地借地料補助金 こどもみらい課 4,364 見直見直見直見直しししし
事業効果･実績を検証し、対象･要件等
を見直し

4,364 0

24 保育所施設等整備事業費補助金 こどもみらい課 27,881 継続継続継続継続 附則規定により現行。 0 -27,881

25 母親クラブ育成事業補助金 こどもみらい課 378 継続継続継続継続

県の補助金を財源の一部として充当し
ている事業で、市の負担が義務的なも
の。更に菊川地区で1団体設立させる目
標にあわせ現行。

378 0

26 小規模遊具整備事業費補助金 こどもみらい課 100 継続継続継続継続
総合計画の目的に対し有効である。現
在のところ遊具等による事故なし。効
果をあげている。現行。

100 0

27 菊川市幼児施設連絡会補助金 こどもみらい課 320 見直見直見直見直しししし
事業効果･実績を検証し、対象･要件等
を見直し

320 0
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№ 事業名 担当課 23年度
最終評価最終評価最終評価最終評価

※※※※今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性 見直見直見直見直しししし内容等内容等内容等内容等 H24年度 差額

28
小児慢性特定疾患日常生活給付事業補
助金

こどもみらい課 55 継続継続継続継続
県の補助金を財源の一部として充当し
ている事業のうち、市の負担が義務的
なもの。現行。

55 0

29 就園奨励費補助金 こどもみらい課 23,704 継続継続継続継続

公立・私立幼稚園の費用負担の格差軽
減を図り効果をあげている。公立園の
幼稚園保育料の改定があれば、それに
あわせ見直しを進める。現行。

24,690 986

30 ゴミ集積施設設置費補助金 環境推進課 415 継続継続継続継続
総合計画の目的に対し、有効である。
現在、市内では宅地造成されている地
区があり、今後のニーズ有。現行。

415 0

31 環境衛生自治推進協議会補助金 環境推進課 300 継続継続継続継続
総合計画の目的に対し有効である。現
行。

300 0

32 古紙等資源集団回収奨励補助金 環境推進課 3,120 継続継続継続継続
総合計画の目的に対し有効である。現
行。

2,580 -540

33 生ゴミ処理機購入費補助金 環境推進課 2,000 見直見直見直見直しししし
事業効果･実績を検証し、事業内容の見
直し

2,000 0

34 資源物分別収集奨励金 環境推進課 4,621 継続継続継続継続
総合計画の目的に対し有効である。現
行。

4,546 -75

35 剪定枝等処理事業補助金 環境推進課 3,780 見直見直見直見直しししし 事務手続き上の見直し 4,158 378

36 浄化槽設置事業費補助金 環境推進課 60,885 見直見直見直見直しししし
事業効果・実績を検証し、対象・要件
等を見直し

62,304 1,419

37
飼い主のいない猫不妊・去勢手術費補
助金

環境推進課 300 見直見直見直見直しししし
事業効果･実績を検証し、対象･要件等
を見直し

300 0

38 自然エネルギー利用促進補助金 環境推進課 9,471 見直見直見直見直しししし 国の動向を踏まえ見直し 8,880 -591

39 食品衛生協会補助金 環境推進課 648 見直見直見直見直しししし 団体の自立を促進するため見直し 648 0

40 浄化槽協会補助金 環境推進課 28 廃止廃止廃止廃止 支出科目見直し 0 -28

41 人権擁護委員会助成金 市民課 204 継続継続継続継続
公益性が高く、事業や会費等で自主財
源と確保することが著しく困難である
ため、現行。

204 0

42 連合自治会運営費補助金 地域支援課 4,124 見直見直見直見直しししし
決算の状況を踏まえ、対象経費を見直
し

3,891 -233

43 国際交流協会補助金 地域支援課 100 継続継続継続継続
総合計画の目的に対し有効である。現
行。

850 750
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№ 事業名 担当課 23年度
最終評価最終評価最終評価最終評価

※※※※今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性 見直見直見直見直しししし内容等内容等内容等内容等 H24年度 差額

44 コミュニティ施設整備事業費補助金 地域支援課 8,000 継続継続継続継続
県の補助金を財源の一部として充当し
ている事業で、市の負担が義務的であ
る。現行。

0 -8,000

45 １％地域づくり活動交付金 地域支援課 15,000 継続継続継続継続
本交付金の審査委員会により要綱の見
直しが進められている結果を踏まえ現
行。

15,397 397

46 地区センター運営費補助金 地域支援課 1,406 継続継続継続継続
第2次集中改革プランを踏まえH24に見
直し

1,410 4

47
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 継続継続継続継続
公益性が高く、総合計画の目的を達成
するために現行水準を維持する必要の
ある事業。現行。

0 0

48 市道改良補助金 建設課 26,656 継続継続継続継続
公益性が高く、総合計画の目的を達成
するために有効である。現行

29,063 2,407

河川改修補助金 建設課 964 継続継続継続継続
公益性が高く、総合計画の目的を達成
するために有効である。現行

4,508 3,544

49 河川改修促進連合協議会補助金 建設課 4,536 継続継続継続継続
公益性が高く、総合計画の目的を達成
するために有効である。現行

4,536 0

50 既存建築物耐震診断事業補助金 都市政策課 960 継続継続継続継続
総合計画の目的を達成するために有効
である。現行

1,132 172

ブロック塀等耐震改修促進事業補助金 都市政策課 500 継続継続継続継続
総合計画の目的を達成するために有効
である。現行

500 0

耐震補強補助金 都市政策課 5,400 継続継続継続継続
総合計画の目的を達成するために有効
である。現行

5,400 0

51
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 継続継続継続継続
国、県の補助金を財源の一部として充
当する事業のうち、その負担が義務的
なもの。

0 0

52 宮の西土地区画整理事業補助金 都市整備課 80,000 継続継続継続継続 市の補助は義務的である。現行。 60,000 -20,000

53 ファーミングプランの会助成金 農林課 30 見直見直見直見直しししし 団体の自立を促進するため見直し 20 -10

54 水田営農推進事業費補助金 農林課 470 見直見直見直見直しししし
事業効果･実績を検証し、対象経費を見
直し

420 -50

55 農業生産技術向上支援事業費補助金 農林課 700 見直見直見直見直しししし
事業効果・実績を検証し、事業内容等
を見直し

400 -300

56 農業振興会補助金 農林課 1,475 見直見直見直見直しししし
決算の状況を踏まえ、対象経費を見直
し

1,475 0
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№ 事業名 担当課 23年度
最終評価最終評価最終評価最終評価

※※※※今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性 見直見直見直見直しししし内容等内容等内容等内容等 H24年度 差額

57
農業経営基盤強化資金利子助成事業補
助金

農林課 1,468 継続継続継続継続
国、県の補助金を財源の一部として充
当する事業のうち、その負担が義務的
なもの。現行。

1,202 -266

58 死亡家畜処理費補助金 農林課 145 継続継続継続継続
総合計画の目的を達成するために有効
である。現行。

100 -45

59
耕作放棄地再生利用緊急対策事業費補
助金

農林課 3,321 継続継続継続継続
県の補助金を財源の一部として充当す
る事業のうち、その負担が義務的なも
の。現行。

485 -2,836

60 自給率向上推進対策事業補助金 農林課 29,388 見直見直見直見直しししし
国の動向等を踏まえ見直し
事業効果・実績を検証し、対象･要件等
を見直し

14,488 -14,900

61 千枚田保全整備推進委員会負担金 農林課 100 廃止廃止廃止廃止 事業終了 0 -100

62 市単土地改良事業補助金 農林課 12,000 継続継続継続継続
公益性が高く、総合計画の目的を達成
するために有効である。現行

12,000 0

小規模災害補助金 農林課 100 継続継続継続継続
公益性が高く、総合計画の目的を達成
するために有効である。現行

100 0

農業施設維持管理補助金 農林課 1,119 継続継続継続継続
公益性が高く、総合計画の目的を達成
するために有効である。現行

2,766 1,647

63 有害鳥獣駆除補助金 農林課 335 見直見直見直見直しししし
事業効果・実績を検証し、対象･要件等
を見直し

756 421

64 花の会補助金 農林課 300 見直見直見直見直しししし 団体の自立を促進するため見直し 300 0

65 環境保全茶栽培事業補助金 茶業振興室 400 見直見直見直見直しししし
事業効果･実績を検証し、対象･要件等
を見直し

400 0

66 遠州夢咲茶業振興連絡協議会補助金 茶業振興室 250 見直見直見直見直しししし
事業効果･実績を検証し、対象経費の見
直し

250 0

67 茶園再編整備事業補助金 茶業振興室 1,000 見直見直見直見直しししし
事業効果・実績を検証し、事業内容を
見直し

1,000 0

68 茶園共同管理等機械化推進事業補助金 茶業振興室 1,000 廃止廃止廃止廃止 事業終了 0 -1,000

69 労働者福祉協議会補助金 商工観光課 757 見直見直見直見直しししし

事業効果・実績を検証し、対象・要件
等を見直し
決算の状況等を踏まえ、助成額を見直
し

719 -38

経営改善普及事業補助金 商工観光課 13,390 見直見直見直見直しししし 事務手続き上の見直し 13,300 -90
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№ 事業名 担当課 23年度
最終評価最終評価最終評価最終評価

※※※※今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性 見直見直見直見直しししし内容等内容等内容等内容等 H24年度 差額

消費拡大事業補助金 商工観光課 4,220 見直見直見直見直しししし 事務手続き上の見直し 3,600 -620

工業振興費補助金 商工観光課 800 見直見直見直見直しししし 事務手続き上の見直し 800 0

西方ふるさとづくり推進委員会補助金 商工観光課 120 見直見直見直見直しししし
事業効果･実績を検証し、対象･要件等
を見直し
事務手続き上の見直し

60 -60

菊川市観光協会運営事業費補助金 商工観光課 5,511 見直見直見直見直しししし 事務手続き上の見直し 5,592 81

70 信用保証協会事務補助金 商工観光課 360 廃止廃止廃止廃止 支出科目見直し 0 -360

71 小口資金信用保証料補助 商工観光課 233 見直見直見直見直しししし
事業効果･実績を検証し、事業内容の見
直し

65 -168

72
菊川市地域産業立地事業費補助金交付
要綱（平成17年１月17日告示第109
号）

商工観光課 0 継続継続継続継続
県の補助金を財源の一部として充当し
ている事業のうち、市の負担が義務的
なもの。現行。

100,000 100,000

73 児童生徒通学費補助金 教育総務課 46 継続継続継続継続
総合計画の目的を達成するために有効
である。現行。

61 15

74 小中ＰＴＡ連合会補助金 教育総務課 330 見直見直見直見直しししし
事業効果・実績を検証し、対象・要件
等を見直し

330 0

75 部活奨励費補助金 教育総務課 628 見直見直見直見直しししし 事務手続き上の見直し 604 -24

76 団体活動費補助金 社会教育課 846 見直見直見直見直しししし 団体の自立を促進するため見直し 815 -31

青少年育成事業参加者補助金 社会教育課 80 見直見直見直見直しししし
県の動向を踏まえ見直し
事業効果・実績を検証し、対象･要件等
を見直し

80 0

77 潮海寺文化財保存会補助金 社会教育課 108 見直見直見直見直しししし 事務手続き上の見直し 108 0

虚空蔵山補助金 社会教育課 50 見直見直見直見直しししし 事務手続き上の見直し 50 0

78 内田郷土資料館保存会補助金 社会教育課 63 見直見直見直見直しししし 事務手続き上の見直し 63 0

山西郷土資料館補助金 社会教育課 63 見直見直見直見直しししし 事務手続き上の見直し 63 0
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№ 事業名 担当課 23年度
最終評価最終評価最終評価最終評価

※※※※今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性 見直見直見直見直しししし内容等内容等内容等内容等 H24年度 差額

栗田土満遺徳顕彰会補助金 社会教育課 63 見直見直見直見直しししし 事務手続き上の見直し 63 0

大頭龍神楽保存会補助金 社会教育課 63 見直見直見直見直しししし 事務手続き上の見直し 63 0

79 応声教院建造物等修理補助金 社会教育課 72 見直見直見直見直しししし 事務手続き上の見直し 0 -72

80 文化協会活動費補助金 社会教育課 1,683 見直見直見直見直しししし
団体の自立を促進するため見直し
決算の状況等を踏まえ対象経費・要件
等の見直し

1,683 0

81 黒田家管理費補助金 社会教育課 252 継続継続継続継続
国、県の補助金を財源の一部として充
当している事業のうち、市の負担が義
務的なもの。現行。

878 626

82 スポーツ少年団補助金 社会教育課 190 継続継続継続継続
総合計画の目的を達成するために有効
である。現行。

190 0

83 体育協会補助金 社会教育課 10,340 廃止廃止廃止廃止
事業終了（ただし、財源の一部は指定
管理料となる予定）

0 -10,340

84 総合型地域スポーツクラブ運営補助金 社会教育課 120 継続継続継続継続
総合計画の目的を達成するために有効
である。現行。

120 0

85 分団運営費交付金 消防本部 5,552 見直見直見直見直しししし
決算の状況を踏まえ、対象経費･要件等
を見直し

5,552 0

591,953 635,429 43,476
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◎平成23年度　補助金等の見直し結果一覧表（確定）

№ 事業名 担当課 23年度
最終評価最終評価最終評価最終評価

※※※※今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性 見直見直見直見直しししし内容等内容等内容等内容等

当初予算額

10 障害者支援施設整備費補助金 福祉課 1,656 廃止廃止廃止廃止 事業終了

21 次世代育成支援対策補助金 こどもみらい課 3,200 廃止廃止廃止廃止 支出科目見直し

40 浄化槽協会補助金 環境推進課 28 廃止廃止廃止廃止 支出科目見直し

61 千枚田保全整備推進委員会負担金 農林課 100 廃止廃止廃止廃止 事業終了

68 茶園共同管理等機械化推進事業補助金 茶業振興室 1,000 廃止廃止廃止廃止 事業終了

70 信用保証協会事務補助金 商工観光課 360 廃止廃止廃止廃止 支出科目見直し

83 体育協会補助金 社会教育課 10,340 廃止廃止廃止廃止
事業終了（ただし、財源の一部は指定
管理料となる予定）

16,684
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◎平成23年度　補助金等の見直し結果一覧表（確定）

№ 事業名 担当課 23年度
最終評価最終評価最終評価最終評価

※※※※今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性 見直見直見直見直しししし内容等内容等内容等内容等 H24年度 差額

当初予算額
当初予算

額

2 交通安全会補助金 安全課 200 継続継続継続継続
総合計画の目的に対し有効である。現
行。

200 0

11
重度障害者(児)日常生活用具給付事業
補助金

福祉課 6,489 継続継続継続継続

国、県の補助金を財源の一部として充
当している事業であり、市の負担は義
務的。自立支援法に基づく事業で給付
実績が多く、止めた場合市民サービス
低下。現行。

7,011 522

12 自動車改造費助成事業補助金 福祉課 200 継続継続継続継続

国、県の補助金を財源の一部として充
当している事業であり、市の負担は義
務的。助成実績は少ないが、肢体不自
由な方の社会参加のために必要不可欠
な事業。現行。

200 0

14 心身障害者通所費補助金 福祉課 2,499 継続継続継続継続
総合計画の目的に対し有効である。現
行。

2,304 -195

15 あいあい学園補助金 福祉課 984 継続継続継続継続 自立支援法で定められた事業。現行。 984 0

18 介護保険給付費補助金 長寿介護課 1,681 継続継続継続継続

県の補助金を財源の一部として充当し
ている事業であり、市の負担は義務
的。低所得者を対象としており、必要
な介護サービスが提供されているため
現行とする。

1,681 0

19 不妊治療助成金 健康づくり課 1,500 継続継続継続継続 平成23年度に見直しされた事業 1,500 0

20 多様な保育推進事業費補助金 こどもみらい課 49,812 継続継続継続継続

県の補助金を財源の一部として充当し
ている事業で、市の負担が義務的。1,2
歳児の入所希望者を全員受け入れるな
ど、効果をあげている。現行。

52,923 3,111

保育対策等促進事業費補助金 こどもみらい課 29,985 継続継続継続継続

県の補助金を財源の一部として充当し
ている事業で、市の負担が義務的。11
時間以上の延長保育実施園について、
さらに拡大が必要な事業。現行。

38,441 8,456

22 障害児保育事業補助金 こどもみらい課 9,663 継続継続継続継続
総合計画の目的に対して有効である。
受入可能な障がいをもつ児童を受入れ
ができた。現行。

11,420 1,757

24 保育所施設等整備事業費補助金 こどもみらい課 27,881 継続継続継続継続 附則規定により現行。 0 -27,881

25 母親クラブ育成事業補助金 こどもみらい課 378 継続継続継続継続

県の補助金を財源の一部として充当し
ている事業で、市の負担が義務的なも
の。更に菊川地区で1団体設立させる目
標にあわせ現行。

378 0

26 小規模遊具整備事業費補助金 こどもみらい課 100 継続継続継続継続
総合計画の目的に対し有効である。現
在のところ遊具等による事故なし。効
果をあげている。現行。

100 0

28
小児慢性特定疾患日常生活給付事業補
助金

こどもみらい課 55 継続継続継続継続
県の補助金を財源の一部として充当し
ている事業のうち、市の負担が義務的
なもの。現行。

55 0

29 就園奨励費補助金 こどもみらい課 23,704 継続継続継続継続

公立・私立幼稚園の費用負担の格差軽
減を図り効果をあげている。公立園の
幼稚園保育料の改定があれば、それに
あわせ見直しを進める。現行。

24,690 986
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№ 事業名 担当課 23年度
最終評価最終評価最終評価最終評価

※※※※今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性 見直見直見直見直しししし内容等内容等内容等内容等 H24年度 差額

30 ゴミ集積施設設置費補助金 環境推進課 415 継続継続継続継続
総合計画の目的に対し、有効である。
現在、市内では宅地造成されている地
区があり、今後のニーズ有。現行。

415 0

31 環境衛生自治推進協議会補助金 環境推進課 300 継続継続継続継続
総合計画の目的に対し有効である。現
行。

300 0

32 古紙等資源集団回収奨励補助金 環境推進課 3,120 継続継続継続継続
総合計画の目的に対し有効である。現
行。

2,580 -540

34 資源物分別収集奨励金 環境推進課 4,621 継続継続継続継続
総合計画の目的に対し有効である。現
行。

4,546 -75

41 人権擁護委員会助成金 市民課 204 継続継続継続継続
公益性が高く、事業や会費等で自主財
源と確保することが著しく困難である
ため、現行。

204 0

43 国際交流協会補助金 地域支援課 100 継続継続継続継続
総合計画の目的に対し有効である。現
行。

850 750

44 コミュニティ施設整備事業費補助金 地域支援課 8,000 継続継続継続継続
県の補助金を財源の一部として充当し
ている事業で、市の負担が義務的であ
る。現行。

0 -8,000

45 １％地域づくり活動交付金 地域支援課 15,000 継続継続継続継続
本交付金の審査委員会により要綱の見
直しが進められている結果を踏まえ現
行。

15,397 397

46 地区センター運営費補助金 地域支援課 1,406 継続継続継続継続
第2次集中改革プランを踏まえH24に見
直し

1,410 4

47
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 継続継続継続継続
公益性が高く、総合計画の目的を達成
するために現行水準を維持する必要の
ある事業。現行。

0 0

48 市道改良補助金 建設課 26,656 継続継続継続継続
公益性が高く、総合計画の目的を達成
するために有効である。現行

29,063 2,407

河川改修補助金 建設課 964 継続継続継続継続
公益性が高く、総合計画の目的を達成
するために有効である。現行

4,508 3,544

49 河川改修促進連合協議会補助金 建設課 4,536 継続継続継続継続
公益性が高く、総合計画の目的を達成
するために有効である。現行

4,536 0

50 既存建築物耐震診断事業補助金 都市政策課 960 継続継続継続継続
総合計画の目的を達成するために有効
である。現行

1,132 172

ブロック塀等耐震改修促進事業補助金 都市政策課 500 継続継続継続継続
総合計画の目的を達成するために有効
である。現行

500 0

耐震補強補助金 都市政策課 5,400 継続継続継続継続
総合計画の目的を達成するために有効
である。現行

5,400 0
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№ 事業名 担当課 23年度
最終評価最終評価最終評価最終評価
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51
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 継続継続継続継続
国、県の補助金を財源の一部として充
当する事業のうち、その負担が義務的
なもの。

0 0

52 宮の西土地区画整理事業補助金 都市整備課 80,000 継続継続継続継続 市の補助は義務的である。現行。 60,000 -20,000

57
農業経営基盤強化資金利子助成事業補
助金

農林課 1,468 継続継続継続継続
国、県の補助金を財源の一部として充
当する事業のうち、その負担が義務的
なもの。現行。

1,202 -266

58 死亡家畜処理費補助金 農林課 145 継続継続継続継続
総合計画の目的を達成するために有効
である。現行。

100 -45

59
耕作放棄地再生利用緊急対策事業費補
助金

農林課 3,321 継続継続継続継続
県の補助金を財源の一部として充当す
る事業のうち、その負担が義務的なも
の。現行。

485 -2,836

62 市単土地改良事業補助金 農林課 12,000 継続継続継続継続
公益性が高く、総合計画の目的を達成
するために有効である。現行

12,000 0

小規模災害補助金 農林課 100 継続継続継続継続
公益性が高く、総合計画の目的を達成
するために有効である。現行

100 0

農業施設維持管理補助金 農林課 1,119 継続継続継続継続
公益性が高く、総合計画の目的を達成
するために有効である。現行

2,766 1,647

72
菊川市地域産業立地事業費補助金交付
要綱（平成17年１月17日告示第109
号）

商工観光課 0 継続継続継続継続
県の補助金を財源の一部として充当し
ている事業のうち、市の負担が義務的
なもの。現行。

100,000 100,000

73 児童生徒通学費補助金 教育総務課 46 継続継続継続継続
総合計画の目的を達成するために有効
である。現行。

61 15

81 黒田家管理費補助金 社会教育課 252 継続継続継続継続
国、県の補助金を財源の一部として充
当している事業のうち、市の負担が義
務的なもの。現行。

878 626

82 スポーツ少年団補助金 社会教育課 190 継続継続継続継続
総合計画の目的を達成するために有効
である。現行。

190 0

84 総合型地域スポーツクラブ運営補助金 社会教育課 120 継続継続継続継続
総合計画の目的を達成するために有効
である。現行。

120 0

326,074 390,630 64,556
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◎平成23年度　補助金等の見直し結果一覧表（確定）

№ 事業名 担当課 23年度
最終評価最終評価最終評価最終評価

※※※※今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性 見直見直見直見直しししし内容等内容等内容等内容等 H24年度 差額

当初予算額
当初予算

額

1 職員互助会助成金 総務課 528 見直見直見直見直しししし
事業効果・実績を検証し、事業内容を
見直し

554 26

3 ため池洪水調整補助金 安全課 620 見直見直見直見直しししし
事業効果・実績を検証し、事業内容を
見直し

620 0

4 自主防資機材整備費補助金 安全課 8,000 見直見直見直見直しししし
事業効果・実績を検証し、対象・要件
等を見直し

18,000 10,000

5 民生児童委員協議会補助金 福祉課 1,245 見直見直見直見直しししし
決算の状況を踏まえ、対象経費を見直
し

1,245 0

6 社会福祉協議会補助金 福祉課 70,849 見直見直見直見直しししし
健康福祉部及び財政課で分析中。その
結果を踏まえ見直し

72,854 2,005

7 人権・地域改善推進費 福祉課 80 見直見直見直見直しししし 事務手続き上の見直し 50 -30

8 東小笠地区保護司会補助金 福祉課 425 見直見直見直見直しししし
事業効果･実績を検証し、対象･要件等
を見直し

0 -425

東小笠地区更生保護女性会補助金 福祉課 242 見直見直見直見直しししし
事業効果･実績を検証し、対象･要件等
を見直し

0 -242

菊川市更生保護女性会補助金 福祉課 242 見直見直見直見直しししし
事業効果･実績を検証し、対象･要件等
を見直し

484 242

菊川市保護司会補助金 福祉課 370 見直見直見直見直しししし
事業効果･実績を検証し、対象･要件等
を見直し

795 425

9 小笠掛川ひまわり会補助金 福祉課 106 見直見直見直見直しししし
決算の状況を踏まえ、対象経費を見直
し

106 0

13 草笛の会居宅介護事業補助金 福祉課 963 見直見直見直見直しししし
自立支援法で定められた事業。事務手
続き上の見直し

963 0

16 老人クラブ補助金 長寿介護課 1,853 見直見直見直見直しししし
事業効果･実績を検証し、対象経費を見
直し

1,744 -109

17 シルバー人材センター補助金 長寿介護課 8,800 見直見直見直見直しししし
国・県の動向を踏まえ見直し。H26以降
改正していく。

7,400 -1,400

23 保育園敷地借地料補助金 こどもみらい課 4,364 見直見直見直見直しししし
事業効果･実績を検証し、対象･要件等
を見直し

4,364 0
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№ 事業名 担当課 23年度
最終評価最終評価最終評価最終評価

※※※※今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性 見直見直見直見直しししし内容等内容等内容等内容等 H24年度 差額

27 菊川市幼児施設連絡会補助金 こどもみらい課 320 見直見直見直見直しししし
事業効果･実績を検証し、対象･要件等
を見直し

320 0

33 生ゴミ処理機購入費補助金 環境推進課 2,000 見直見直見直見直しししし
事業効果･実績を検証し、事業内容の見
直し

2,000 0

35 剪定枝等処理事業補助金 環境推進課 3,780 見直見直見直見直しししし 事務手続き上の見直し 4,158 378

36 浄化槽設置事業費補助金 環境推進課 60,885 見直見直見直見直しししし
事業効果・実績を検証し、対象・要件
等を見直し

62,304 1,419

37
飼い主のいない猫不妊・去勢手術費補
助金

環境推進課 300 見直見直見直見直しししし
事業効果･実績を検証し、対象･要件等
を見直し

300 0

38 自然エネルギー利用促進補助金 環境推進課 9,471 見直見直見直見直しししし 国の動向を踏まえ見直し 8,880 -591

39 食品衛生協会補助金 環境推進課 648 見直見直見直見直しししし 団体の自立を促進するため見直し 648 0

42 連合自治会運営費補助金 地域支援課 4,124 見直見直見直見直しししし
決算の状況を踏まえ、対象経費を見直
し

3,891 -233

53 ファーミングプランの会助成金 農林課 30 見直見直見直見直しししし 団体の自立を促進するため見直し 20 -10

54 水田営農推進事業費補助金 農林課 470 見直見直見直見直しししし
事業効果･実績を検証し、対象経費を見
直し

420 -50

55 農業生産技術向上支援事業費補助金 農林課 700 見直見直見直見直しししし
事業効果・実績を検証し、事業内容等
を見直し

400 -300

56 農業振興会補助金 農林課 1,475 見直見直見直見直しししし
決算の状況を踏まえ、対象経費を見直
し

1,475 0

60 自給率向上推進対策事業補助金 農林課 29,388 見直見直見直見直しししし
国の動向等を踏まえ見直し
事業効果・実績を検証し、対象･要件等
を見直し

14,488 -14,900

63 有害鳥獣駆除補助金 農林課 335 見直見直見直見直しししし
事業効果・実績を検証し、対象･要件等
を見直し

756 421

64 花の会補助金 農林課 300 見直見直見直見直しししし 団体の自立を促進するため見直し 300 0

65 環境保全茶栽培事業補助金 茶業振興室 400 見直見直見直見直しししし
事業効果･実績を検証し、対象･要件等
を見直し

400 0
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№ 事業名 担当課 23年度
最終評価最終評価最終評価最終評価

※※※※今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性 見直見直見直見直しししし内容等内容等内容等内容等 H24年度 差額

66 遠州夢咲茶業振興連絡協議会補助金 茶業振興室 250 見直見直見直見直しししし
事業効果･実績を検証し、対象経費の見
直し

250 0

67 茶園再編整備事業補助金 茶業振興室 1,000 見直見直見直見直しししし
事業効果・実績を検証し、事業内容を
見直し

1,000 0

69 労働者福祉協議会補助金 商工観光課 757 見直見直見直見直しししし

事業効果・実績を検証し、対象・要件
等を見直し
決算の状況等を踏まえ、助成額を見直
し

719 -38

経営改善普及事業補助金 商工観光課 13,390 見直見直見直見直しししし 事務手続き上の見直し 13,300 -90

消費拡大事業補助金 商工観光課 4,220 見直見直見直見直しししし 事務手続き上の見直し 3,600 -620

工業振興費補助金 商工観光課 800 見直見直見直見直しししし 事務手続き上の見直し 800 0

西方ふるさとづくり推進委員会補助金 商工観光課 120 見直見直見直見直しししし
事業効果･実績を検証し、対象･要件等
を見直し
事務手続き上の見直し

60 -60

菊川市観光協会運営事業費補助金 商工観光課 5,511 見直見直見直見直しししし 事務手続き上の見直し 5,592 81

71 小口資金信用保証料補助 商工観光課 233 見直見直見直見直しししし
事業効果･実績を検証し、事業内容の見
直し

65 -168

74 小中ＰＴＡ連合会補助金 教育総務課 330 見直見直見直見直しししし
事業効果・実績を検証し、対象・要件
等を見直し

330 0

75 部活奨励費補助金 教育総務課 628 見直見直見直見直しししし 事務手続き上の見直し 604 -24

76 団体活動費補助金 社会教育課 846 見直見直見直見直しししし 団体の自立を促進するため見直し 815 -31

青少年育成事業参加者補助金 社会教育課 80 見直見直見直見直しししし
県の動向を踏まえ見直し
事業効果・実績を検証し、対象･要件等
を見直し

80 0

77 潮海寺文化財保存会補助金 社会教育課 108 見直見直見直見直しししし 事務手続き上の見直し 108 0

虚空蔵山補助金 社会教育課 50 見直見直見直見直しししし 事務手続き上の見直し 50 0

78 内田郷土資料館保存会補助金 社会教育課 63 見直見直見直見直しししし 事務手続き上の見直し 63 0
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№ 事業名 担当課 23年度
最終評価最終評価最終評価最終評価

※※※※今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性 見直見直見直見直しししし内容等内容等内容等内容等 H24年度 差額

山西郷土資料館補助金 社会教育課 63 見直見直見直見直しししし 事務手続き上の見直し 63 0

栗田土満遺徳顕彰会補助金 社会教育課 63 見直見直見直見直しししし 事務手続き上の見直し 63 0

大頭龍神楽保存会補助金 社会教育課 63 見直見直見直見直しししし 事務手続き上の見直し 63 0

79 応声教院建造物等修理補助金 社会教育課 72 見直見直見直見直しししし 事務手続き上の見直し 0 -72

80 文化協会活動費補助金 社会教育課 1,683 見直見直見直見直しししし
団体の自立を促進するため見直し
決算の状況等を踏まえ対象経費・要件
等の見直し

1,683 0

85 分団運営費交付金 消防本部 5,552 見直見直見直見直しししし
決算の状況を踏まえ、対象経費･要件等
を見直し

5,552 0

249,195 244,799 -4,396
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