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平成平成平成平成１９１９１９１９年度年度年度年度    第第第第1111 回坂東市補助回坂東市補助回坂東市補助回坂東市補助金金金金等検討委員会等検討委員会等検討委員会等検討委員会（（（（会議要旨会議要旨会議要旨会議要旨））））    

 

１．日 時 平成19年度5月22日（火）午後1時30分～ 

２．場 所 岩井庁舎 第一応接室 

３．出席者 

 （１）委員 

    委員長 大澤 義明 

    委 員 野口 次男 

        石塚 陽子 

        伊東 明彦 

        遠藤 裕子 

        坂巻 喜好 

 （２）事務局 

        企画部長 倉持 登一郎   企 画 調 整 課 長 片倉 祐暁 

        財政課長 大久保 正己   行政改革推進室長 前澤 達也 

                      行政改革推進室 椎名 晃久 古矢 光弘 

（議事） 

 （１）平成１８年度補助金等概要調査について 

 （２）平成１８年度補助金等の検証（評価）方法について 

 （３）平成１９年度以降の補助金等の検討（審査）方法について 

 （４）意見交換 

 （５）その他 

（会議資料）  

 （１）平成１８年度 第1回補助金等検討委員会（会議要旨） 

 （２）広報坂東（５月号） 

 （３）坂東市（旧岩井・旧猿島）の補助金等の推移 

 （４）資料１ 平成１８年度補助金等現況調査について（集計作業中） 

 （５）資料２ 補助金等の検証（評価）、検討（審査）に向けて 

 （６）資料３ 近隣自治体の基本的事項等について 

 （７）資料４ 先進自治体における補助金の見直し関連資料 

（８）資料５ 本市における補助金の見直し関連資料
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【【【【検討委員会検討委員会検討委員会検討委員会でのでのでのでの意見等意見等意見等意見等についてについてについてについて】】】】    

◎◎◎◎議事議事議事議事（（（（１１１１））））平成平成平成平成１８１８１８１８年度補助金等概要調査年度補助金等概要調査年度補助金等概要調査年度補助金等概要調査についてについてについてについて    

    

【委員】 

 補助金等概要調書については、今回初めて実施されたものか。 

【事務局】 

 前年度（平成１７年度分）にも実施しましたが、前回（平成１８年度第1回）の委員会での意見

等を加え、調査を実施したものです。 

【委員】 

 検討委員会での会議録（会議要旨）については、委員の意見や質問の後に、事務局の回答、実際

のアクションアイテムを明確にしたものとされたい。 

【事務局】 

 そのような具体的な形で対応いたします。 

 

【【【【資料資料資料資料１１１１】】】】平成平成平成平成１８１８１８１８年度補助金等現況調査年度補助金等現況調査年度補助金等現況調査年度補助金等現況調査についてについてについてについて（（（（集計作業中集計作業中集計作業中集計作業中））））    

（資料１ ３／８ページ １０．歳入決算額に占める割合について） 

【委員長】 

 「１０．歳入決算額に占める割合について」とはどういう意味か。 

【事務局】 

 例えば、「１．前年度からの繰越金」とありますが、これは、前年度からの繰越金ということで、

４９６団体のうち、１１６団体が歳入の決算額の中に、繰越金を計上しているという意味になりま

す。 

【委員】 

 「１０．歳入決算額に占める割合について」、「１．前年度からの繰越金」で、４９６団体のう

ち、１１６団体とのことだが、他の団体は一切繰越金が無かったという意味か。 

【事務局】 

 １１６団体以外については、繰越金は決算額に計上されていませんでした。 
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（資料１ ２／８ページ ２．補助金等交付の根拠となる法令等について） 

【委員】 

 「２．補助金等交付の根拠となる法令等について」、「４．その他」にある坂東市以外が定めた

ものとは、どのようなものか。 

【事務局】 

 主として、茨城県の要綱や設置基準等です。 

 

（資料１ ２／８ページ ３．補助金等の分類について） 

【委員】 

 「３．補助金の分類について」、「１．国・県補助事業（義務的なもの）」とあるが、国・県の

補助事業で、市の補助する分が定められているような、見直す余地が無いものに関してはどうする

のか。見直しできるもの、できないもので色分けをして欲しい。 

【事務局】 

 今回の資料は、集計作業中のものであり、担当課から提出されたまま集計してありますので、担

当課と事務局側とでヒアリング等により確認し、見直しの余地があるかどうか議論していきます。 

見直しの方法等については、議事２・３にある検証方法や検討方法の中でご協議願います。 

 

【委員】 

 坂東市としては、国・県の補助事業を積極的に取り入れるといった、方向性みたいなものはある

のか。 

【事務局】 

 市としては、補助事業を積極的に取り入れていこうということで進んでいます。 

 

◎◎◎◎議事議事議事議事（（（（２２２２））））平成平成平成平成１８１８１８１８年度補助金等年度補助金等年度補助金等年度補助金等のののの検討検討検討検討（（（（審査審査審査審査））））方法方法方法方法についてについてについてについて    

【【【【資料資料資料資料２２２２】】】】補助金等補助金等補助金等補助金等のののの検証検証検証検証（（（（評価評価評価評価）、）、）、）、検討検討検討検討（（（（審査審査審査審査））））にににに向向向向けてけてけてけて    

（資料２ １／２ページ １．補助金の見直しの流れ） 

【委員長】 

 補助金の検討、評価、審査の方法や進め方は大きな話である。補助金の見直しの流れとして、整

理、合理化、廃止を行っていくのは当然の方向だと思う。 
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 新しい市民活動の参入をしやすくするという意味では、新たな補助金制度として、公募制も考え

られる。 

 補助金の見直しとして、ＰＤＣＡのチェックの部分を初めて行うのであれば、まず、整理合理化、

廃止をし、数年後には、活発な市民活動を補助できるような制度を作るのが堅実的だと思う。 

【委員】 

 公募制にするというのは、補助金制度について、一旦全部白紙にして、改めてもう一度応募して

下さいということか。 

【委員長】 

 補助金をいくつかに分け、残さなくてはならない政策的なものは残していく。今までの既得権に

関るようなものも含め、公募制の対象となってくる。 

【委員長】 

 今までのものを見ると、どの活動もがんばっていると思うが、発想を転換しなければ、抜本的な

見直しはできないと思う。そのため、市は外部から委員を呼んだのだと思う。 

【委員】 

 守谷市は公募型補助金という形だけでやっている。坂東市についても、公募型でやるという案も

あり得るし、その議論が必要である。 

【委員】 

市民性、地域性を考えてみて、補助金を一旦消して、公募制にしてしまうと、極端な話、市民の

活動が消極的になってしまうのではないか。そうなってしまうのはいけないと思う。 

【委員長】 

 公募制というのは、時期尚早で、現状の補助金を見直しながら体力をつけていく。整理合理化、

廃止・縮減の方向で見直していき、新たな補助金制度については、補助金の見直しをしてからとい

うことになる。 

 

（資料２ １／２ページ ２．補助金の見直しの段階） 

【委員長】 

 補助金の見直しの段階で、交付基準と評価・審査基準がでてくるが、これらの設計、見せ方やど

こに軸足を置くかが論点となる。 

 交付基準、評価・審査基準について、つくば市、守谷市、取手市の交付基準等を紹介いただいた
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が、坂東市のたたき案が用意されているので、説明願いたい。 

【事務局】 

 あくまでもたたき案の段階ですが、資料として用意しておりますので、そちらを説明した上で、

ご意見をいただきます。 

 

◎◎◎◎議事議事議事議事（（（（３３３３））））平成平成平成平成１９１９１９１９年度以降年度以降年度以降年度以降のののの補助金等補助金等補助金等補助金等のののの検討検討検討検討（（（（審査審査審査審査））））方法方法方法方法についてについてについてについて    

【【【【資料資料資料資料５５５５】】】】本市本市本市本市におけるにおけるにおけるにおける補助金補助金補助金補助金のののの見直見直見直見直しししし関連資料関連資料関連資料関連資料    

【委員】 

 外部の第三者機関に対して依頼している、包括監査的な事業監査については、坂東市ではいかが

か。 

【事務局】 

監査については、内部監査だけで、外部監査は実施していません。(一部工事監査を外部に委託) 

 

【委員】 

 各団体、様々な事業をやっていると思うが、補助金の出し方について、全体に対して出すのか、

それとも一つの事業に着目して出していくのか。補助金の定義、考え方を整理する必要がある。 

【事務局】 

 市の補助金については、交付基準に則った形で、それぞれの補助金の設置要綱及び交付要綱があ

って初めて成し得るものと捉えております。 

各団体、様々な活動、事業がありますが、今回の交付基準の捉え方としては、活動の事業費に限

定していくものと考えております。団体を運営していく経費に関る部分については、対象外として

考えております。 

 

（資料５－３ 坂東市補助金チェックシート〈たたき案〉） 

【委員】  

 坂東市補助金チェックシートのたたき案について、基準として、交付の基準と見直しの基準とあ

るが、このチェックシートはどちらを意識したのか。 

【事務局】 

 交付基準は補助制度そのものの基準であり、見直し基準は個別の案件を見直しする際の基準にな
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ります。このチェックシートについては、個別の補助金についてチェックするものであり、見直し

基準に基づいた形のものになります。 

 今回のものはたたき台であり、ご意見いただく中で手直ししていきたいと考えています。 

 

【委員長】 

 交付基準、見直し基準、チェックシートのそれぞれの関係が分からない。チェックシートの項目

がどこを受けているのか読み取れると良い。交付基準、見直し基準、チェックシートの順で具体的

な内容になるが、その階層の整合がとれていない。交付基準で「３．補助対象外経費の明確化」、

「４．補助額の適正化」といった、より具体的な項目がでてきたり、本来、交付基準より見直し基

準の方が細かくなるべきところだが、高率補助の扱いといった具体的な項目が交付基準の中にでて

きたりと、構造があいまいになっている。 

【委員】 

 資料５－３の中で、例えば公益性という項目がでてくるが、資料５－１のどこにもない。それぞ

れの関係を対応されたい。 

【委員】 

 資料５－３で、坂東市の特性といったものが見られない。 

 

【委員長】 

 見直しについては、平成１９年度補助金を審査するということか。 

【事務局】 

 審査していただくのは平成１８年度決算分になります。その審査結果を２０年度の予算編成に反

映できればと思います。 

 

（資料２ 補助金等の検証（評価）、検討（審査）に向けて） 

【委員長】 

 「３．評価・審査の方法」は、競争選抜型、個別査定型のどちらの方法を取るか。横並びに全部

並べてしまうのと、個別に１件ずつ採用・不採用、あるいは減額する等の２つの方法があると思う。 

【委員】 

 競争選抜型、個別査定型というのは、相対評価と絶対評価の違いみたいなものか。 
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【事務局】 

 競争選抜型とは、相対評価であり、他の補助金と比較し、それを全体的に順位付けします。個別

査定型とは、絶対評価であり、その補助金について、他との比較ではなく、その補助金についての

み基準に合っているかどうかを見て評価していくものです。 

【委員】 

 集中改革プランとの整合性を念頭におく必要があると思う。 

 

（資料５－２ １ページ ２．原則として廃止するもの） 

【委員】 

 「（５）事業費の全額を補助金で賄う事業については、補助の対象としない」とあるが、１００％

補助金で賄っていても、やらなければならない事業があると思う。そういった適応除外的なものに

ついて個別の資料が欲しい。見直しの余地があるもの、全く余地が無いものと色分けをして欲しい。 

【委員長】 

 その資料を用意していただくのと同時に、どう扱うかについても議論していきたい。それらを認

めないというのであれば、最初から外し、議論の余地があるのなら、チェックシートの１２番（補

助金の支出根拠が明確である。〈法令などに抵触していない。〉）等で、事務局に判断してもらう

やり方もある。 

 用意して欲しい資料については、２つあると思う。１つは、全額を補助金で賄う事業についてリ

ストを作っていただき、その中で１００％補助金で賄うことの良し悪しを整理していただく。もう

１つは、それを考慮した形でチェックシートの１０番「繰越金、余剰金、積立金などは多額でない」

や１２番「補助金の支出根拠が明確である（法令などに抵触していない）」により評価し、資料に

していただく。この部分は事務局でやっていただく作業かと思う。 

 

（資料５－３ 坂東市補助金チェックシート〈たたき案〉） 

【委員長】 

 チェックシートについて１～７番は客観的とも主観的とも言える。８～１２番はどちらかという

と客観的だが、できれば数値で、自動的に誰がやっても作れるような形にできないだろうか。 

【事務局】 

 チェックシートと交付基準、見直し基準も含め、見直しをしたい。 
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（資料２ 補助金等の検証〈評価〉、検討〈審査〉に向けて１／２ページ ３．評価・審査の方法） 

【委員】 

 ①「競争選抜型」、２「順位に応じて補助金額を増減したりする。」とあるが、順位により補助

率を例えば、５０％から３０％にするなど、縮小するという意味なのか。 

【事務局】 

 補助額と事業内容が、実態と合致していないものに関して、補助額を削減すべきだということに

なれば、順位に応じて補助額を減らすことはできると思います。 

 

（資料２ 補助金等の検証〈評価〉、検討〈審査〉に向けて ２／２ページ ４．補助金の分類） 

【委員長】 

 補助金の分類としてあげられた項目について、どういう補助金を対象とするか原案が必要であ

る。事務局で用意して欲しい。 

 

【委員長】 

 平成２０年度の予算に関して、１８年度決算分の補助金を見直し、その結果を反映させていく。

２０年度の予算編成の時期は秋ぐらいになるのか。 

【事務局】 

 委員会で審査していただいた後、各課からの予算の提出については、１０月あたりに周知して、

１１月には出してもらいます。 

【委員長】 

 平成２０年度の予算に対しては、８～９月にかけて、この審査の方法でやっていく。 

 

【事務局】 

 委員会の内容について、庁内的な整理にはまだ至っておらず、今回たたき案として出させていた

だいた部分についても、庁内での整理が必要になってきます。また、補助を受けている団体にも説

明できるよう、用意をしておかないといけません。そういった内部的な合意形成も必要になります。 

 また、補助金の事務の担当職員が、その見直しの趣旨を理解し、必要性を訴えていけるよう図ら

なければなりません。委員会として何か、意識改革となる方向付けをしていただけるとありがたい

と思います。 
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（資料５－３ 坂東市補助金チェックシート〈たたき案〉） 

【委員】 

 チェックシートの中で、行政としての特徴、地域的なものも含めて特色を出した方が良いのでは。 

 

（資料５－２ 坂東市補助金等見直し基準〈たたき案〉） 

【委員】 

 「２．原則として廃止するもの」の「（１）会議費や事務費、施設管理費等の本来団体等の自己

財源で賄う経費に充当するもの。」とあるが、この自己財源＝会費という捉え方で良いか。 

【事務局】 

 自己財源には、事業により得た収入等も入ってきますので、自己財源＝会費というわけではござ

いません。どちらかといえば、市から持ち出していない部分が自己財源に入ってくるということに

なります。 

【委員】 

 自己財源＝会費というのではなく、市から持ち出していない部分、補助金以外の部分は全て自己

財源と考えれば良いか。 

【委員長】 

 具体的にシュミレーションをやっていく必要がある。 

【委員】 

 廃止するものが、会議費、事務費、施設管理費等の本来団体等が自己財源で賄う経費、と明確に

なっていて良いと思う。 

 

（資料５－２ 坂東市補助金等見直し基準〈たたき案〉） 

【委員】 

「１．継続するもの」、「（４）行政目的を達成するために、行政が実施すべき事業を補完して

実施している事業」とあるが、担当課ではその意識でやっているだろうし、全部これに該当してし

【委員】 

 資料５－１、５－２、５－３の修正案として、内部調整したものを、次回いただけるのか。 

【事務局】 

 そういったスケジュールで進めて参ります。 



資料 1 

 1 0  

まう可能性もある。この表現を変えるべきかどうか。 

【事務局】 

 資料５－４の１２番、必要性・妥当性の「委託料など他の予算で措置すべきものではないか」へ

分類することも必要かと思われます。補助金という名目でやるのではなく、元々、行政としての実

施事業でやるものかどうか区別する必要があります。 

 

【事務局】 

 次回の開催日については、７月２３日（月）の午後１時３０分からでよろしいでしょうか。場所

につきましては、改めてご連絡させていただきます。 

 今回いただいたご意見、ご指摘を整理したものを、次回には事前に配布できるよう努力いたしま

す。 

 


