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１ はじめに 

補助金の支出は、地方自治法第 232 条の２の「普通地方公共団体は、その公

益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。」を法的根拠

として、公益上必要があると認めた特定の事業や活動を支援・助成するため、対

価なくして支出されるものです。 

しかしながら、現在の補助金の交付状況をみると、導入当初の目的が果たされ

たものや、効果が十分に検証されないまま継続され、長期化・固定化しているも

のが見受けられます。 

本市では、第 2 次唐津市総合計画において、「健全で効率的な財政基盤の強化」

を基本目標としているところですが、合併特例の期限を考慮し、集中して投資的

な事業を実施する必要があったこと、ふるさと寄附金の大幅な伸び、扶助費の増

加等の要因により、現在、決算ベースでは７００億円を超える規模となっていま

す。 

国の景気は緩やかに回復しているものの、地方においては、これを実感するに

はほど遠く、税収をはじめとする歳入を飛躍的に伸ばすことは困難な状況です。 

今後の行財政運営の維持を考えると、全市的な事務事業の抜本的な見直しは避

けて通れず、補助金においても聖域なき見直しを進めていかなければなりません。 

また、予算を編成するうえで、限られた財源の選択と集中を図り、社会情勢の

変化に伴う新たな市民ニーズに対応するためには、補助金においても行政負担の

あり方を整理し明確化する必要があり、そうした観点から、補助金の見直しにあ

たっての考え方として、本方針を策定しました。 

各部署においては、本方針をふまえた上で見直し等を行い、市民の理解が得ら

れるよう、適正かつ透明性を図るとともに、公益性の確保に努めてください。 
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２ 補助金の種類等 

補助金の性質的な分類 

  ①運営補助金 

団体の存続・運営のために交付する補助金で、使途は限定されていません。 

極めて公益性・公共性が高く、市の主要な施策を行うため、全市的に活動

する団体等に対して、その運営の一部または全部を補助するものです。 

   

②事業費補助金 

団体等が行う特定の事業や活動に対して交付するもので、使途が限定され

ています。 

客観的に見て、広く市民に効果が及ぶもので、公益性が認められ、当該事

業や活動に補助金を交付することが適正であると判断できるものに対して行

うものです。 

ア）建設事業補助金 

施設整備等に対するもの 

    

イ）イベント補助金 

 各種イベントや大会に対するもの 

    

ウ）扶助的補助金 

  生活困窮者や身体障がい者等の弱者救済、福祉向上の観点から補助する 

もの 

 

エ）利子補給補助金 

  個人や団体の設備投資等に要する借入金の償還時に発生する利子相当分 

 に対して補助するもの 
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オ）インセンティブ補助金 

 市の施策を推進するために、特定の事業等に対して奨励として補助する 

もの 

③その他補助金

  補助金の性質的な分類の中で、①、②に該当しないもの 
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３ 補助金の見直し手順等 

（１）見直しの対象 

   歳出予算科目における、節「負担金補助及び交付金」、細節「補助金」とし、

法令での義務付けなど市の裁量が及ばない補助金、繰出金としての性質を有す

る他の会計への補助金は対象外とします。 

 

（２）見直しの方針 

  ①補助対象範囲の明確化 

    団体の構成員に対する日当・報償費、交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費

等、直接公益的な事業に結びつかない経費や社会通念上妥当なもの以外は、

原則補助対象外とします。 

備品購入についても、事業を実施するために真に必要な物を補助の対象と

し、対象と対象外を区別できるよう要綱等に明記をしてください。 

 

  ②補助金の整理統合による効率化と財源確保 

    新規・拡充を行う場合は、「スクラップ＆ビルド」や「ゼロサム」を基本と

し、内容が似たような制度、同一団体への重複補助がないかを事前に整理し、

他の補助金との統合や、現補助金の廃止や削減を行ってください。 

    特に、新規の補助事業を創出する場合は、必要な財源（原則基金以外）の

確保を行った上で「ペイ アズ ユー ゴー（pay as you go）の原則」に則っ

て、事業化することとします。 

 

  ③補助率や算定基準の適正化 

    市民や団体の自主的な事業を支援するという観点から、原則として、事業

費補助の補助率は、事業の性質等により、補助対象経費の①３分の２以内、

②２分の１以内、又は③３分の１以内とします。 
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  国や県の補助基準を超えて、市が単独で行う「上乗せ補助」や基準より対

象者・対象経費を広げた「横だし補助」は、市の政策的な判断によるもので

ない限り、行わないものとします。

  また、単価を積算根拠とする補助金については、社会情勢や市民ニーズ

を把握するとともに、その妥当性の検証を行ってください。 

④サンセット方式の設定

補助金が長期化・固定化することで、目的や効果があいまいになってい

ないかの見直しを適切に行うため、サンセット方式（終期の明示）を導入

することとし、その期間は、原則 3 年とします。 

期限の到来は補助事業の自動的な終了を意味するものではありません

が、ゼロベースから見直す機会とし、延長する場合は市民に対しその必要性

を十分説明する責任があります。 

⑤事業費補助への移行

団体運営補助については、補助基準や対象経費があいまいになる傾向があ

るため、極めて公益性・公共性が高く、市の主要な施策を行うために、全市

的に活動する団体等に対するものを除き、認められません。 

  運営補助から目的の使途が明確な事業費補助への転換を図ってください。 

⑥補助金交付団体の財政検証

  経常的に繰越金が発生している団体は、補助金額の削減や廃止を検討し

てください。また、第３者への説明責任を考慮し、出納簿、領収書等の資

料の提出を求めてください。 
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⑦団体等の事務局の取り扱い 

市が任意の団体の事務局機能を担うことは、団体の自主性を阻害するだけ

でなく、役割分担が不明確となることから、団体が自ら事務局の機能を担う

ことができるよう、指導と育成に努めてください。 

 

（３）補助金見直しの手順 

本方針及び別表の判定フローに従って、各事業の見直し・検証を行い、 

今後の方向性を決定します。 
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1 初期の目的 　①
　　　　はい いいえ

2 公益性 　②
・必要性 　　　　はい いいえ

　　　　はい いいえ

　③
いいえ

　　　はい

　④
　　　　はい いいえ

3 有効性 　⑤
　　　　はい いいえ

　⑥
　　　　はい いいえ

4 妥当性 　⑦
・効率性 　　　　はい いいえ

　⑧
　　　　はい いいえ

　⑨
　　　　はい いいえ

　⑩
　　　　はい いいえ

　⑪
　　　　はい いいえ

　⑫
　　　　はい いいえ

5 公平性 　⑬
　　　　はい いいえ

　⑭
　　　　はい いいえ

補助金見直しの判定フロー

項 目 判定基準

ア） 初期の目的が達成されていない（制度創設後３年以上経過のもの）

イ） 市民の福祉の向上等に寄与するものとして、行政が実施すべき

ウ） 特定の地域・団体・個人のみの利益に供するものではない

オ） 市の他の補助制度では、住民のニーズを満たすことができない

ケ） 継続した繰越金や多額の積立金を有していない

カ） 補助事業は、客観的に見て効果が認められる

コ） 補助対象経費に、不適切なものは含まれていない

エ） 事業目的が市の施策と合致し、

積極的に推進する必要がある

キ） その団体等の活動がなければ、政策上、大きな支障や損害が発生する

判 定

ク） 会計処理は適切にされている

サ） 団体の会計に占める補助金の額は自主性を損なうものではない

シ） 国・県補助金の義務負担分以外に、継ぎ足しの補助は行っていない

ス） 補助金を廃止・縮小した場合、当該団体等の存続が危ぶまれる

セ） 他の補助制度と比較して、補助率や補助対象経費の均衡がとれている

ソ） 補助率は、事業の性質により、２／３、１／２、又は１／３以下になっている

廃止

廃止すべきもの

①②③⑤⑥⑫判 定

見直し

区 分

統合

他の制度と統合

すべきもの

④

縮小・改善

⑦～⑭

交付額、対象の見直し、

規模の縮小を行うべき

もの

拡充・継続

⑮

今後も継続、または

更に充実すべきもの

廃止・統合 補助基準の明確化サンセット方式の導入 民間助成の活用

別表

⑮

４ 参考資料 
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補助金の見直し方針 用語解説 

（１）スクラップ＆ビルド 

   既存の組織や仕事を効率性などの面から見直し、整理して、新しいものをつ

くり直すこと。 

補助金の新規・拡充（ビルド）を行う場合は、内容が似たような制度がない 

か等を事前に整理し、他の補助金との統合や、現補助金の廃止・削減（スクラ 

ップ）を行います。 

 

（２）ゼロサム 

   何かを新しく選択すれば、既存の何かを廃止あるいは見直すこと。 

   補助金の新規・拡充を行う場合は、現補助金の廃止あるいは見直しなどを行

います。 

 

（３）ペイ アズ ユー ゴー（pay as you go）の原則 

   歳出増または歳入減を伴う施策の新たな導入・拡充を行う際は、原則として、

恒久的な歳出削減または恒久的な歳入確保措置により、それに見合う安定的な

財源を確保すること。 

 

（４）サンセット方式 

事務事業等について、終期を設定すること。 

補助金については、期間を原則 3 年とし、終期が到来したら、ゼロベースか 

ら見直しを行います。 
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