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見直しにあたって・・・ 

 

補助費等の定義 

総務省による地方財政状況調査（決算統計）上「補
助費等」に分類されるもののうち、市単独で支出さ
れる補助金、交付金、助成金、委託料としている 

①補助金 

 ⇒公益上必要がある場合にのみ支出 

②助成金 

 ⇒補助金と明確な違いはない 

③委託料 

 ⇒本来市がするべき業務を他者に依頼するもの 

④負担金 

⇒協定などにより費用負担の義務があるもの 

「行政と市民の役割
分担を明確にすると
ともに、公益上の必
要性が客観的に認め
られ、かつ自助努力
をしても、なお不足す
る部分を補助する」 
 

という必要最小限の原則に
立ち返る必要がある。 
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補助金等見直しの経過 

１次大綱 

•平成18、19、20年度の一律カット（30％減） 

•平成22年11月｢補助金等の見直しに関する方針｣策定 

H23 

•方針による方向性決定のための庁内協議 

•平成23年11月の委員会検証の後、方向性決定 

H24 

•平成24年6月に補助金チェックシートの照会 

•ヒアリング及び補助対象経費の見直し中（現在） 
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 見直しの状況 

 方向性の内訳 

方向性 件数 割合（％） 

継続 131 57.5 

整理・統合 23 10.1 

抑制 5 2.2 

適正化 21 9.2 

終期設定 17 7.5 

科目見直し 7 3.1 

廃止 24 10.5 

合計 228 100.0 

 見直し対象金額の推移 
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現場の状況 

団体 職員 

申請や実績報告は
面倒だが、毎年同
額が入ってくる。 

他の業務で忙しい。 

補助金事務に時間
を掛けたくない。 

何に対して補助しているのかの共通認識がない。 

事業内容にも変化無し 

補助金が無いと 

団体運営できない 

団体との関係が悪化し 

他の業務に影響がある 

見直しとなると・・・ 見直しとなると・・・ 

この状況が毎年続いてきた・・・ 

既得権化（毎年同額の補助） 
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補助金支出の考え方 

補助金額は例年同額 同じ事業費でも補助対象額が違えば 

補助額は異なる メリハリ無くなり、既得権化 

従来 これから 

6 



①森林組合 

②たばこ組合 

③ＰＴＡ連合会 

総務部総務課行財政改革推進係 
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   伊賀森林組合 

事務所 

作業所 森林公園 

 設立：平成８年４月１日 
 

 設立目的 

  組合員の協同によりその  

 経済的社会的地位を向上さ  

 せ、森林の保護培養及び森 

 林生産力の増進を図る。 
 

 出資金総額:61,993,000円 

 市出資金額:17,915,000円 

組合員：3,397人 

役員数：19人 

職員数：19人 

（H23.8.1現在） 

【事業概要】 
・指導部門    広報紙の発行、各地区事業説明会 

・販売部門    資材、木工製品及び林産物の展示と販売 

・加工部門    間伐材による木工製品の加工 

・森林整備部門 一般受託事業、国有林整備事業など 

ゆめが丘 

大山田 下友生 
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№128：伊賀森林組合助成金（大山田作業所設置運営） 

歳出 Ｈ２１ Ｈ２３ 

人件費 2,095,617 642,000 

消耗品費 43,765 4,000 

通信運搬費 43,638 43,160 

光熱水費 102,043 73,741 

火災保険料 3,816 3,502 

家賃 50,000 0 

合計 2,338,879 766,403 

経営状況 Ｈ２１ Ｈ２３ 

単年度収支 赤字 黒字 

累積赤字 7,254,000 なし 

開所日数 ２１４日 ２１３日 

利用人数 １８８人 ２５４人 

歳入 Ｈ２１ Ｈ２３ 

市補助金 486,000 486,000 

組合負担 1,802,879 280,403 

事務所管理
委託料 

50,000 0 

合計 2,338,879 766,403 

現状把握せぬままの毎年同額補助は改めるべき 

単位：円 

補助事業以外
の市の支出 

Ｈ２２ Ｈ２３ 

委託料 56,731,100 52,064,250 

その他 2,914,054 3,794,633 

補助要綱 

交付目的 伊賀森林組合大山田作業
所に対する支援 

交付額 予算に定める額 

対象者 伊賀森林組合 

現在の方向性 「廃止」 
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上野たばこ販売協同組合 

 近年の健康志
向・公共空間の
禁煙・分煙 

 たばこ離れを
最小限に食い
止めるための
販売促進 

販売促進活動が直接たばこ税の増額に繋がっているとは云い難い。 

社会的矛盾 

結果的に税収増となるの
が政府の思惑か？ 

喫煙者 

が減り、 

財源確 

保困難 

増税す 

るが、 

使途が 

不適切 

国鉄 

借金 

返済 

 

子供 

手当 

財源 

 

復興 

財源 

【事業概要】 
 

１．未成年者喫煙防止対策の   

  強化推進 
 

２．喫煙マナーの向上、喫煙場 

  所確保に向けた取組み 
 

３．組合組織活性化への取組 

  強化 
 

４．組合財政基盤の強化 
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№36：たばこ販売事業補助金 

歳出 Ｈ２１ Ｈ２３ 

補助対象経費 

販売促進費 103,245 133,783 

喫煙環境整
備事業費 

211,000 150,000 

女性部活動費 200,000 155,000 

指導研究費 15,000 15,000 

教育情報費 8,412 8,412 

表彰費 20,000 25,000 

福利厚生費 0 0 

計 557,657 487,195 

補助率 82％ 94％ 

その他経費 2,343,274 2,152,336 

組合合計 2,900,931 2,639,531 

経営状況 Ｈ２１ Ｈ２３ 

単年度収支 黒字 黒字 

累積赤字 419,756 364,831 

歳入 Ｈ２１ Ｈ２３ 

市補助金 458,500 458,500 

賦課金 1,170,520 814,150 

その他収入 1,336,762 1,398,893 

合計 2,965,782 2,671,543 

経費の内容を確認する必要がある 

殆どが個人に対する報酬ならば支出すべきでない 

単位：円 

タスポ効果薄い 

活動に対する報酬？ 

内容不明 

現在の方向性 「抑制」 

補助要綱 

交付目的 販売促進による市税寄与 

交付率 前年度収入額の1/1,000 

対象者 上野たばこ販売協同組合 

たばこ税収入 5億6,800万 6億6,800万 
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たばこ販売協同組合に対する補助等の県内１４市の状況 

市 名 Ｈ２４支出額 交付団体名 廃止時期 
支出科目 

津市 なし 津たばこ販売協同組合 Ｈ１９ 補助金 

四日市市 なし 四日市たばこ販売協同組合 Ｈ２１ 補助金 

伊勢市 なし 伊勢たばこ販売協同組合 Ｈ２２ 報償費 

松阪市 なし 松阪たばこ販売協同組合 Ｈ２２ 補助金 

鈴鹿市 なし 鈴鹿たばこ販売協同組合 Ｈ２１ 報償費 

名張市 なし 名張たばこ販売協同組合 Ｈ１９ 報償費 

尾鷲市 なし 不明 Ｈ１６ 不明 

亀山市 なし 鈴亀たばこ販売協同組合 Ｈ２０ 報償費 

鳥羽市 なし 不明 Ｈ１６ 不明 

熊野市 なし 不明 Ｈ１５ 不明 

桑名市 720,000円 桑名たばこ販売協同組合 － 補助金 

志摩市 330,000円 南志摩たばこ販売協同組合 － 補助金 

いなべ市 80,000円 員弁たばこ販売協同組合 － 補助金 

伊賀市 458,500円 上野たばこ販売協同組合 － 補助金 
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PTA連合会 
 【目的と役割】  

 園児・児童・生徒の健全な育成を
図ることを目的に、保護者と教職
員が協力して学校・家庭・地域社
会における教育に関する理解を深
め、その振興に努める。  

 

 

 【補助効果（団体提出本文）】 

 活動を行い、各PTA間における

連絡調整と、会員相互の親睦を深
めることができた。また、広報紙の
発行により、これらすべての会員
に発信することが出来た。 

 

 

 

 

 

 

事務所は旧友生小学校 
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№177：ＰＴＡ連絡協議会補助金 

歳出 Ｈ２１ Ｈ２３ 

会議費 185,321 145,000 

事業費 787,147 656,860 

事務局費 1,762,174 1,756,560 

県Ｐ負担金 782,630 760,600 

積立金 100,000 100,000 

予備費 0 0 

合計 3,617,272 3,419,020 

補助要綱 

交付目的 各校ＰＴＡの連絡調整・広
報活動を図る。 

交付額 予算に定める額 

対象者 ＰＴＡ連合会 

歳入 Ｈ２１ Ｈ２３ 

市補助金 75,000 75,000 

会費 3,127,600 3,042,400 

県補助金など 221,000 85,000 

雑収入 242,268 294,700 

繰越金額 293,156 264,266 

合計 3,959,024 3,761,366 

単位：円 

平成24年度は342,346円の繰越金あり 

自主財源のみで十分に団体運営可能では？ 

現在の方向性 「継続」 

ＨＰ更新は平成１９年５月で
止まっている・・・ 
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