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１ 補助金等見直しについて 

本市では、行政改革の具体的な取組項目を定めた行政改革アクションプランにお

いて「補助金等の適正化」を掲げ、４年毎に見直しを行うこととしています。 

今年度の見直しにおいては、補助金等の廃止や縮小を前提に行うのではなく、補

助目的を踏まえたうえで行政と市民の適切な役割を改めて考え、市民ニーズや社会

情勢等の変化に即応した補助制度となるよう見直しを行いました。 

今後も、必要に応じて個別に見直しを行うことにより、より効果的・効率的な補

助金制度となるよう努めていきます。 

 

２ 見直しの対象について 

本市が要綱等を定めて補助を行うもので、予算科目における一般補助金及び工事

補助金等を対象とします。ただし、次に掲げる補助金等については、他制度との関

連性があるなどの理由により対象外としました。 

 

⑴ 法令等により補助の実施が義務付けられているもの 

⑵ 国や県の補助を受けて実施するもの 

⑶ 平成３０年度末までにすでに廃止が予定されているもの 

 

以上により今回の補助金等見直しの対象となった補助金は１５１件となってい

ます。 

 

３ 見直しの基本的視点 

見直しにあたっては、補助金等の適正化を図るうえで「公益性」、「必要性」、「有

効性」、「公平性」、「透明性」の５つの基本的視点と、「総合的な枠組みの検討」、「補

助率、限度額の設定」、「少額補助団体の自立促進と制度の見直し」、「運営費補助か

ら事業費補助への転換」の４つの個別視点において補助金等のあり方について見直

しました。 

 

４ 見直しの進め方 

見直し対象の補助金等について、各所管課において見直しの基本的視点を確認す

るための「補助金等見直しチェックシート」を作成し、ヒアリング等を踏まえなが

ら個別に見直しを行い、「廃止・完了」、「他の事業との整理・統合」、「補助率（額）、

限度額の見直し」、「その他内容の見直し」、「現状どおり継続」の５つの区分に分類

し、今後の方針を示しました。 
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５ 見直し結果について 

今回の見直し結果は以下のとおりとなりました。 

 

⑴ 廃止とする補助金・・・・・・・・・・・・・・6件 資料 ３ページ 

⑵ 他の事業との整理・統合する補助金・・・・・１６件※資料 ４ページ 

⑶ 補助率（額）、限度額を見直す補助金 ・・・・・７件※資料 ５ページ 

⑷ その他内容を見直す補助金・・・・・・・・・・3件 資料 ６ページ 

⑸ 現状維持とした補助金・・・・・・・・・・１２０件 資料 ７ページから 

           9ページ 

  ※ 「49 歯・口の健康づくり推進事業補助金」が⑵⑶重複のため合計数１増加している。 

 

補助金等の見直し内容については、次ページ以降にまとめています。 
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⑴ 廃止とする補助金・・・・6件  

番号 補助金名 具体的な見直し内容 

46 ひとり親家庭福祉事業補助金 

「みよし市母子寡婦福祉協議会」が解散し、補

助対象事業者がいなくなったため、平成 30 年

度で廃止する。 

54 
障がい者歯科医療推進事業 

補助金 

豊田加茂歯科医師会が愛知県の補助を受けて

実施する障がい者社会福祉施設における歯科

健診事業に補助金を交付していた。しかし、愛

知県の補助が廃止となり、豊田加茂歯科医師会

が平成 32 年度から事業を継続しないこととし

たため、以後は市の事業として行う予定とし、

補助金は平成 31年度で廃止する。 

57 
高度先端産業及び新規成長 

産業立地奨励金 

今後の更なる産業や工業の進展に向けて、産業

立地推進プロジェクトにおいて「（仮）みよし市

企業立地推進奨励条例」を制定する方向で検討

しており、その条例において「高度先端産業及

び新規成長産業立地奨励金」と同様の内容を明

記していくため、平成 31年度で廃止する。 

64 消費生活塾活動費補助金 

「みよし市消費生活塾」の活動に対し補助する

事業であるが、今までの活動により、一定の活

動効果が見られたため、平成 30 年度で廃止と

する。なお、平成 31 年度から直営化により新

たな活動を含めた消費生活に関する事業を実

施する。 

87 県営畑総関連事業補助金 

「三好下地区県営畑地帯総合整備事業」が完了

し、今後補助対象事業が実施される予定がない

ため、「土地改良事業の推進に必要な事業県営

畑総関連事業」を平成 30年度で廃止する。 

111 
中学校区ジュニアクラブ 

育成会活動費補助金 

各中学校が実施する事業と重複する部分があ

るため、平成 30 年度で補助金を廃止とし、平

成 31 年度からは「中学校運営事業」に実予算

として計上する。これを各中学校に配当し、こ

れまでの事業が実施できるようにする。 
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⑵ 他の事業との整理・統合する補助金・・・・１６件 

番号 補助金名 具体的な見直し内容 

49※ 
歯・口の健康づくり推進事業

補助金 
口腔の健康に関しての補助事業整理のため、平

成 31年度から「8020普及啓発事業補助金」、

「8020 調査研究事業補助金」、「歯科保健推進

事業補助金」、「歯科往診器材整備事業補助金」

を「歯・口の健康づくり推進事業補助金」に統

合する。 

50 ８０２０普及啓発事業補助金 

51 ８０２０調査研究事業補助金 

52 歯科保健推進事業補助金 

53 歯科往診器材整備事業補助金 

91 生ごみ処理機購入費補助金 
補助対象事業の目的・期待する効果が同様のた

め、平成 31 年度から「生ごみ堆肥化容器購入

費補助金」と「生ごみ処理機購入費補助金」を

統合する。 
92 生ごみ堆肥化容器購入費補助金  

109 地区健全育成推進協議会補助金  
ともに青少年健全育成に関する事業であり、内

容が重複する部分があるため、平成 31 年度か

ら「地区健全育成推進協議会補助金」と「地区

ジュニアクラブ育成会活動費補助金」を統合す

る。 
110 

地区ジュニアクラブ育成会 

活動費補助金 

122 囃子台本体製作事業補助金 囃子台関連補助金交付要綱の整理のため、平成

31 年度から「囃子台本体製作事業補助金」と

「囃子台本体修繕事業補助金」と「囃子台保存

庫整備事業補助金」の 3補助金を整理・統合す

る。 

123 囃子台本体修繕事業補助金 

124 囃子台保存庫整備事業補助金 

129 地域文化活動推進事業補助金 
ともに生涯学習活動や文化活動を推進する団

体を奨励する補助金として共通の意味合いを

持つので、平成 31 年度から「地域文化活動推

進事業補助金」と「生涯学習推進事業補助金」

を統合する。 
130 生涯学習推進事業補助金 

132 地区公民館運営事業補助金 
ともに地区公民館の管理運営を図るという共

通の目的を持つので、平成 31 年度から「地区

公民館運営事業補助金」と「地区公民館修繕費

補助金」を統合する。 
133 地区公民館修繕費補助金 

※ 「49 歯・口の健康づくり推進事業補助金」は⑵⑶重複している。
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⑶ 補助率（額）、限度額を見直す補助金・・・・7件 

番号 補助金名 具体的な見直し内容 

５ 防犯カメラ設置費補助金 

行政区の負担軽減を図り、より一層防犯カメ

ラを設置しやすくするため、近隣市町と同等

に補助率を 1/2から 4/5に引き上げる。 

また、補助率の引き上げによる影響及び費用

を要するネットワーク型カメラの要望に対応

するため、限度額を 250万円から 400万円に

引き上げる。補助率、限度額ともに平成 31 年

度から適用する。 

21 
豊田保護区保護司会 

みよし支部補助金 

近年の補助金交付実績が少ないため、実績に合

わせ、平成 31 年度から限度額を 50 万円から

30万円に縮小する。 

47 食生活健康推進員会補助金 

近年の補助金交付実績が少ないため、実績に合

わせ、平成 31 年度から限度額を 27 万円から

17万円に縮小する。 

49※ 
歯・口の健康づくり推進事業

補助金 

8020 表彰者数の増加が見込まれるため、平成

31年度から統合する事業の上限額の合計59万

5千円を 91万円に拡大する。 

97 地籍調査推進事業補助金 

現在、地籍調査を実施している地区（行政区）

の調査を今後も継続して実施していくため、新

たに必要な資材等を用意する必要がない。ま

た、新たに地籍調査を実施する地区（行政区）

においても、対象が住宅地となるため資材等を

用意する必要がないため、平成 31 年度から均

等割 15万円を 10万円に縮小する。 

101 
コンクリートブロック塀等 

撤去費補助金 

地震によるブロック塀等の倒壊被害軽減に努

めるため、平成 31 年度から、補助率を 3/5 及

び 1/2から 2/3に拡大する。また、補助金名を

変更し、「撤去後にフェンス等の新設に要する

場合」を補助対象に追加。補助金額は、費用と

基準額とを比較していずれか少ない額の 2/3

以内で限度額 20万円を設定する。 

135 
いじめ・不登校対策推進 

協議会補助金 

近年の補助金交付実績が少ないため、実績に合

わせ、平成 31 年度から限度額を 38 万円から

15万円に縮小する。 

※ 「49 歯・口の健康づくり推進事業補助金」は⑵⑶重複している。  
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⑷ その他内容を見直す補助金・・・・3件 

番号 補助金名 具体的な見直し内容 

8 
【行政区活動事業】 

付随施設整備事業補助金 

行政区からの要望により、平成 31 年度から集

会所等の拠点施設に付随する外構整備事業を

追加する。補助率は工事費の 1/2、限度額は 500

万円とする。 

19 
障がい福祉サービス事業所 

運営費補助金 

補助事業者のうち、放課後等デイサービスを運

営する者に対する補助については、国庫、県費

給付金により十分な運営が可能であるため、平

成 31年度から補助対象事業者から除く。 

94 エコエネルギー促進事業補助金  

太陽光発電システムなど、これまでの補助状況

や近隣市町の動向、国や県の補助制度を参考

に、補助対象経費の見直しを行う。 

また、今までのメニューに加えて、環境に配慮

した新たな住宅 ZEH（ネット・ゼロ・エネルギ

ー・ハウス）も補助の対象とする。 
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⑸ 現状維持とした補助金・・・・120件 

番号 補助金名 

1 中学生平和学習広島派遣事業補助

金 
2 職員互助会補助金 

3 職員の自己啓発支援補助金 

4 安全なまちづくり推進協議会補助金 

6 地区公共施設修繕事業補助金 

7 拠点施設整備事業補助金 

9 冷暖房設備整備事業補助金 

10 太陽光発電設備整備事業 

11 備品整備事業補助金 

12 放送設備整備事業補助金 

13 事務員設置事業補助金 

14 ふるさとネットワーク事業補助金 

15 行政区一括交付金 

16 地区コミュニティ推進協議会一括交付金 

17 がんばる地域応援補助金 

18 助け合いチケット事業補助金 

20 社会福祉協議会補助金 

22 身体障害者福祉協議会補助金 

23 遺族会補助金 

24 みよし地域精神障がい者家族会補助金 

 

 

 

番号 補助金名 

25 更生保護女性会補助金 

26 ボランティア連絡協議会補助金 

27 手をつなぐ親の会補助金 

28 総合福祉フェスタ実行委員会補助金  

29 民生児童委員協議会活動費補助金 

30 障がい者企業就労・定着支援事業費補助金 

31 障がい福祉サービス新設事業所開設費補助金 

32 障がい者支援施設整備事業費補助金 

33 公益社団法人みよし市シルバー人材センター補助金  

34 介護人材育成支援事業助成金 

35 子ども会育成連絡協議会活動費補助金 

36 地区子ども会等活動費補助金 

37 地区子育てクラブ活動費補助金 

38 放課後児童健全育成事業運営費補助金 

39 幼稚園・保育園合同観劇会実行委員会補助金 

40 保育所父母の会活動費補助金 

41 民間保育施設運営費補助金 

42 私立保育園補助金 

43 私立幼稚園教育振興費補助金 

44 私立幼稚園協会振興補助金 
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⑸ 現状維持とした補助金・・・・120件 

番号 補助金名 

45 ファミリー・サポート・センター事業利用助成金  

48 一般不妊治療費助成金 

55 ベンチャー起業家支援奨励金 

56 観光協会補助金 

58 企業再投資促進補助金 

59 小規模企業等振興資金信用保証料補助金  

60 小規模事業者経営改善資金利子補給補助金 

61 商工会補助金 

62 工業経済会補助金 

63 商工業振興補助金 

65 中小企業退職金共済補助金 

66 商工業活性化補助金【総括】 

67 営農指導確立対策事業補助金 

68 地場産業振興事業補助金 

69 果樹減農薬栽培事業補助金 

70 農業近代化資金利子補給事業補助金 

71 水稲減農薬栽培事業補助金 

72 6次産業化支援事業補助金 

73 新規設立農事組合法人運営事業補助金 

74 認定農業者利用集積促進事業補助金 

 

 

 

番号 補助金名 

75 みよしの農業ふるさと活性化推進協議会事業補助金  

76 農業維持・活性化事業補助金 

77 BSE 検査事業補助金 

78 鳥獣被害防止対策事業補助金 

79 産業フェスタみよし事業補助金 

80 さんさんの郷イベント事業補助金 

81 緑花推進事業補助金 

83 維持管理事業（市費）補助金 

82 土地改良事業（市費）補助金 

84 緊急渇水対策事業（市費）補助金 

85 緊急災害対策事業（市費）補助金 

86 防災対策事業（市費）補助金 

88 新規土地改良事業推進事業補助金 

89 犬・猫避妊等手術費補助金 

90 資源ごみ回収推進補助金 

93 地域生活排水路清掃事業補助金 

95 事業用低公害車購入費補助金 

96 土地開発公社運営補助金 

98 雨水貯留タンク設置事業補助金 

99 狭あい道路拡幅整備補助金 
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⑸ 現状維持とした補助金・・・・120件 

番号 補助金名 

100 排水設備改造資金に係る利子補給金 

102 空き家活用事業補助金 

103 緑の街並み推進事業補助金 

104 住民参加緑づくり事業補助金 

105 屋上緑化・壁面緑化事業補助金 

106 生垣設置事業補助金 

107 土地区画整理事業補助金 

108 ボーイスカウト・ガールスカウト活動事業補助金  

112 三好高校健全育成連絡協議会補助金 

113 私立高等学校等授業料補助金 

114 成人式実行委員会補助金 

115 小中学校 PTA 連絡協議会補助金 

116 ふれあいトライアングル推進事業補助金  

117 山車保存維持活動事業補助金 

118 山車修繕事業補助金 

119 山車保存施設修繕事業補助金 

120 山車保存庫整備事業補助金 

121 酒井家金比羅宮保存活用事業補助金  

125 囃子伝承活動事業補助金 

126 棒の手伝承活動事業補助金 

 

 

 

番号 補助金名 

127 郷土史誌編さん事業補助金（編集執筆） 

128 郷土史誌編さん事業補助金（印刷製本） 

131 文化協会事業補助金 

134 みよし少年少女合唱団運営事業補助金 

136 友好都市中学生派遣事業補助金 

137 友好都市小学生派遣交流事業補助金 

138 小中学校各種大会児童生徒派遣事業補助金 

139 愛知みよし少年少女発明クラブ補助金 

140 給食協会補助金 

141 体育協会補助金 

142 体育祭実行委員会補助金 

143 マラソン駅伝大会実行委員会補助金 

144 カヌー協会補助金 

145 ウォーキング協会補助金 

146 スポーツ団体事業補助金 

147 地域スポーツクラブ設立準備会補助金 

148 クラブハウス整備費補助金 

149 地域スポーツクラブ運営補助金 

150 小学生スポーツ交流事業補助金 

151 友好都市国内交流事業補助金 

 


