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開 会（市民委員審査：令和元年１０月９日（水） 午前９時） 

 
生涯学習課 補助金－１  半田市文化協会事業費補助金  
【担当課補足説明】（執行協議書等に関する説明） 
 この補助金は、昭和５４年度から市民の文化意識の向上と芸術文化活動の振

興を図ることを目的に交付しているものです。芸術祭を通して市民が質の高い

芸術や芸能等に触れられる機会を提供しており、文化協会会員の文化活動並び

に文化事業を振興することが市民の文化意識の高揚と文化の発展につながるも

のであり、継続的な交付が必要と考えております。 
令和２年度の協議額は、市民の文化意識の高揚と文化の発展を図ることがで

きることから、令和元年度予算上限額と同額としております。 
なお、昨年度、当該補助金の指示事項として、１点目、「表彰に係る事業に、

協議会費で支出するのでなければ、市の補助として支出するのに適したものに

すること」では、補助金の対象外事業として整理しました。 
２点目、「各部の予算執行状況をみると事業の透明性に欠けているため、適正

な使途となっているか改めて事業費をチェックすること」について、適切な使途

となるよう確認し、指導いたしました。 
３点目、「周年事業にかかる予算は、本当に積み立てる必要があるのか整理す

ること」について、計画を聞き取り、必要性を確認しました。 
担当課からの説明は、以上です。 

 
【質 疑】 
（委 員）今年度の補助金額の積算根拠を説明してください。 
（担当課）令和２年度の全体の事業費については、平成３０年度の事業費決算額

１３５万円に、芸術祭の予算の６０万６，０００円を足した１８０万

円以上の金額が見込まれます。よって、協議額の積算根拠については、

令和元年度の予算上限額の１８０万円を設定しています。 
（委 員）機関紙費について、平成３０年度の決算額が約３３万円に対し、令和

元年度は６０万円という予算額が示されています。令和２年度も令

和元年度と同額６０万円が示されています。予算額と決算額の金額

に、差があるのはなぜですか。 
（担当課）現在、会員が高齢化しており、若い人の会員獲得を目的として、機関

紙の発行を行っています。目的達成のため、予算額を過年度決算額よ

り増額し、ステップ等の新たな広報の媒体の費用へ充てています。 
（委 員）広報の媒体を紙だけではなく、ＳＮＳ等の電子媒体を取り入れること

はできませんか。 
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（担当課）今後も、新たな媒体での広報を検討していきます。 
（委 員）広報の媒体について、会員獲得等を目的に、過年度決算額より増額す

るとのことでしたが、補助金の使途について、費用を明確にしてから

積算を行うべきではないかと思います。 
（委 員）協議書の積算根拠にあります、研修費の金額は４，９４８円と記載さ

れていますが、決算報告書の平成３０年度の研修補助金の金額は４，

９４０円と記載されています。同じ使途ですが、８円の差があるのは

誤りではないでしょうか。また、平成３０年度の補助金の交付額とし

て、事業費の決算額の金額は１７５万６，９３３円と記載されていま

すが、決算報告書の平成３０年度の事業費の金額は１８５万６，９２

５円と記載されています。同じ項目ですが、金額が異なっています。

誤りではないでしょうか。 
（担当課）研修費、事業費について、誤りですので、修正させていただきます。 
（委 員）定期預金内訳ですが、三菱東京ＵＦＪと記載がありますが、平成３１

年４月においては三菱ＵＦＪ銀行であり、名称変更した後ではない

でしょうか。 
（担当課）ご指摘いただいた点について誤りのため、修正させていただきます。 
（委 員）誤記などの確認は、去年も幹部会議を通して、各課等長へ伝えている

内容になりますので、今一度課でしっかりと確認をしてください。 
（委 員）予算編成において、概算で予算を組んでいる部分があり、まだ様々な

費用を削る工夫の余地があるように感じます。その中での広報事業

については、これまでの事業の効果検証ができていないことから、令

和２年度の予算額６０万円から平成３０年度決算報告書の機関紙費

予算額３３万円を差引した、増額分にあたる２７万円分について、減

額をします。したがって、補助金額について、協議額の１８０万円か

ら、機関紙費に上乗せをされている、２７万円を減額した１５３万円

とします。 

 
【審査結果】承 認：Ａ２（承認条件） 

① 会員拡充を目的とした、これまでの広報事業の効果検証ができて

いないことから、機関紙費として計上している平成３０年度実績

額からの増額要望額２７万円は認められず、紙媒体だけではない

広報戦略を講じること。 
② 協議額が審査できる適切な資料整備及び金額等の誤りがないよ

う徹底すること。 
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生涯学習課 補助金－２ 青少年健全育成活動補助金  
【担当課補足説明】（執行協議書等に関する説明） 
この補助金は、平成３年度以前から「青少年の健全育成の推進」を図るため交

付しているもので、行政が直接実施するより効果的に実施できる青少年の非行

防止巡回活動、啓発活動、親子ふれあい事業などの活動を行っており、次代を担

う青少年が心豊かに健やかに育つための取組みは重要であることから、継続的

な交付が必要と考えております。 

令和２年度の協議額は２８８万円で、元年度から２万円の減額となります。そ

の積算根拠については、補助金等執行協議書に記載のとおりですが、ガールスカ

ウトが廃団となり１団体が減少したためです。 

なお、昨年度、当該補助金の承認条件として、「少年を守る会への補助金の支

出内容にばらつきが生じているので、補助金の使途を明確化すること」とのご意

見をいただいておりますが、それらについては、会合等において、補助金の目的、

事業費に対する事業課のスタンスの説明を行い、補助金の使途について共通認

識を図りました。 

担当課からの説明は、以上です。 

 
【質 疑】 
（委 員）少年少女発明クラブの活動費２５万円の金額の妥当性について説明

してください。 
（担当課）平成２７年度より、少年少女発明クラブの活動を再開した際に、刈谷

市等の近隣の市町を参考に、半田市の団体の人数、団体規模を勘案し

て、金額を設定しました。 
（委 員）少年少女発明クラブの決算報告書について３点お伺いします。 

１点目、「青少年活動補助金収支決算報告書」の収入の部、協会負担

金として、集塵機が含まれる理由を説明してください。 
２点目、同報告書において、平成２９年度及び平成３０年度では清掃

費の項目がありますが、決算書には清掃費の項目がありません。理由

を説明してください。 
３点目、同報告書において、平成２９年度及び平成３０年度では保険

費の項目がありますが、決算書には保険費の項目がありません。理由

を説明してください。 
（担当課）１点目のご質問のお答えですが、集塵機を購入した費用について、協

会負担金が出ており、該当金額を収入の部にて計上しています。２点

目、３点目については、「青少年活動補助金収支決算報告書」の報告

書の資料として提出していただいた際には、生涯学習課にて確認を
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していますが、経緯等の詳細な内容を把握しておりません。 
（委 員）市民協働課の市民活動助成金について、助成金交付先の団体の一覧

の中に、少年少女発明クラブが含まれていますが、本補助金の該当

団体と同じ団体ですか。 
（担当課）市民協働課の市民活動助成金の交付団体と、当補助金の該当団体は

同じ団体になります。補助金と助成金の市としての交付目的が異な

っており、生涯学習課の補助金に関しては団体の事業費補助のため、

市民協働課の助成金について、３年間の期限つきで新規の事業の助

成のために、団体へ交付しています。 
（委 員）目的は異なりますが、２つの課から同一団体に交付していることにな

りますので、関連する事業なども含め、今後も時代背景に即した補助

金の制度設計となるよう検討してください。 
（委 員）乙川地区少年を守る会の決算報告について、守る会の支出として、ふ

れあい活動費という項目で各校、園、館への助成金と記載があります

が、市から団体が補助金として受け取ったお金を、他の団体へ助成金

として支払うのは、使途として適正ではないと考えます。 
（担当課）市が交付する、乙川地区少年を守る会への補助金のうち、ふれあい活

動費として各校、園、館へ助成していることは把握しています。各校

等の活動内容から使途目的を確認する中、適正な交付を行っている

と判断しています。また、生涯学習課にて領収書を確認しています。 
（委 員）成岩地区少年を守る会の収支予算書の啓発費として、啓発用ビブス・

タオル作成費として１８万円との記載がありますが、当該金額は補

助金全体に対して大きな割合を占めています。全体額４５万円のう

ち２０万円近くが啓発物品へ支出されていることは、事業費補助と

しての使途は適正でしょうか。 
（担当課）啓発物品について、必要な数の見直しを行います。 
（委 員）青山地区少年を守る会の決算報告書について、お伺いします。平成２

９年度「青少年活動補助金収支決算報告書」の支出の部、啓発費の内

訳として、標語ステッカー代が含まれていますが、平成３０年度「青

少年活動補助金収支決算報告書」の支出の部、啓発費の内訳には、標

語ステッカー代が含まれていません。 
（担当課）「青少年活動補助金収支決算報告書」は、生涯学習課にて確認をして

いますが、経緯等の詳細な内容を把握しておりません。 
（委 員）亀崎地区少年を守る会会則にて、会計年度は毎年５月１日から翌年４

月３０日だと記載がありますが、会計決算の日付は、平成３１年４

月２６日の日付にて報告があります。本来は平成３１年４月３０日
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の日付にて報告すべきではないですか。 
（担当課）監査を行った日を記入していると推察しますが、会計年度最終日の日

付でなければならないことを把握しておりませんでした。 
（委 員）子どもたちの健全育成を推進するための施策として、どのような方法

が有効的だと考えますか。教育の面については、子ども達の学習支援

をすることが大切であるように感じます。 
（担当課）教育委員会では、今年度より学校運営に関し、これまで参画していた

保護者のみならず、地域住民等も積極的に参画することを目的とし

たコミュニティ・スクール推進事業を導入し、地域性を取入れた活

動をしています。将来的にはこの活動を軌道に乗せ、少年を守る会

の内容を合わせて行うことも視野に入れています。 
（委 員）各地区少年を守る会の啓発費は、事業費補助とする基本に鑑み、補助

対象外とし、事務局が啓発活動費として想定した、予算額５万円の５

地区、合計２５万円を減額し、協議額を２６３万円とします。併せて、

少年を守る会の活動に際し、コミュニティ・スクール推進事業など関

連する事業との連携や補助金のあり方も含め、もう一度教育委員会

で協議することを条件とします。 

 
【審査結果】承 認：Ａ２（承認条件） 
① 少年を守る会の活動計画において、事業費補助とする基本に鑑み、啓発費は

補助対象外とし各地区５万円、計２５万円を減額する。 
② 少年を守る会の活動内容が時代に即したものとなるよう、コミュニティ・ス

クール推進事業など関連する事業なども含め補助金のあり方について教育

委員会で協議すること。 
③ 協議額が審査できる適切な資料整備及び金額等の誤りがないよう徹底する

こと。 

 
 
建築課 補助金－４ 老朽化建築物取壊費補助金・ブロック塀等撤去費補助金 
【担当課補足説明】（執行協議書等に関する説明） 
この補助金は、大地震に対する耐震化・減災化を推進する必要があることから、

平成２５年１０月に、補助要綱を制定し開始したもので、大地震時に倒壊し、２

次災害を引き起こす可能性の高い、空き家を含む老朽化した住宅等、およびブロ

ック塀等の取壊・撤去費用への補助を行い、減災化を推進することを目的に実施

しているものです。 
補助の対象は、２次災害の要因となる可能性が高い、道路近くに建っているなど
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の耐震性のない又は老朽化した木造住宅、及び道路沿いのブロック塀等となり

ます。 
補助額については、取壊補助は、上限２０万円で、ブロック塀等撤去補助につ

いては、平成３０年６月１８日発生の大阪府北部の地震でのブロック塀による

死亡事故を受け、積極的な対応を行うべきとして、平成３０・令和元年度に限り

制度の拡充を上限２０万円としていますが、令和２年度より拡充前の上限１０

万円として対応していきます。 
令和２年度の協議額に関し、取壊補助については、過去実績及び増加傾向にあ

ることを考慮し、３５件を予定件数として、また、ブロック塀等撤去補助につい

ては、拡充期間が終了することを考慮し、１０件を予定件数として、補助上限額

で協議額を計算しており、その積算根拠については、補助金等執行協議書に記載

のとおりです。 
なお、昨年度、この補助金の承認をいただく条件として、「ブロック塀撤去補

助について、民地と民地の境界沿い補助は対象から除くこと」、「工事費の見積も

り内容を担当課でよく確認し、適正な内容であるかチェックすること」の２点を

ご意見としていただいております。 
１点目「民地と民地の協会沿の補助は対象から除くこと」について、平成３０

年１１月に要綱の改正を行い、民地境界沿いのブロック塀は補助対象から除外

しております。 
２点目「工事費の見積り内容を担当課でよく確認し、適正な内容であるかチェ

ックすること」については、補助申請に添付される見積書を複数職員でチェック、

必要な場合は現地確認や見積もり業者に聴き取りを行うなどの審査を行い、適

切な工事内容、金額であるかを確認しております。 
今後も、利用促進を図るため、窓口相談や個別訪問時などの機会に、市から積

極的に制度内容をＰＲすることで、補助利用による解体等を促していきます。 
担当課からの説明は、以上です。 

 
【質 疑】 
（委 員）当事業の経緯を含め、補助金の概要を説明してください。 
（担当課）平成２５年度からブロック塀等撤去費補助として事業を開始し、平成

３０年度及び令和元年度の２年間については、大阪府でのブロック

塀の事故を受け補助を拡充しており、事業費の３分の２、上限額２０

万円の補助金を交付しております。令和２年度からは、拡充前の、事

業費の２分の１又は１メートルあたり１万円のどちらか少ない額、

上限額１０万円とする補助の交付を行います。 
（委 員）調査をした結果、撤去を行う必要のあるブロック塀は何箇所ですか。
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そのうち、撤去済の箇所は何箇所ですか。 
（担当課）調査をまとめた結果、民地境界にあるものを含み安全といえないブロ

ック塀は、１，５２４箇所ありました。このうち通学路での箇所は、

内数で７２２か所です。その上で、昨年度は１４０件、今年度は９月

末で６４件が、補助の利用により撤去を行っております。建築課とし

ては、個人所有であり、費用が発生するため、早期着工が難しいこと

もありますが、今までの撤去数と比較し、積極的な推進を図ったこと

で、市内の危険なブロック塀について、撤去が進められたと考えてお

ります。 
（委 員）市民に対して、どのようなＰＲをしているのですか。個別にＰＲする

ことで、更に有効性が向上すると思いますが、個人名宛てに依頼を封

書等で出していますか。 
この２年間は拡充期間ということですが、撤去すべき１，５２４箇

所に対し、撤去率約１３％では、すべて改善することは厳しい数字

だと感じます。 
（担当課）個別に封書等で通知を行ってはいませんが、今後も訪問を実施し、危

険箇所の撤去に取組んで参ります。 
（委 員）通学路の現在のブロック塀撤去状況から判断すると、生徒にとって、

安全・安心であると言えますか。 
（担当課）通学路については、まだ危険な箇所があります。 
（委 員）危険な箇所については、具体的な金額を算出して、市民へ広報すると

よいのではないですか。 
（担当課）場合によっては、業者に概算金額での見積りを依頼し、その金額をも

とに市民と話をすることもあります。 
（委 員）拡充期間とした２年間のブロック塀等撤去の件数について、増加した

要因はどう分析しますか。何か、特殊要因があったと考えられますか。 
（担当課）拡充期間中の優位な補助率をＰＲ出来たことに加え、消費税の増税が

起因していることも考えられます。 
（委 員）危険な箇所は、過去に発生した損害賠償が伴った事例を賠償額なども

含め説明することで、行政としての指導をするべきではないでしょ

うか。今年度については、拡充期間最後の年になるので、補助率の優

位性を謳い、多くのブロック塀の取り壊しができるよう、強い後押し

をするようにしてください。 

 
（担当課）現地確認にて、危険と判断した箇所等については、回覧板等で今年度

までとする補助率の優位性を周知していきます。今後も個別に訪問
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等で、撤去を進めていきます。 

  
【審査結果】Ａ１（指示事項） 
今後も積極的な推進に努めること、とりわけ、令和元年度までとしている拡充

期間内については、補助率の優位性を謳い、通学路の安全確保を主軸に精力的に

行うこと。 

 
 

地域福祉課 補助金－２ 社会福祉協議会補助金 
【担当課補足説明】（執行協議書等に関する説明） 
この補助金は、半田市地域福祉計画に定める重点施策の実施について、市に協

力し、自主的かつ積極的に取り組む半田市社会福祉協議会に対して交付するも

ので、当該施策の実施に要する経費を補助することにより、計画の基本理念であ

る「誰もが自分らしく生きられるまち・はんだ」の実現に資することを目的とし

ています。 
当補助金の交付により、半田市地域福祉計画に定める重点施策のうち、例えば、

「ふくし井戸端会議」や「ふくし勉強会」などの企画運営、地域の「ふくし相談

窓口」における相談対応等、地域に根ざした多彩な地域福祉活動の展開が可能と

なり、半田市における地域福祉の推進、住民福祉の向上に大きく貢献し ている

ものと考えております。 
なお、社会福祉法第１０９条第１項において、社協は「地域福祉の推進を図る

ことを目的とする団体」とされており、また、同法第１０６条の３第１項におい

て、市町村は「地域福祉推進に係る包括的支援体制」を整備するよう求められて

いることから、当補助金は、同法の趣旨に適ったものとなります。 
また、昨年度の判定会議で指摘のありました「積立金の目的」や「拠点整備の

将来計画」、「拠点の定義」につきましては、これまでは住民に身近な地域で相談

事業等を行うことができるよう、中学校区単位の地域相談拠点を設置するため

の整備資金として積み立てるという考えでありました。しかしながら、亀崎地区

や成岩地区を始め、地域の各福祉事業所の賛同・協力を得ながら、地域の相談窓

口を開設・運営できる体制づくりが進んできたため、この考えが改められること

となりました。 
現在は、社協本部を置く雁宿ホール内の事務所が手狭であり、近い将来、移転

を含めて本部拠点の拡張を考える必要があるため、その財源として、積み立てて

いくものと位置付ける事を確認しております。 
同じく昨年度の判定会議で指摘を受けました「繰越金を減少させるための無

駄な支出となっていないか」につきましては、社協事業費のほとんどは職員人件
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費であり、また、事務費等の支出についても必要最小限とするよう指示している

ところです。 
その他、社協に対しましては、市からの補助金を受けて事業実施する以上、透

明性を保ち、しっかり説明責任を果たすことのできる法人運営に努めるよう、適

切に指導監督を行いますのでよろしくお願いいたします。 
続きまして、今回の補助金額の算定についてご説明いたします。昨年度より社

協の財務状況を勘案した補助金額を算定する計算式を導入しています。純資産

増加分控除額については、社協の財務状況を網羅的に把握可能である純資産の

直近３年間の平均とその直前の３年間の平均を比較して、１００万円以上の増

加があるときに補助金を減額するものでありますが、今年度に関しては計算を

行ったところ、１００万円を超えなかったため、差引をゼロとしています。この

純資産を基にした補助額算定は来年度以降も用いてまいります。 
次に収支余剰金特別措置額については、過去数年における社協の繰越金の増

加や基金積み立てを踏まえ、今年度に限り差引するものです。平成３０年度の社

協の収支剰余金約８５０万円の約２分の１にあたる４２０万円を、補助金の基

本額２，７５０万円より減額しています。なお減額算定に用いた８５０万円につ

いては、その他の活動による収支の剰余金については含まれておりません。これ

は、将来の退職金給付に備えて積み立てたものや、年度当初の人件費支払いのた

めに積み立てたものを取り崩したものになるため、実質的な社協の収支剰余金

にはあたりません。よって２，７５０万円より４２０万円を引いた、２，３３０

万円を協議額としております 
担当からの説明は以上です。 

 
【質 疑】 
（委 員）補助金額の算定には、純資産増加分控除額及び収支剰余金特別措置額

の計算式を導入しているとのことでしたが、平成３１年度執行分の

補助金から対象ですか。 
（担当課）計算式の導入については、純資産増加分控除額は平成３１年度執行分

の補助金より導入し、収支剰余金特別措置額は令和２年度より導入

しております。純資産増加分控除額を計算すると１００万円未満で

あるため、控除額がゼロであり、減額措置を行っていません。 
（委 員）純資産増加分控除額の控除額がゼロとなる基準である、純資産の増加

額が平均１００万円未満の年が続いた場合には、社協の純資産は少

しずつ増加し続けることになるのでしょうか。 
（担当課）社協の純資産について、少額ですが、増加する可能性はあります。純

資産の状況は３年間の平均を比較対象としており、また、１００万
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円未満と設定しているため、大きく増加しない計算式としています。 
（委 員）社協は、市と協力し、基本的に収益を生まない構造であり、自主的か

つ積極的に取り組む組織であると、理解しています。一方で、財産目

録では、資産として基金を億単位で所有していることが確認できま

す。過去の経緯としては、市が亀崎地区において、亀崎総合福祉セン

ターの運営を行っている一方で、社協が亀崎地区において、新たな施

設を建設する話が持ち上がり、亀崎地区に対して、福祉に対する費用

を、市と社協からの二つの方向より投入することとなり、不要な費用

が発生するのではないか、という話がありました。市が社協へ補助金

を交付することで、社協の収益が内部で基金として積み上がり、亀崎

地区のような不要な費用が発生しかねない事例が、今後も起こる可

能性があるため、補助金の制度を見直す必要があるのではないか、と

いう議論を行ってきました。社協は、本部拠点移転のため積み立てた

基金を、一旦、小地域活動拠点整備事業費として、福祉活動拠点整備

基金積立という名目に変更し、引き続き積み立てを行っているとの

内容が、昨年までの内容になります。 
（委 員）現在の福祉活動拠点整備基金積立の金額は、いくらですか。 
（担当課）財産目録にあります、小地域活動拠点整備事業費にあたる項目の、１

億１，５７２万４，４７２円になります。しかし、冒頭に説明させて

いただきました通り、現在は、この金額は本部拠点移転のための費用

としており、小地域活動拠点整備については、地域の福祉事業所の協

力を得て、運営を行う予定です。本部拠点移転について社協の意向は、

既存の建物にて行いたいため、現在は、本部拠点移転の可能な物件を

探しています。本部拠点移転のための基金金額の目標として、２億円

を目途としています。 
（委 員）基金の目標金額も明確に定まっていないため、基金が必要以上に積み

上がらないですか。 
（担当課）社協の収益が出た場合に、積み立て基金の金額が大きく増加をする場

合は、純資産増加分控除額算定式にて、補助金が減額されます。その

ため、必要以上に積み立てがされることはありません。 
（委 員）社協本部拠点での、一極集中の運営ではなく、社協の規模の階層ごと

に運営をする方法も、選択肢としてあるのではないでしょうか。階層

については、１層が大きな市役所、２層が中学校区、３層が小学校区、

４層が自治区等、拠点を分散し、臨機応変に対応可能な、実情とあっ

た方法を検討すべきであると思います。社協は、建物等のハード面及

び相談業務のソフト面について、市の方針に基づいて中長期計画を
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作成し、その計画に基づいて、基金の積み立てのあり方を議論してい

くべきであると思います。 
（担当課）社協が、中長期的の計画を作成する中で、方針をまとめて、整備を進

めていきます。建物等のハード面については、事務室が狭いことから、

調整をすることが必要であると把握しています。 
（委 員）収支剰余金特別措置額の勘定項目である、事業活動収支の金額につい

て算出する際に、費用を差引したと説明がありましたが、会議資料よ

り確認が可能である数値でなければ、議論の対象となる数値が不明

確になります。社協の事業の収支の中で相殺をしてしまうと、収支決

算報告書の内容が理解しづらくなります。 
（委 員）今年度は、平成３０年度の社協の収支剰余金約８５０万円の約２分の

１にあたる４２０万円減額にて、補助金額を設定します。来年度まで

に、社協本部移転等の方針をまとめた中長期な事業計画を提示し、本

会議において資料提出する際は、事業の収支の中で相殺せず、単独事

業の事業ごとの収支を明確に把握可能な資料を作成してください。 

 
【審査結果】Ａ２（承認条件） 
① 社会福祉事務所の事務スペースや運営展開など中長期的な事業計画として

まとめ、次回判定会議までに書面で提示すること。 
② 社会福祉協議会が行う補助事業と単独事業の事業ごとの収支を明確に把握

し（各事業間で相殺しない収支状況）、多額の余剰金のある団体に対し補助金

を支出する意義等を精査すること。 

 
 
観光課 補助金－４  春の山車祭り仮設トイレ設置費補助金  
【担当課補足説明】（執行協議書等に関する説明） 
本日、提案させていただきます「春の山車祭り仮設トイレ設置費補助金」につ

いては、令和２年度より運用開始したいとする制度で、初めて協議に諮らせてい

ただくものであります。 
経緯についてですが、５年毎開催の「はんだ山車まつり」が回を重ねて開催さ

れたことや、平成２８年に亀崎潮干祭がユネスコ無形文化遺産に登録されたこ

となどにより、半田市の山車文化の注目度や認知度が高まり、伝統的な春の山車

祭りに来場する観光客が増加しております。 
これに対して、観光客のトイレ対策については、現状、来場者の多い地区は仮

設トイレを地元対応により設置しております。 
今回の提案は、この費用の一部を補助することにより増加する観光客のおも



- 12 - 
 

てなし機能の整備を推進したいとするものであり、これにより、リピーターの増

加を期待できるものと考えております。 
協議額については、今春、市内１０地区における仮設トイレ設置について、地

元関係者からの聞き取りと現地確認を行い、実際に設置している４地区（亀崎、

乙川、下半田、成岩地区）を対象に仮設トイレの設置費用の実績額（成岩地区は

市で積算）を基に試算しており、実績額の２分の１を協議額としております。 
なお、補助対象とする費用は、トイレ本体（手洗いや囲い含む）の設置にかか

る費用のみとし、し尿汲取り料、トイレットペーパー等の消耗品費、清掃費、上

下水道料は含めないこととしております。 
次に、事前の質問についてですが、１点目の補助金要望はあるか、ある場合は

その理由について、でありますが、亀崎潮干祭保存会から昨年９月に要望書の提

出がありました。理由は、収入減等による運営費の捻出が厳しくなっていること

によります。亀崎以外の地区からの要望は受けていませんが、亀崎地区のみを対

象とした制度の構築は困難であることから、全地区を対象としております。 
２点目の補助率５０%の根拠ですが、地元と市が一体となって負担をするもの

との考えから、この割合としております。なお、観光客のおもてなし向上ための

制度であるため、山車組関係者の利用が中心と想定される移動用トイレカーと

山車組集会所に設置される仮設トイレは対象外としております。 
３点目の協議額の試算において、１０地区中６地区が含まれてないがなぜか、

については、今春の調査において、６地区については仮設トイレの設置実績がな

いため、来年度の補助金交付見込みはないものとして協議額には含めておりま

せん。なお、設置を希望する地区が今後出てくる可能性がありますが、５基以上

の設置又は設置費１０万円以上といった制限を設けて運用したいと考えており

ます。 
以上、提案とさせていただきますが、観光課としましては、祭礼開催団体が観

光客向けの仮設トイレを設置することは、観光客のおもてなしと利便性の向上

に有益であり、費用の一部を補助することは、山車祭りを観光資源として誘客を

進める半田市の政策上、不可欠な対応と考えております。 
担当課からの説明は、以上です。 

 
【質 疑】 
（担当課）新規の補助金制度を諮らせていただくもので、制度設計については、

祭礼に関する補助金のため、交付する事業課として、観光課と博物館

にて検討を行いました。博物館は文化財保護を目的とした補助金交

付としており、観光客のおもてなしを目的とした当補助事業とは性

質が異なるため、観光課による事業と位置付けました。おもてなしを
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目的とする補助対象について検討する中、警備に要する費用も候補

に上がりましたが、配置基準等の判断が困難であったため、必要数が

把握可能な仮説トイレの設置費と定めました。 
（委 員）特に利用者の多い亀崎地区のみを、補助対象にしないのはなぜですか。

また、１０地区中６地区については、仮設トイレの設置実績がなく、

来年度の補助金を交付する見込みはないものとして、協議額には含

めていないとのことでしたが、６地区も含めて、１０地区を補助の交

付対象にした理由について、説明をしてください。 
（担当課）１つの地区のみを補助する制度は、地区との差ができ、制度上ふさわ

しくないと判断しています。基本的には、新規設置する仮設トイレに

対しての補助ではなく、現在、祭礼の際に設置している仮設トイレに

対して補助します。そのため、実際に設置している４地区（亀崎、乙

川、下半田、成岩地区）を対象に仮設トイレの設置費用の実績額を基

に試算しておりますが、今後設置を希望する地区が出てくる可能性

があるため、補助対象については、１０地区としています。 
（委 員）１０地区間で不公平感なく、補助金が交付可能なのでしょうか。 
（担当課）半田市では山車に関連する補助金制度として、観光課では、ポスター

等の広報のための半田山車祭りＰＲ事業費補助金があります。博物

館では、山車の修理や収蔵庫の整備、文化財保存伝承事業に対して支

援する半田市文化財保存事業費補助金があります。こうした他の補

助制度との関係性からも、１０地区を対象とすることは、不公平感の

ない補助金制度と判断しています。 
（委 員）仮設トイレを使用する観光客の具体的な定義を教えて下さい。 
（担当課）仮設トイレを使用する観光客とは、市内、市外関係なく、祭礼を見物

する人です。祭礼関係者のみが使用する仮設トイレの設置費につい

ては、補助の対象にすべきではないと判断しています。 
（委 員）仮設トイレの必要数の算出方法の有効性について、地区ごとの必要数

を設置する方法と、数メートルごとに一基を設置する方法とを、比較

検討を行いましたか。 

 
（担当課）地区ごとで祭礼の来訪者数や会場の形態に差があるので、数メートル

ごとで算出する方法より、地区ごとに必要数を算出する方法が有効

であると判断しました。また、協議額について、積算根拠を「１０万

円以上又は設置基数５基以上」としているのは、観光振興目的として

はある程度の基数を求めたいこと、また、５基の設置費用が平均１０

万円程であることが理由になります。 
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（委 員）要綱にて、「設置費用の上限額は、市が別途定める」と記載がありま

すが、要綱上で上限額を定める必要はあると感じます。仮設トイレの

設置費１基での補助金額を定めておいて、その金額の２分の１を補

助するという制度が、より適正ではないでしょうか。 
（担当課）仮設トイレの設置費１基での補助金額を定めることで、地区ごとに仮

設トイレの設置費の差がある場合にも、より公平に補助を行うこと

が可能になるため、要綱を変更します。 
（委 員）補助金の算定式として、トイレ設置１基当たりの上限額を設定するこ

とを条件として、協議額にて承認します。 

 
【審査結果】Ａ２（承認条件） 
補助金の算定式として、トイレ設置 1 基当たりの上限額を設定する制度設計

に改め、これに対応できる要綱の整備を行うこと。 
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開 会（市民委員審査：令和元年１０月１０日（木） 午前９時） 

 
高齢介護課 補助金－１ シルバー人材センター補助金 
【担当課補足説明】（執行協議書等に関する説明） 
この補助金は、昭和５６年度から、働く機会を提供することを通じて高齢者の

健康の増進と生きがいを高めるため、働く場所を提供する業務に要する経費を

補助しているものです。 
現在は、定年の延長などにより新規の会員数が増えず、また一方では体調不良

などにより退会される方もあり会員数は減少傾向となっていますが、生産年齢

人口が減少する中、高齢者の労働力はますます必要とされ、また、高齢者が就業

機会を得ることにより、生きがい作りや、健康増進、介護予防などにも効果が期

待できることから、引き続き継続的な交付が必要と考えております。 
令和２年度の協議額は、昨年度と同額としており、その理由は、シルバー人材

センターと協議するなかで、歳出経費の見直しや事務費単価の改定、新規事業の

取り組み等を行い、シルバー人材センターの経営状況を明確にし、そのうえで適

正な補助金を見極めていきたいとしたものであります。 
 昨年度、この補助金を承認いただく条件として「交付先の支出の妥当性を確認

したうえで、適正な事業費となるように精査すること」につきましては、シルバ

ー人材センター事務局と市財政課、高齢介護課の三者で精査し、什器備品費や賃

借料の削減を図るよう協議をしてまいりました。また、「シルバー人材センター

の経営状況を経年で比較できる資料を提出すること」につきましては、平成２８

年度からの経年比較の資料を添付しております。 
 

【質 疑】 

（委 員）この補助金は、国庫補助の基準に合わせて市も補助する仕組みになっ

ていると思いますが、執行協議書の積算根拠に記載があるように、国

庫補助の運営費補助分が減額となった理由を教えてください。 

（担当課）運営費よりも高齢者活用・現役世代雇用サポート事業へ力を入れてい

くという考えのもと、運営費が減額となっています。 

（委 員）そうなると、運営費がどんどん減っていくので、運営が立ち行かなく

なるのではないですか。 

（担当課）補助金としては、運営費とサポート事業の費用とで項目は分かれてい

ますが、収入としては合わせた額で入ってくるため、その費用を人件

費に使用することは可能であると考えています。 

（委 員）補助金として運営費と合算した額が入ってくるといっても、通常、サ

ポート事業費の分は事業費補助なので該当する事業にしか使えず、
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運営費が下がったら、人件費を下げなくてはいけなくなるものだと

思います。しかしながら、シルバー人材センター側も当会議の目的等

を承知のうえで提案してきているものだと思いますので、運営費補

助の額が下がっても心配ないものであると考えて話を進めてよろし

いですか。 

（担当課）高齢介護課とシルバー人材センターの中では、運営費とサポート事業

費の補助金の総額で運営していくことができるという認識ですので、

大丈夫です。 

（委 員）市が国と同額以上の支出をすることが条件とのことですが、この条件

は、運営費とサポート事業費とそれぞれの項目で超えていないとい

けないものですか。 

（担当課）その通りです。 

（委 員）収支計算書の経常収益に受取国庫助成金が０円となっており、受取連

合交付金に国庫補助の額が記載されていますが、それぞれの関係性

を教えてください。 

（担当課）県の連合に国庫補助が一旦入ってから団体に支出されているため、連

合交付金の欄に記載されています。 

（委 員）紛らわしいので、国庫助成金が０円で入ってくるものがないのであれ

ば、項目から消した方が見やすいと思います。 

（委 員）市が国と同額以上で支出することが条件ということは理解しますが、

収支計算書を見ると１５０万円ほどの差があります。こんなに差が

出る理由を教えてください。 

（担当課）これまでシルバー人材センターが国に補助申請する際、法人会計分と

して人件費を２割差し引いて申請しているため、市の補助金と差が

出ています。令和２年度に向けて、これを同額に近づけるように法人

会計分としての２割を差し引かずに国に要望できないか、シルバー

人材センターと協議をしています。 

（委 員）執行協議書の改善点で、経費の削減を図るよう協議をしたとあり、経

年比較資料で見てみると、備考欄に削減と記載があるもののうち、賃

借料の欄に作業車等リース代（３万２，０００円×２台×１２か月）

とありますが、令和元年度と令和２年度の予算を比較しても、それだ

けの削減がされていないと思います。 

（担当課）確かに備考欄の計算式だと７６万８，０００円となりますが、その全

額が削減できるわけではなく、材料費負担で検討しており、元々シル

バー人材センターで支出していた経費を、一部利用者負担にできな

いかという相談中で、確定した金額ではございません。 



- 17 - 
 

（委 員）委託費欄にも備考で削減とあり、リース車あおり補強代とありますが、

これは継続的な費用ではなく、単発費用だと思います。 

（担当課）その通りです。単発費用です。 

（委 員）それでは、継続的な削減にはならないと思います。経営の改善と安定

化を図るということですが、実際にどこを削減しているのですか。 

（担当課）削減ということではないですが、安定化を図るために、令和２年度よ

り利用者から徴収する事務費の比率を８％から１０％に引き上げを

行い、収入を増やすということ、また、先ほども説明しました国から

の補助金の２割分差し引いていた額についても見直しを検討してい

ることが大きな点です。 

（委 員）管理費の中の委託費が令和２年度にかけて、大きく増額していますが、

これは何をするものですか。 

（担当課）把握しておりません。 

（委 員）シルバー人材センターは、車両を持っていますか。全てリースですか。 

（担当課）一部、法人の車両を持っていますが、経費等が掛かることもあるので、

今後はリースに切り替えていく予定です。 

（委 員）リースは車検代等がかからないので、その方がいいと思います。また、

計画書の中にシルバー農園で育てた野菜を喫茶「楽」で販売し、利益

を得る計画が記載されていますが、令和２年度の予算書のどこに挙

げられていて、どれくらいの収益を見込んでいますか。 

（担当課）実際は、今のところ、まだ売るという段階まで到達していない状況で、

予算書にはほとんど上がっていません。今後の展開として、検討して

おり、喫茶「楽」だけでは市民に周知されないと思い、半田運河沿い

でやっているマルシェに出店したりして、収益を上げていこうと考

えているところです。まずはちゃんと収穫できることが前提になっ

てくると思っています。 

（委 員）事業計画に２０２４年度の目標会員数が６７３人とありますが、どの

ような手段で増やそうという考えですか。 

（担当課）新聞折り込みチラシによる情報の発信と、現会員の口こみによる紹介

で会員の拡大に努めようと考えています。また、毎月会員募集に関し

ての説明会を実施しており、年間で１０３人の方が説明会に参加し、

その内８０人くらいの方が入会してくれています。 

（委 員）２０１８年度の目標５００人も達成できていない状況ですので、なか

なか難しい目標ではないかと思います。 

 

（担当課）確かに、実際は入会してくれても退会していく人もいるので、毎年８
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０人が必ず増えるということではありません。 

（委 員）会員が減っていくと、シルバー人材センター自体の運営も厳しくなっ

ていきますし、とても心配だなと思います。 

（担当課）会員が増えないと、受注しようにも手が足らないという状況にもなり

かねませんので、この問題については、今後も引き続き、シルバー人

材センターと話をして取り組んでいかないといけないと思っていま

す。 

（委 員）先ほど、国の補助申請時に事務局長の人件費分として２割相当を差し

引いて申請しているというところで、差し引かなくても良いかもし

れないという説明がありましたが、昨年の補助金等判定会議におい

て、事務局長分の人件費は対象外と明確に説明をしています。１年で

何が変わったのですか。 

（担当課）昨年の補助金判定会議時点では、我々もそういう認識でしたが、今年

度事務局長が変わり、色々調べる中で、８割分の申請ということが決

まっているわけではなく、もっと９割近くまで積めて申請できる可

能性があるということが分かってきたためです。 

（委 員）人件費の８対２の割合というのは国の基準ではないということです

か。 

（担当課）それを今、確認しています。 

（委 員）しっかり確認をしてください。 

（委 員）先ほど事務費を１０％に引き上げるという話がありましたが、引き上

げ分の２％は全額利用者が負担するものですか。 

（担当課）利用者が負担します。 

（委 員）それに加えて、来年度正規職員１名を採用するということですが、事

務費が上がると、利用しようとする人が減ることも考えられます。今

後の展望として問題はありませんか。 

（担当課）来年度採用しようとしているのは、新たに増員するというわけではな

く、もともと欠員になっているところを補充するもので、支出として

も元に戻すということです。さらに、受託派遣事業の拡大を図り、事

務費を１０％に上げることで、自立を目指していくということです。 

（委 員）今後の展望がしっかりしていないと、結局、最終的に補助金を増額し

てほしいといった話にならないですか。 

（担当課）まずは経営上の努力をやった上で、補助金額を決めていきたいという

考えがあります。そのため、次年度も今年度の補助金額と同額とさせ

ていただき、２％分の事務費の収益や新規事業による収益で経営が

うまく回るのかどうかを判断したいと考えています。 
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（委 員）それならば次年度の決算を見て、また意見させていただきます。 

（委 員）抜本的にシルバー人材センターの在り方を見直す時期に来ていると

思います。国の指導もあって、なかなか難しいかもしれませんが、今

シルバー人材センターで働く人たちに対しては時間給という形で分

配金というお金が、最低賃金とほぼ同額で出ています。それに対して

事務費を１０％に引き上げるということで、シルバー人材センター

に発注するうえで魅力である安価という部分が失われてきているよ

うに感じます。最低賃金を確保し、民間と同じ水準とすることで、実

際民間よりも高くなったりして、シルバー人材センターの魅力を大

きく削いで、自ら首を絞めているように思います。まともに民間企業

と競争しても勝ち目がない気がします。 

（担当課）委員がおっしゃるとおり、確かに民間と競争することで魅力がなくな

っていくということもあるかもしれませんが、シルバー人材センタ

ーで働く人の中には、やはりある程度の収入の確保というところを

求めている人もいます。 

（委 員）ある程度の収入が欲しい人は、民間の会社で雇ってもらえばいいので

はないですか。民間でも高齢者の直接雇用が進む中で、シルバー人材

センターは、やはり生活費を稼ぐという視点ではなく、生きがい作り

みたいな形で働く人の場としてあってもいいのではないかと思いま

す。 

（委 員）経営改善ということで、色々な削減や収益増ということを考えている

ことは理解しますが、長い展望で見たとき、それだけでは解決策には

ならない気がします。もっと抜本的に見直す時期に来ていると思い

ます。定年年齢も引き上げられるなど、社会的背景が変わってきてい

るなか、旧態依然のやり方で進めていこうとしているので、行き詰ま

るばかりかなと感じます。 

（担当課）確かに、自分たちの生きがい作りや健康増進のようなところを全面に

出して会員募集し、それに報酬として配分金が少し入ってくるとい

う形での勝負の仕方というのもシルバー人材センターが生き残って

いくための一つの道かなと思いますので、シルバー人材センターと

話をしていきたいと思います。 

 

 

【審査結果】承 認：Ａ２（承認条件） 

シルバー人材センターの役割や今後の在り方について、時代背景に即したも

のとなるよう、抜本的な改革を含めた協議を行うこと。 
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高齢介護課 補助金－４ 半田市介護予防・生活支援サービス補助金 
【担当課補足説明】（執行協議書等に関する説明） 
この補助金は、介護保険法改正に伴い、平成２９年度から新たにスタートした

もので、これまでの介護予防給付のうち、訪問介護・通所介護が地域支援事業に

組み込まれました。また、介護予防事業が見直され、新しい介護予防・日常生活

支援総合事業へと変わりました。これまで介護事業所のサービスとして行われ

てきました訪問介護や通所介護が、見直し後は住民等のボランティア団体も参

画することができます。 
この住民等の様々なサービスを充実させることにより、地域において、支え合

うことができる体制整備を推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支

援を可能とすることを目的としています。 
 また、支える側として高齢者が地域で社会参加できる機会を増やしていくこ

とが、高齢者自身の介護予防につながっていくものと考えています。 
 令和２年度の協議額は、昨年度と比較し２万４，０００円の減額で、「訪問型

サービスＢ（生活支援型）」の１回あたりの平均単価と延べ利用者数から積算し

ています。 
「訪問型サービスＢ（地域支え合い型）」は、時間単価に延べ利用者数を乗じ

て、積算しています。立ち上げ補助は１団体を予定しています。 
「通所型サービスＢ（地域支え合い型）」は、１団体あたりの平均補助額に、

見込み団体数を乗じて積算しています。立ち上げ補助は５団体を予定していま

す。 
昨年度、この補助金を承認いただく条件として、「お助け隊がない地区は早急

に設置できるようにすること」につきましては、これまでお助け隊が無かった、

青山地区に、「あおやまお助け隊」が立ち上がりました。今後もお助け隊が無い

地域には、ふくし井戸端会議等で協議してまいります。 
 次に、「制度が浸透していない、現場の実情にそぐわないため、現場と話して

スキームを作っていくこと」と「他市町の事業のやり方を研究し、団体の整理方

法や委託料という整理について見直すこと」につきましては、現場の専門職を中

心とした、総合事業検討会議を毎月開催しており、サービス等の見直しを現在協

議しています。 

 
【質 疑】 
（委 員）お助け隊について説明がありましたが、今いくつありますか。 
（担当課）亀崎、岩滑、住吉、成岩、青山の５つの地域でできています。中学校

単位で立ち上げてほしいという考えがありますので、あとは乙川地

区にあればと思っています。 
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（委 員）訪問型サービスＢの利用者数が非常に少ないと思いますが、どういっ

た考えを持っていますか。 
（担当課）委員がおっしゃる通り、訪問型サービスＢの地域支え合い型は実人数

で１０人ほど、生活支援型は１人しか利用していない状況で、担当課

としても課題であると感じています。各事業所やケアマネジャー、包

括支援センターでも色々と動いていただいてはいるのですが、なか

なか増えない状況です。 
（委 員）その要因は何だと思いますか。 
（担当課）１つは、人的な問題だと思います。現場では人が回っていないと聞い

ています。あと、例えば掃除だけといった単体で使うようなところが、

サービス的に成り立っていないのではないかと思っています。 
（委 員）介護保険の趣旨として、生活サービスを受けるに当たっては利用者と

一緒にやるという考えがあり、自立を促すというところが大きな目

標になっています。ただ、この訪問型サービスＢは一緒にやらなくて

もいいという括りになっていて、当初よりおかしいという指摘がさ

れていました。介護度が重くなったら、一緒にやらなくてはいけなく

なるということでは、利用者の方は混乱してしまいます。そういう部

分もあって、安易に使おうと思っても躊躇してしまうところだと思

います。介護保険制度は５年に１回見直しがされるので、今の時点か

ら、高齢介護課で考えを持っていないと、国の制度が変わってからで

は、現場は非常に混乱します。現状をしっかり確認してもらって、高

齢介護課として考えていただかないと、この人数は絶対に増えない

と思いますし、制度として無理があるのではないかと思います。現場

は本当に手が回らない状況で、介護保険の要支援１や２の方たちで

もう手一杯の状況です。本当にこの補助金が必要なのか、高齢介護課

の中でしっかり議論してほしいと思います。 
（担当課）実際に課題であると考えており、現場に人をなるべく充てたいという

ことで生活支援の従事者研修も実施しておりますが、事業所に登録

して、その方が実際にやっていけるかと言ったら、かなりハードルが

高く、つながっていないというのが現状です。 

 
（委 員）この補助金は国が出している補助メニューの一つだと思いますが、必

須なものですか。半田市では出さないという選択はできるものです

か。 
（担当課）絶対に出さないといけないというものではありませんが、この補助金

がうまく流れれば、将来の介護保険の費用が圧縮できるものと考え
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ています。 
（委 員）実際、現状はうまく流れていないと思います。 
（委 員）この補助金は、介護保険制度の要支援１、２といった方が対象のもの

ですか。次で提案のげんきスポットの補助金の対象との違いを教え

てください。 
（担当課）この補助金は、要支援１、２の方やチェックリストで一定の項目以上

にチェックがあった事業対象者を対象に、事業を実施している団体

へ補助するものです。げんきスポットは、高齢者なら誰でも行けると

ころが対象です。 
（委 員）資料のことで、交付している団体の資料は付いているのですが、実際

に各団体にいくら交付しているのか、その実績額も示してほしいと

思います。そういった資料がないと、協議額の妥当性が判断できない

と思います。 
（担当課）来年度から実績の資料も付けるようにします。 
（委 員）交付先の団体名の資料がありますが、これらの団体はそれぞれが独立

したもので、運営団体としても代表者としても別の団体という認識

でよろしいですか。 
（担当課）登録団体としては実施している内容から個別の取り扱いとしていま

す。代表者は同じであったり、会場も公民館など同じところを使うか

もしれませんが、それぞれ違う活動ということで別団体として登録

しています。補助金を多くもらおうと、同じところが２つ団体がある

かのように見せているということはないです。 
（委 員）団体の収支報告書は、団体ごとで出してもらっているのですか。 
（担当課）団体ごとで出してもらっています。 
（委 員）紙を一枚出せば、別団体で簡単に登録できるといったものではなく、

団体の管理はしっかりとやっていただきたいと思います。 
（委 員）資料にある表が補助額だと思いますが、平均実利用者数が２５人以上

の場合は一月に８，０００円の補助額で、例えば２５人の利用者がい

る団体が、そのまま申請すれば８，０００円のところ、５人ずつの５

団体に分けた場合に、平均実利用者数が５人から１５人の場合の一

月４，０００円の補助額となり、５団体分で２万円もらえてしまうこ

とになります。 
（委 員）性善説で考えるか性悪説で考えるかという話にもなりますが、団体の

管理はしっかりしてほしいと思います。 
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【審査結果】承 認：Ａ２（承認条件） 
①訪問型サービスＢ（生活支援型）の利用者の少ない実態に鑑み、今後の方針を

協議し次回判定会議にて提示すること。 
②訪問型サービスＢ（地域支え合い型）が全ての中学校区配置に向け、乙川地区

で実施できるよう推進を図ること。 
③協議額が適切に審査できるよう、事業実績等の資料整備を徹底すること。 
④団体登録に際し、同一団体が複数登録することなどないよう、申請時のチェッ

ク体制を整備し、次回判定会議にて提示すること。 

 
 
高齢介護課 補助金－５ 半田市地域介護予防活動支援事業補助金 
【担当課補足説明】（執行協議書等に関する説明） 

この補助金は、平成２９年度からスタートしたもので、地域住民主体の通いの

場を充実させ、人と人とのつながりを通じて、要介護・要支援状態になっても、

生きがい・役割をもって生活できるような地域づくりを推進するために交付す

るものです。具体的には、市民活動団体等が行う、体操や趣味の活動、サロンな

どの事業がこれにあたります。これらの事業を通して、参加者・スタッフ等が触

れ合い、交流することで介護予防に繋がるものと考えています。 
 令和２年度の協議額は、昨年度と比較して８０万９，０００円の減額となって

います。その理由としましては、団体登録はあるものの、補助金の申請がない団

体があり、本年度補助金を申請した実績団体数で積算したため減額となってお

ります。積算根拠につきましては、記載のとおりです。 
 昨年度、この補助金を承認いただく条件として「地区ごとの団体数を決めるな

ど、事業をどのような枠組みにするのか議論し、展望を示すこと」、「団体の単位

について考えること。数のみでなく質を伴ったものとすること」、「改正案の補助

対象事業について、２５人に満たない団体も認める内容だが、猶予期間の設定を

するなど制度の中でしっかり線引きすること」につきましては、改正方針として

添付しております。 
 改正方針の内容ですが、国の動向としまして、通いの場への参加率を高齢者人

口の８％程度まで高めるとしており、また、通いの場の機能としてもコミュニケ

ーションや体操運動といった既存の取組みだけでなく、専門家による疾病予防

や口腔管理等のサービスも併せて行っていく高齢者サロンの高機能化構想を描

いているところです。それを踏まえた改正点として、要綱で「構成員２人以上」

としているところを「高齢者が１０名以上参加している団体（月２回の活動で延

べ２０名以上になる。）」と変更し、高齢者人口の８％を維持していきます。 
 また質の向上という点で、普段の活動に加えて「介護（認知症）予防に関する
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講演会への参加」、「介護予防効果測定への協力」、「保健センターの出前講座の活

用」、「市内介護事業所等の専門職を講師とした研修を開催」といった介護予防に

資する活動を実施することを交付要件としていく予定です。 
次に、「団体からの事業の収支決算書をチェックし、適正な事業をしているか、

また、支出の内容についても適切か確認すること」につきましては、年度末に各

団体から、実績報告書、収支決算書等の提出を求め、確認しております。「代表

的な団体の実績報告、収支決算書を補助金判定会議の資料として添付すること」

につきましては、追加資料として添付しております。 
委員より事前質問のありました、１点目の「令和元年度の実績値１９５団体、

令和元年８月１日現在の団体数が２１３団体になっているがこの差異は」につ

きましては、団体登録数が２１３団体で、そのうち補助金の交付決定した団体が

１９５団体であり、その差が１８団体となります。 
２点目の「半田・乙川・青山・亀崎・成岩地区で団体数に差があるが、介護保

険への移行率との関係を担当課として、どのように分析しているか」につきまし

ては、介護保険への移行率と団体数の関係について、例えば、「青山地区は地域

介護予防活動団体（げんきスポット）の団体数は少ないですが、要介護認定率は

低い」というように、必ずしも相関関係があるものではありません。各地域の後

期高齢者数の人数によっても要介護認定者数に違いがあります。また、中学校区

ごとの団体数の差は、公民館・区民館、地域ふれあい施設といった施設の偏在に

よるところも一つの要因であると考えています。 
次に、「団体への補助単位を考えて頂きたい。予定参加人数が高齢者の８％な

ので現状の団体でよいという趣旨のものではないと思う。（例えば、乙川でソフ

トボールを行う高齢者団体が９つありますが、他地区と比較して多くないか。か

りやどの体操は７０歳を目途に違う団体として補助対象を区分する必要がある

のか。）公平公正に広く、介護予防支援ができるようにしていくべきものと思い

ますが、考え方を教えてください。」につきましては、現行の団体で単に高齢者

人口の約８％の参加率の達成を目指すのではなく、団体の単位や質の向上を図

る見直しを行い、団体の精査をしたうえでの達成を目指します。 
改正方針に掲げたような見直しを行うことにより、現行の補助団体のうちの

一部は、補助要件に該当しなくなることが想定されますが、猶予期間を設定した

うえで、移行していきます。 
また、制度の周知につきましては、はんだ市報やホームページ等で当該補助制

度の周知を図っていますが、ソフトボールを行う団体については、乙川地区から

の申請が集中しているのが現状です。亀崎や半田地区にもソフトボール団体が

あるとの情報は入っていますが、補助金の申請はほとんどありません。かりやど

の体操については、体操の内容（年齢に応じた運動強度）を考慮して、７０歳を

基準に独立した団体として活動しています。 
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【質 疑】 

（委 員）説明の中で団体登録をして申請をしなかった団体が１８団体あった

とのことですが、これをどうお考えですか。 

（担当課）なぜ補助申請していないか確認したところ、１つは登録から３年たっ

て自分たちで活動していくのに必要なものは揃ったため、もう補助

金の必要がなくなったとのことであり、また１つは申請から実績報

告など事務作業の負担がかかるため、補助金で貰える額に対してこ

の手間が面倒であるとのことでした。 

（委 員）１８団体は自力でやっていけるということだと思います。将来的に考

えて、こういった団体を増やしていくようにしなくてはいけないで

す。また、この補助金は介護予防のためにやっていると思います。要

介護や要支援１にならないようにと、こういう活動に補助金を出し

ているのであれば、活動に参加している人で、どれくらいの人がどの

程度のところで止まっているのか、担当課として把握すべきだと思

います。 

（担当課）経年で活動に来ている人がどう変わっているのか、現状維持できてい

るのか、要支援になっているのか、情報を追えるよう今調査をしてい

るところです。その結果、悪くなる速度が少しでも緩やかになれば、

一つの成果だと思います。 

（委 員）昨年は、団体の延べ参加者数を一覧にして資料添付があったと思いま

すが、今年はありません。また、要綱もついていませんがどういうこ

とですか。 

（担当課）延べ参加者数の一覧については、添付がなく申し訳ありませんでした。

来年度は準備したいと思います。また、要綱についてはまだ改正案の

状態のものはあるのですが、昨年も改正案で資料提示して、その後、

資料とは違う形での改正となった経緯があり、資料としてあえて添

付しておりませんでした。 

（委 員）補助金の適正な判断をする場ですので、その拠り所となる要綱がない

と何とも協議ができないものです。 

（担当課）手元にありますので、コピーしてご用意します。 

（委 員）性善説、性悪説ではありませんが、資料に延べ人数が記載してありま

すが、この人数の確認はどのようにやっていますか。 

（担当課）今回の資料に添付はありませんが、提出書類の中に、いつ誰が何人参

加しているのか表にしたものがあり、そこでチェックしています。 

（委 員）現地に抜き打ちで確認に行くなどはしていませんか。 

（担当課）そこまではしていません。 
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（委 員）私は別のサロンに参加したことがありますが、その時に名前や年齢、

どこの地区かなど書かされました。きっと、どこの団体もそうやって

いると思います。 

（委 員）乙川地区でソフトボールチームがいくつかありますが、例えば、１つ

のチームがＡチーム、Ｂチーム、Ｃチームとチームを分けて登録もで

きてしまう気がします。ここの切り分けの仕方のルールのようなも

のがやっぱり必要だと思います。 

（委 員）乙川地区のソフトボールチームに限って言えば、別々の活動をしてい

て、それぞれのチームが総当たりで試合をしていますので、チーム同

士顔を合わせるのは２か月に１回くらいだと思います。それ以前に

私が１番問題だと思うのは、このチームは昔からあるチームで補助

金がなくても活動している団体というところです。ＮＰＯへの補助

金などは立ち上げの時に補助して数年間は様子を見て、自立してい

けるように補助の期間を決めていることもあります。もう始まって

しまっている補助金ですので、簡単には直せないとは思いますが、少

しずつでも要綱をカスタマイズしてもらって、自立につなげていく

方向にしてほしいです。これは強く要望します。 

（委 員）介護予防って、やはり自助努力だと思います。この補助金は、その自

助努力の力を削いでしまっていると思います。 

（委 員）先ほど質問でも出しましたが、この補助金を出すことで、介護保険へ

の移行率が明確に低くなっていると説明してもらえたら、まだ理解

できると思います。介護保険で例えばデイサービスによる支援を受

ける方が１回行くと保険料で１か月約２万円、年間２４万円近くか

かります。それがこの補助金を出すことで１０人、２０人の人が介護

保険へ移行していないと説明できたら、すごいことです。本当に介護

予防につながっていると説明できれば全然問題はないと思います。 

（委 員）先ほどの質問の回答で、課長が「介護保険への移行率と団体数との関

係性」について必ずしも相関関係があるわけではないと結論付けて

いましたが、関係があるからこの補助金を出しているものだと思い

ます。長期的に見ないと分からないと言うべきで、表現が悪かったと

思います。 

（委 員）収支決算書を出してもらって、事務局のチェックはどのようにやって

いますか。領収書なども提出してもらっていますか。 

（担当課）領収書も提出してもらい、職員が時間をかけて全てチェックしていま

す。 

（委 員）このチェックだけでもすごい労力がかかることだと思います。やはり、
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自力で活動できるように移行させていくべきです。 

（委 員）収支決算書の中で補助対象経費と対象外と分けてありますが、補助対

象経費の中でも上限額という考え方はありませんか。例えば、消耗品

費でインクカートリッジを余分に購入したとしても、補助対象経費

であるから全額補助するといった仕組みになっていないか気になり

ます。 

（担当課）補助対象経費自体に上限額はありませんが、参加する人数によって運

営費補助の上限額が決まってきます。その額の中であれば、消耗品費

が７，０００円であっても８，０００円であっても問題ないと思って

います。 

（委 員）運営費全体の上限額の中で、どこに使用しても良いというと聞こえは

いいですが、不要なものまで買っても許される仕組みになってしま

います。 

（担当課）枠を定めて、この項目はいくらと固定してしまうと団体としては使い

難いのではないかと思っています。 

（委 員）前の議論でもあったように性善説か性悪説かどちらで考えるかで、仕

組みは大きく違ってくるとは思います。 

（委 員）傷害保険が補助対象となっている理由を教えてください。通常自分に

かかる怪我の補償であれば、自己負担であると思います。 

（担当課）これは活動の中で誰かに怪我を負わせてしまった場合も対象の保険

であると認識しています。 

（委 員）個人に係るものではない保険ということですか。 

（担当課）確認しておきます。 

（委 員）要綱の改正案の中で、使用料及び賃借料という部分がありますが、例

えば、個人が持っている車を借りた場合に会がお金を支払って使用

料として挙げてくる場合があると思います。この場合、適正な額とい

うのが不明確になることがあるので、使用料の中でも例えば駐車場

料金といったように具体的に規定を設けた方が良いと思います。食

糧費は水分補給のための飲料代に限るといった記載があります。使

用料ももっと具体的な整理が必要だと思います。 

 

（委 員）団体数が地区によって偏りがあるのは、情報の偏りがあるのではない

かと思いますが、この補助金をもらっている団体等を市民が確認で

きるようになっていますか。 

（担当課）登録団体については一覧をホームページに掲載しておりますので、情

報の偏りというものはないと思っています。 
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【審査結果】承 認：Ａ２（承認条件） 

①介護予防を主軸としている目的に鑑み、各団体へ補助金交付することで自助

努力を阻害してしまうことのないよう、支援施策として必要な団体に適切に

交付できるよう要綱改正を行うこと。 

②事業の実態把握及び参加者の状況など確認するため、適宜現地調査を行うこ

と。 

 

 

学校教育課 補助金－２ 私立幼稚園補助金 
【担当課補足説明】（執行協議書等に関する説明） 
この補助金は今年度まで「事業費補助」、「入園料補助」の２本立てで支給して

きましたが、本年１０月からの幼児教育の無償化に伴い、入園料も含めて無償と

なったため、入園料補助は、来年度からは廃止することとしました。 
ただし、今回の無償化の恩恵を受けるのは利用者のみであり、私立幼稚園側の

負担は軽減されるわけではないため、もう一つの事業費補助については、私立幼

稚園ならではの多様な教育を望む利用者の受け入れ先を安定的に確保する意味

でも継続していきたいと考えております。 

協議額については、平成２４年度の当判定会議の審議結果を踏まえ、今年度と

同様の基準での補助としています。 

なお、昨年度の判定会議の指示事項である「公立私立幼稚園間の保護者負担の

格差是正に向けた見直し」については、負担格差の一因となっている高額な入園

料が無償化されたことに伴い、入園料への補助をこの１０月から廃止すること

により対応済みです。 

また、もう一つの指摘事項である「長根幼稚園が新年度予算について、マイナ

ス予算を立てていること」については、理由を先方に確認したところ、従来から

支出は大目に、収入は固めに見積もって予算編成する中、さらに人員増の予定が

あり、マイナス予算となったとのことです。しかし、当方から指摘を受けていた

こともあり、昨年度よりマイナス幅を圧縮して当初予算を組むよう改善されて

います。 
 

【質 疑】 

（委 員）執行協議書の交付実績等の欄で、繰越金がマイナスとなっているが、

これはどういうことですか。経営状況が厳しいということですか。 

（担当課）昨年度も同じように繰越金のところがマイナスで表示しておりまし

たが、３０年度の繰越金を見ていただくと、最終的にはプラスに転じ
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ています。これは、先ほども説明しましたが、支出を多めに、収入の

ほうは少なめに見積もっているためで、何故かと言いますと、収入の

大きな部分は利用者からの保育料になるわけですが、当初の段階で

は４月現在の園児数で見積もっており、私立幼稚園の場合ですと、年

度の途中で入園することが多くありますので、当初マイナスになっ

ていても最終的にはプラスに転じるということです。 

（委 員）そうだとすると、これを論点に議論することは無駄ではないですか。

実態に近い形の予算であればいいですが、今の話では、決算を見てか

らじゃないと議論できないような形だと思います。 

（担当課）あくまで見込みで予算を立てるということであれば、収入を４月当初

の園児数ではなく、その後に増えていくことも見越した人数で予算

を立てていくのが自然だと思います。 

（委 員）そう思うのであれば、なぜ指導しないのですか。 

（担当課）こちら側の疑問は伝えてはいますが、完全に是正するには至っており

ません。見込みと実態が大きく異なっておりますので、もう少し強く

指導していきたいと思います。 

（委 員）事業費補助はいつから始まっていますか。 

（担当課）遡りますと、数十年前から支出しているものですが、元々運営費補助

として支出していたものを、平成２４年度の補助金等判定会議にお

いてご意見をいただいて、事業費補助に変更し、今に至っている状況

です。 

（委 員）現実を見てみると、公立保育園は欠員が出て困っている状況がある中、

私立幼稚園は前日から入園申請が並ぶような状況があり、十分に運

営していける体力がある団体に継続して補助していく意味合いがあ

るのでしょうか。幼児保育の無償化が始まったこのタイミングで、一

旦事業費補助も廃止することはできないのですか。 

（担当課）私立幼稚園がなくなってしまうと、今私立でも約６００人の園児を受

け入れていただいている状況で、それを全部公立では受け入れがで

きるわけではありませんので、私立にも存続してもらわないと困る

事情があります。 

（委 員）この補助金があれば、ずっと存続できるということですか。 

（担当課）私立幼稚園が立ち上がった時に市からも出資金という形で援助し、そ

の後も一定の援助が必要であろうということで補助してきたという

ところがあり、確かに、この補助金が私立幼稚園の存続に関わるとこ

ろかどうかという点も検討が必要だと思っています。 

（委 員）事業費補助の使い道を見てみると、トイレなどの照明器具更新工事や
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運動場造成及びフェンス設置工事費、保育椅子や体育マットの購入

など、施設運営をしていく上で、施設側で当然揃えるものに対して補

助金が充たっているように感じます。例えば、半田市側が実施してほ

しいと考える教育のための研修会費用に補助を充てるとか、そうい

う形であれば理解できますが、そういう使い方をされていない状況

からすると、継続して補助を出し続ける意味があるのか疑問に思い

ます。保育料無償化に伴って、市側の支出がかなり増える状況もあり

ます。これまで実施できてきた事業もできなくなるという状況でも

ありますので、この補助金も一度整理するタイミングではないでし

ょうか。そうでないのであれば、もっとこの補助金を出す意義を説明

してほしいです。 

（委 員）補助金の在り方についてですが、公立と私立があって、公立では税金

を投入しているからできていることが、私立だから実はできていな

いことがあって、そこのレベルを引き上げるための費用を補助金と

して出すという考え方なら理解はできますが、公立以上のものを実

施していることに対して補助が当たっているとしたら、何故そこま

でしなくちゃいけないのかと思います。 

（担当課）学校教育課としては、私立幼稚園も同じ幼児教育の担い手であるとい

う認識でいますので、特別、公立でできないことをやるために、補助

金を投入しているという認識はありません。この補助金がないこと

で、授業料ではないですが、別の経費が保護者に徴収される可能性も

あり、それが官民の格差につながることにもなりかねないと思いま

すので、一定の補助は必要ではないかと考えています。 

（委 員）保育料は無償化ですよね。事業の部分として特殊なサービスを受ける

としたら、受益者負担という考えもあると思います。 

（委 員）事業活動収支予算書を見ると、収入の部で、付属事業収入とあって、

給食費収入が前年度は０円ですが、本年度から２，０００万円ほどの

収入が挙がっています。これについて説明してください。 

 

 

（担当課）給食費については、これまでは授業料の中に含まれて徴収していまし

たが、無償化に伴って、純粋な授業料のみが無償化の対象で、給食の

提供については実費を徴収することとされたため、本年度から収入

に上がっているものです。 

（委 員）同じ事業活動収支予算書の収入の部のところで、一般寄付金として定

額１００万円が挙がっていますが、おそらく、卒園生などに寄付をお
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願いするような手紙を送って寄付を募っている形かなと思いますが、

どこからの寄付金ですか。 

（担当課）誰からの寄付かまでは把握しておりません。 

（委 員）こうやって見ると、この補助金がなくても、一般の方からの寄付金も

あったりして、廃園になるということはないと思います。また、支出

を見ても５９０万円くらいかけてタンバリンなどの楽器を揃えて、

それに補助金を充てるなど、補助金があるから何かを購入している

形になっているのではないかと感じてしまいます。だから、今までの

ような定額を補助していくというものではなく、何か必要になった

ときに補助する仕組みに変えていくべきではないでしょうか。 

（担当課）既得権のような定例的な補助ではなく、新規に何かを始めるときなど

に必要な分の補助を、収支も踏まえて確認し、承認するような形でし

ょうか。 

（委 員）そうです。補助金は出すときは簡単ですが、やめるときは非常に難し

いと思います。無償化ということもあり、そういう時期かと思います。 

（担当課）無償化という大きな変化の中で、園の収支も今後どのように変わって

いくのか、少し読みづらいところもあるので、もう少し時間をいただ

き、その傾向が掴めた段階で判断させていただくという形だとあり

がたいと思います。 

（委 員）どちらの園も年間収支で２億円くらいの額が動いている中で、９０万

円という額がどれだけの影響があるのか、話を聞いていても見えて

きません。例えば、幼稚園の環境整備に限って補助するなど、もっと

半田市が補助する目的を絞って、明確にすべきだと思います。 

（担当課）確かに現状だと自由度の高いものになっているかもしれません。 

（委 員）私が不思議に感じるのは、今、令和２年度の補助金の判定を行ってい

るのに、令和２年度の事業計画書が何も資料についていないことで

す。何を根拠に令和２年度に９０万円の支出が必要だと学校教育課

が認めたのですか。何か、先に９０万円の支出を決めておいて、後付

けで理由を付けているように思えます。それでは、補助金の趣旨とは

違います。本来は、次年度こういった事業をやるため、９０万円欲し

いと希望があって、それに対して学校教育課が市の幼稚園教育の重

点目標に沿った事業か確認し、予算として要望してくるものだと思

います。そういう意識がないのであれば、私も皆さんと一緒で補助す

る意味がないように思います。 

（担当課）決して、後付けの理由を出しているわけではありません。計画書につ

いては、年度の当初に申請書を出していただき、事業内容が幼児教育
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目標に合致しているものか確認しています。 

（委 員）事業計画は今の時期ではなく、年度当初に出させているということで

すか。 

（担当課）来年度分の申請については、来年度に入ってから提出してもらってい

ます。この段階で、私立幼稚園側から次年度実施したい事業が示され

ているわけではありません。 

（委 員）年度当初に確認しているということですが、フェンスの修繕が半田市

の幼児教育の重点目標になっているのですか。今、色々と意見がある

中で、補助金の目的が明確に説明できていないと思います。結局、運

営費補助の継続で、決まった額を支出するので運営費の一部に使用

してくださいといったスキームが残っているように感じます。さっ

きから言っているとおり、補助金には必ず目的があるはずです。半田

市がこうしてほしいという目的に対して補助する形になっていない

ので、９０万円という金額ありきで、後付けで理由を付けているよう

に見えてしまいます。 

（担当課）確かに言われるとおり、相手側がやろうとしている事業が半田市の幼

児教育の重点目標に具体的にマッチしているかどうかという視点で

のチェックはできていないというところは反省すべき点と思います。

今後はそういった視点でチェックをしていくべきと考えています。 

（委 員）例えば、半田市が祝日は全ての保育園や幼稚園で国旗を立ててくださ

いという方針を出したとして、私立幼稚園には国旗掲揚塔がないと

した場合に、半田市が国旗を立ててほしいと言うのだから、国旗掲揚

塔の設置費を補助しましょうという、半田市が動いてほしい方向に

協力してくれることに対して補助するというものだと思います。相

手側が補助金を出してほしいと言ってくるから出すものではなく、

あくまでも半田市側が補助金を出す決定権を持っているものです。 

（担当課）こちら側が補助の目的を明確に示して、それに沿ったものであれば承

認しますという視点がなかったので、今後は目的を示し、それに合致

するものに支給する形に改めていきたいと思います。 

（委 員）そうであれば、一度この補助金は廃止して、次に補助の目的を明確に

して、その目的に則した名称に改めて、新たな補助金として組み立て

ていけばよいと思います。 

（委 員）添付されている資料は決算書の一部だけだと思います。収支計算書と

は別に貸借対照表や財産目録などがあると、より財務状況が把握で

きると思います。 

（委 員）保育料の無償化に伴って、市から直接保育料を支払うという仕組みで
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すか。 

（担当課）市から幼稚園に直接支払うものです。 

（委 員）団体運営で問題になっていることの中に、未収金という問題がありま

すが、保育料について直接市から支払われるということであれば、未

収金が一切ないという状況だと思います。経営的なことを心配され

ているということもありましたが、実際は未収金もなく、問題はない

と思います。 

（委 員）今後、一切補助をしないというものではなく、市が求める補助の目的

を明確にして、必要と判断したものについては補助をしていくとい

うことを説明すれば、私立幼稚園側にも理解してもらえない話では

ないと思います。 

（担当課）今の基準で補助を出し続ける明確な意味としては、確かに見当たらな

いので、整理をしていきます。 

 

【審査結果】却 下 

①公立、私立の相乗効果で市民の選択の幅が拡充し、幼児教育の振興を目的とし

ているが、入園希望者などの現状のバランスを考慮した際、当補助金を支出す

る目的が不明瞭であること。 
②各園の総事業収支に対し当補助金額の割合は低く、また、幼児教育の無償化に

伴い確実な授業料確保が実現し、安定的な経営が見込まれていること。 

 
 
学校教育課 助成金－１ コミュニティ・スクール推進事業助成金 
【担当課補足説明】（執行協議書等に関する説明） 

今年度から市内全小中学校に学校運営協議会を設置し、コミュニティ・スクー

ル制度を導入しています。この学校運営協議会を中心に、地域住民も巻き込んで

学校への支援活動などを行っておりますが、活動に必要な仕組みや資材は、十分

揃っていないのが現状です。 

そこで、「こんな活動で、もっと学校をよくしていきたい」というアイデアや

熱意を持った地域から提案のあった活動に助成することにより、活動の後押し、

活性化を図るものです。また、この助成事業の取り組み事例を教育委員会が作成

する機関誌に掲載し、市内全域で情報共有することにより、活動の普及にも繋げ

ていきたいと思っています。 

今年度は９校から提案があり、５月に教育長、教育委員の６名で選考会を開き、

上位４校に対し、既に助成金の支給を行っています。 

協議額は、前回の承認条件とされたとおり、企画内容が優れた提案をした上位
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４校に対し、事業の実施に必要な額を上限に５０万円を 1校、３０万円を 1校、

１０万円を２校に支給する想定で総額１００万円としていましたが、改善点に

も記載していますが、今年度の実績を踏まえ、配分方法の変更を考えています。 

具体的には、今年度の提案で示されてきた額が、３０万円から５０万円の範囲

が多かったこと、また上位となった学校の提案が経費のあまりかからない提案

である場合もあり、その場合、提案校が他に多数あるにも関わらず、せっかくの

予算が有効活用できなくなってしまうことから、次年度より、総額１００万円の

範囲内で、1校当たり５０万円を上限に、上位校から事業に必要な額を助成する

形に改めたいと考えています。併せて、対象校も４校に固定するのではなく、３

～５校程度を目安に選定する形に改めたいと考えています。 

なお、講師などのボランティアへの謝礼額については 1 回あたり１，０００

円とするよう指示を受けており、その内容で周知をしています。 

また、市民委員から、助成金額の配分に偏りがないかという事前質問を受けて

いますが、先ほども説明したとおり、今年度の実績を踏まえ、上限の５０万円は

維持するものの、配分方法は見直していきたいと考えています。 

もう一つのご質問である、ボランティア謝金の対象については、本件推進事業

助成金の対象校にあっては、対象経費として認めています。ただし、各校に別枠

で７０回分の予算を配当しているので、選定されなかった学校のボランティア

には謝礼が出せない訳ではございません。 
 

【質 疑】 

（委 員）ボランティア謝金について、対象校以外の学校には別枠で配当してい

るということですが、どこの費用から支払っているのですか。 

（担当課）このコミュニティ・スクール推進事業助成金を含めて、コミュニティ・

スクール推進事業という大きな予算枠があり、その中でボランティ

ア謝金という項目を設けてあります。各校７万円で、１回１，００

０円として７０回分を配当しています。この助成金の提案の中で、

事業実施のためにボランティアを使うということであれば、そのボ

ランティア謝金とは別で、助成金の対象経費として認めるというこ

とです。 

（委 員）どこの学校にいくら支給したという資料はありますか。 

（担当課）お配りした資料に提案のあった９校の資料を添付しております。 

（委 員）この９校のどこの学校が対象校となったのですか。 

（委 員）今回の選考会で最優秀となったのが、横川小学校の文化振興行事で５

０万円です。２番が成岩小学校のトイレ清掃が３０万円、３番の板

山小学校が樹木伐採等で５０万円、４番が亀崎中学校で地域支援活
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動として３０万円の提案をしてきました。 

（委 員）総額１６０万円になってしまいませんか。 

（担当課）今の説明は提案金額で、その中で最優秀には５０万円、２番が３０万

円、３番、４番が１０万円を上限に助成をするものです。 

（委 員）板山小学校や亀崎中学校は提案金額が５０万円や３０万円だとして

も１０万円しか支給しないということですか。 

（担当課）そうなります。今回は最優秀が５０万円の提案をしてきましたが、例

えば最優秀が２番手の成岩小学校だったとしたら３０万円が提案金

額となりますので、３０万円しか支給しない仕組みになります。他

に色々な学校がやりたいという思いから提案している事業があるに

も関わらず、順位の関係で予算が余ってしまうということが起きる

可能性があるため、今後はこの順位に基づく支給額の枠を見直して、

枠に縛られない形で助成していきたいと考えています。 

（委 員）学校運営協議会について、資料にある募集要項の対象事業の欄に地域

（保護者）とありますが、この学校運営協議会の構成を教えてくだ

さい。また、その選定の手順について教えてください。 

（担当課）学校運営協議会の構成については、定員１０名で、メンバーは学校ご

とで異なりますが、よくあるのがＰＴＡ会長や地域の区長、また元々

学校の支援活動をしている地域の方などが選ばれています。また、

その選定手順については決まったやり方はなく、校長が選定するこ

とになっていますが、校長自らが人選したり、教師から候補を挙げ

て校長が最終的に決定したりと様々だと思っています。 

（委 員）先ほどの募集要項に記載がある、地域（保護者）という部分で、構成

メンバーは保護者に限られているのですか。 

（担当課）保護者に限られているわけではなく、地域の方にも積極的に参加して

欲しいという考えです。 

（委 員）そうであるならば、この募集要項の書き方として地域（保護者）では

限定されているように思われるため、地域（保護者を含む）とした

方が良いと思います。 

（委 員）社会福祉協議会の生活支援コーディネーターの方が、この学校運営協

議会に入っていることはありませんか。 

（担当課）メンバーの選定方法は学校ごとで様々なので、もしかしたら、選ばれ

ているかもしれません。 

（委 員）把握していますか。 

（担当課）手元に名簿がございませんので、実際に選ばれているかどうかはわか

りません。 
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（委 員）成岩小学校のトイレ清掃の３０万円について、その使途の中身を教え

てください。 

（担当課）主に高圧洗浄機やデッキブラシ、ホース、洗剤、ワイパー等の掃除道

具一式の費用です。今回の助成で道具を揃えたので、今後継続的に

地域の方が集まって、学校のトイレ清掃に取り組んでいただけるも

のです。 

（委 員）私もＰＴＡをやっている時に、トイレ清掃活動をしていましたが、他

の学校も同じように提案して採択されるということも考えられます

か。 

（担当課）今年度の選考会の結果で、成岩小学校の提案は選ばれましたが、次年

度同じ提案をして採択されるかどうかは、次年度の選考会次第とな

ります。ただ、今年度の採択事業については、機関誌に掲載して周知

をしてまいりますので、他の学校もイメージしやすくなると思って

います。 

（委 員）板山小学校の樹木伐採等で５０万円の提案ですが、この中身はどうい

った支出でしょうか。 

（担当課）高木の剪定があり、クレーン車のレンタル費用やチェーンソーの替え

刃、ガソリン費用、後は伐採した木の処分費用です。 

（委 員）どちらかというと、レンタル費用や処分費など１回きりの費用という

ことですね。先ほどの成岩小学校は道具を一式揃えて、その後は大

事に使用して活動を継続的に実施できるものと思います。この樹木

伐採費用として、助成金は１０万円のみですが、どうなりますか。 

（担当課）規模を縮小するか、足らない分をＰＴＡから支出するか、どちらかの

方向になると思います。 

（委 員）本来、樹木の伐採等は学校側が施設管理者の立場としてすべきもので

はないでしょうか。この助成金を教育委員会があまりに便利に使い

すぎてしまうと、施設管理者として学校側が本来実施すべきものと、

この助成金の中でコミュニティ・スクール制度として実施すべきも

のとの線引きが曖昧になっていってしまうと思います。また、樹木

伐採とトイレ清掃の事業で比較しても、助成金を出して、１回の費

用で終わってしまう事業と、道具を揃えて継続的に実施していける

事業とがあります。事業採択の時にはそうした視点でも見てほしい

と思います。 

（委 員）執行協議書の事業成果の欄に、成果指標として「助成金を有効活用し、

コミュニティ・スクールの活動の活性化に繋げる」とあり、この目

標値が１００％とありますが、これがパーセンテージとして、この
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助成金の成果を表現できるものでしょうか。目に見える指標でない

と、成果を図ることができない気がします。 

（委 員）例えば、この助成金で実施した活動に参加してくれた地域住民の人数

など、関わってくれた人数の方がもっと分かり易いと思います。 

（担当課）確かに、目に見えるものとなると人数的なものになるかと思います。

この助成金の目的として、これまで一部の人しか関わってこなかっ

た学校運営に対して、地域の人を巻き込んでもっと活性化していき

たいということがありますので、そうした視点で成果指標も考えて

いきたいと思います。 

（委 員）選考会のことで、これまでは順位を定めて上位校から順に上限５０万

円といった基準で実施してきたと思いますが、次年度からその枠を

無くすということで、選考会にすごく裁量がある状況になると思い

ます。選考する際にも色々なパターンが出てくるのではないかと心

配な面がありますが、一定の基準のようなものを定めるということ

はありませんか。例えば、今は補助率１０分の１０を原則にしてい

ると思いますが、最優秀以外は補助率を２分の１にするなど、そう

いった検討はないですか。 

（担当課）あくまでもその事業に必要な額を助成してあげないと、その事業自体

ができなくなると思いますので、補助率を変えるような設定は考え

ていません。 

（委 員）選考会の決定の過程をうまく説明できるのかが心配なところです。要

綱などもなく、今提示している募集要項しかないのですか。 

（担当課）現在は詳細な縛りはありませんが、今後は必要になってくると思って

います。実際にやっていく中で、この助成金の形も色々と固まって

きた部分がありますので、もう少し詳細な形に定めていきたいと思

います。 

 

【審査結果】承 認：Ａ１（指示事項） 

①推進事業の内容や支出内容が確認できる資料を添付すること。 
②推進事業の制度設計や目的に即したものとなるよう、成果指標の見直しを図

ること。 
③学校が行うべき施設整備等と推進事業の内容が重複することのないよう、そ

れぞれの目的から見た事業整理を行い、次回判定会議に提示すること。 
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スポーツ課 交付金－１ スポーツ協会スポーツ振興事業交付金 
【担当課補足説明】（執行協議書等に関する説明） 

半田市スポーツ協会は、市内のスポーツ諸団体を総括し、体育の振興とスポー

ツの普及に努めることなどを目的に昭和２２年に設立され、現在２２種目の団

体が加盟しています。この交付金は、スポーツ基本法第３４条及び半田市スポー

ツ協会スポーツ振興事業交付金交付要綱により、スポーツ協会が主催する「半田

市民体育大会」で、一般１５、中学生１４種目、約５，０００人が参加する競技

費用の一部として活用されています。 

交付金により、大会参加者の金銭的負担の軽減や円滑な大会運営が図れ、競技

力、スポーツ実施率の向上などに繋げ、気軽にスポーツに親しむことができる、

生涯スポーツ社会の実現を目指す振興事業の一環としています。この交付金を

受ける半田市民体育大会は古くから開催されており、今後も継続的に実施して

いきたいと考えております。 

なお、交付金の協議額は、役員・審判手当、試合球などの大会消耗品、賞状、

保険料などの合計額の大会開催費から大会参加費を減じた額の９０％を一定額

とされていますが、過去の実績を参考に前年度と同額の２２５万円としており

ます。次に交付実績等の「積立金」について説明します。 

平成３０年度、令和元年度 欄の記載金額のうち１，０００万円は、青少年の

育成を目的とした体育活動事業の助成等に活用してほしいと、平成３０年１０

月１日、個人の方からの遺言によりご寄付を受けたものです。この１，０００万

円を除く積立金は、令和９年に協会設立８０周年を迎えることからこの記念事

業での積立として平成２９年度から毎年１５万円を、また隔年で中国徐州市に

おいてスポーツ交流をしており、訪中する費用の一部として毎年１０万円、計２

５万円の積み立てを行っております。なお、寄付を受けた１，０００万円の使途

につきましては、各競技団体が独自で開催する大会、教室・講習会等の開催、徐

州市スポーツ交流事業、また、褒章に活用していくことを本年５月のスポーツ協

会総会において承認され、各競技団体において交付手続が検討されています。 
【質 疑】 

（委 員）個人の方からの寄付金ということで、寄付者の意向は、特定のスポー

ツを指定した寄付でなく、スポーツ全体に対しての寄付ということ

ですか。 
（担当課）青少年の育成のための体育事業に充ててほしいという意向です。 

（委 員）寄付者の意向があるのに、予算書上には事業として上がってきていな

い気がします。 

（担当課）予算書とは別会計で基金を積んでおりますので、その他特別会計予算

書（星野基金）がこれに当たります。 
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（委 員）その予算書にも繰り出し金がありませんが、計画はないということで

すか。 

（担当課）基金に積んだのが今年の５月の理事会でして、各団体も計画してくれ

ているものと思いますが、今のところ申請が出てきていません。 

（委 員）やはり寄付者の方の意向をちゃんと尊重して、出すべきところに出し

て、寄付者が喜んでいただけるような形にしていただきたいと思い

ます。 

（担当課）寄付者の代理人の方からは、寄付金の使途について毎年報告してほし

いと言われています。 

（委 員）申請が出てきていないということは分かりますが、予算書として繰出

金が０円となっているのは、予算書の作り方としてまずいと思いま

す。これでは、そもそもの計画がないように見えてしまいます。やは

り寄付者の意向に沿うよう予算書に見込み額でも計上して、事業計

画があると載せるべきだと思います。 

（委 員）執行協議書の積算根拠の欄で、基準額の積算に大会開催費とあります

が、決算書を見てもどの数字を指すのかが分かりません。 

（担当課）平成３０年度で説明しますと、半田市民体育大会事業実施報告書の大

会総事業費の合計額に、大会需用費１２万７，６６４円を加えた額が

大会開催費となります。 

（委 員）とても分かりにくいので、大会開催費とまとめずに「大会総事業費３

４４万２，５１１円＋大会需用費１２万７，６６４円」と分かり易い

記載にしてください。 

（委 員）執行協議書の補助金等の執行に関する改善点等の欄に、開催総費用の

９０％相当額を交付と記載があり、また、要綱では市長が認める範囲

とあります。この９０％の規定はどういった基準によるものですか。 

 

（担当課）平成１５年くらいに市の交付金等の一律１０％カットということが

あり、それ以降基準額の９０％の運用で実施しています。 

（委 員）明文化はされていないということですか。 

（担当課）明文化されておりません。 

（委 員）同じく執行協議書に余剰金が発生した場合は返還とありますが、これ

は団体全体の収支として余剰金が出た場合のことですか。 

（担当課）各団体が実施する予定であった大会等が、中止等の予定変更により余

剰金が出た場合に、返還してもらうということです。 
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【審査結果】承 認：Ａ１（指示事項） 

星野基金の運用については、寄付者の意向を尊重するよう予算書に計上し、敬

意を可視化すること。 
 

 

防災交通課 補助金－３ 感震ブレーカー設置費補助金 
【担当課補足説明】（執行協議書等に関する説明） 

この補助金は、平成２８年度から、大規模地震の発生による停電が復旧した後

に、通電が再開し発生する火災を防ぐため、ブレーカーを自動で落とす機器の購

入補助として、火災延焼のおそれのある地域や高齢者のみの世帯などを対象に

交付しているもので、平成３０年度までに、８７５件交付をいたしました。南海

トラフの巨大地震の発生確率が高まる中、さらに普及を進めるためにも、引き続

き交付が必要と考えております。 

令和２年度の協議額につきましては、昨年と同様に１，０００世帯への設置を

目標とし、１００万円としています。 

事前質問の目標値に達していない原因につきましては、自治区を通じた共同

購入の斡旋や市報への掲載、啓発チラシの配布、ＰＲ動画の作成など広く市民に

周知啓発をしてきましたが、市民の関心が低いことが目標を下回る主な原因と

考えています。 

避難時にブレーカーを切る事を忘れないようにする方法につきましては、感

震ブレーカーの補助を行う以前から、避難する際にブレーカーを切ってから避

難するよう啓発をしてまいりました。確実に通電火災を起こさせないためには、

これまでの地震災害の教訓から有効な手段であると考えています。 

配布するなどの制度改定につきましては、確実な設置ができているかの確認

ができないことや設置が困難な世帯もあるため、現行の取り組みが適切である

と判断しています。 

 

【質 疑】 

（委 員）感震ブレーカーは非常に大事な取り組みだと思っていて、私も防災

リーダーでいろいろなタイミングでＰＲしてきているんですが、な

かなか難しいものと思っています。よく意見として聞くのは、突然

ブレーカーの電源が落ちて真っ暗になってしまうということです。

私自身は枕元に懐中電灯を設置して対策していますが、そういった

ことを知らない人にとっては不安要素になっていると思います。そ

ういった対策のことも併せてＰＲするといいと思います。また、ブ

レーカーを切ることを忘れないようにブレーカーの横に同様の装置
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を取り付け、地震時にブレーカーを切るのではなく、警報用のラン

プが付くようにする方法もあるかと思います。防災交通課の人は設

置をしに色々回ったり、調査したりと本当に大変だと感心していま

す。ＰＲでもうまくいかないなら、方法を変えるなどの検討も必要

かと思います。 

（担当課）ご提案ありがとうございます。やはり、震災時にブレーカーを確実

に落とすためにはどうしたらいいかという視点で色々考えており、

現行の制度の中で、この感震ブレーカーのキットは手軽にやれるも

のなので、まずはこの感震ブレーカーの設置を進めていきたいと思

っています。確かに、感震ブレーカーを付けて停電でもないのに、

真っ暗になって逆に行動が取れなくなるのではと懸念される方がい

るという話は聞いており、先ほど委員がおっしゃっていた懐中電灯

の常備や、今は停電時にライトがつく便利グッズというのも出てい

るため、こうした対策も併せて地域の防災訓練などで啓発していき

たいと思います。 

（委 員）質問の回答書の記載の中で、通電の際は必ず自宅の安全を確認して

から対応するよう説明しているということですが、これもなかなか

難しい問題だと思っています。どういった手順で安全確認をするの

かなど、私自身も訓練などでもやっていませんし、知らずに通電し

て火災が起こるかもしれないと心配しています。 

（担当課）それについても、実際見た目には分からないところで断線が起きて

いる可能性があり、そこからショートして火災が発生した事例もい

くつもありますので、設置の際には通電するときの注意としてしっ

かり説明をしていきたいと思います。参考までに、先日千葉の方で

も台風の影響でかなりの地域で停電し、やはりその後の通電火災が

発生したということは確認しています。しかし、熊本地震の時には、

通電火災が発生していません。これは、電力会社の方が供給をスト

ップさせ、復旧時に「今から通電するので確認をしてください」と

アナウンスしながら通電したため、発生しなかったと聞いています。

これも計画的に実施ができたためであり、千葉のように復旧に時間

がかかるなど、手一杯な状況ではそういった対応もできなかったの

ではないかと思います。災害が大規模になればなるほど、電力会社

のこうした対応も難しくなると思いますので、やはり個人で対策し

ていただく必要があると考えています。 

（委 員）平成２８年度から始まって、令和４年度を終期としていますが、目

標の達成具合からいくと、なかなか進んでいない状態かと思います。
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例えば、これを無料にしたらもっと設置が進むのではないかと思い

ますが、そういうお考えはないですか。 

（担当課）無料にしてしまうと転売のことなどの心配も出てくると思いますし、

先ほどもご指摘いただいたとおり、やはり設置をして、その使い方

をしっかり理解していただかないと意味がないと思っています。今

進んでいない理由が１，０００円負担の部分が大きいのかどうか把

握できていないところもあるので、何とも申し上げられないですが、

防災交通課の別事業で高齢者の方とお話する機会があり、感震ブレ

ーカーの説明をすると知らなかったという人が多く、あとは、付け

ようとは思っているけど、まだ大丈夫かなと先延ばしにしてしまっ

ている人もいます。担当課としては、しっかり腹に落としてもらっ

て、きちんと取り付けをやっていくことが確実な対策になると考え

ています。 

（委 員）このままの状況では令和４年度になったときに、目標は達成できな

い気がします。 

（担当課）我々もずっとこの補助金を続けるわけにはいかないと思っており、

積極的に自治区と関わりを持って、区長を通して設置していただけ

るよう周知をお願いしています。現在、亀崎、乙川、岩滑と順番に

やってきており、全地域を一通り啓発した後に、この事業は一旦終

わりにする考えで、その時期を令和４年度として啓発をしていく考

えです。 

（委 員）令和元年度の実績はどうですか。 

（担当課）現在７６件です。 

（委 員）古い家屋等を集中的に啓発してはどうですか。 

（担当課）建築課と一緒に耐震診断と併せて、防災の啓発をしています。また、

平成２９年度には新聞の折り込みチラシも入れて啓発した経緯はあ

ります。 

（委 員）他市の状況は把握されていますか。他市に比べて半田市はこの事業

が進んでいる方ですか。 

（担当課）この事業を始めるに当たって、先進都市の事例を調べましたが、横

浜市では火災延焼のある地域が３５万世帯あり、設置したの１万５，

０００件で４．３％の進捗状況です。それと比較して、半田市は６．

１％で上回っている状況です。 

（委 員）区長を通して啓発という説明でしたが、例えば、地域のお助け隊の

方に１回５００円で取り付けをお願いして、さらに口コミで広がっ

ていくようなことはどうでしょうか。 
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（担当課）別事業でありますが、家具転倒防止事業も防災交通課が取り組んで

おり、これはボランティア団体に委託して実施しています。感震ブ

レーカーについてもボランティア団体の活用を考えたのですが、こ

の事業が補助金という形でやっていて、お金の受け渡しをどうする

かという部分で断念した経緯があります。また、ボランティア団体

からも家具転倒防止だけで手一杯の状況と聞いています。 

（委 員）取り付けるといってもなかなか難しいのではないですか。 

（担当課）ブレーカーの装置にも古いものから新しいものまで様々な種類があ

り、古いものなどはドリルで穴を開けたり、色々な加工が必要にな

ったりします。取り付けに工夫がいる場合だと難しい可能性があり

ます。 

（委 員）私が取り付けた簡易タイプは接着タイプのもので、接着の仕方が悪

いとボールの重みに耐えかねて剝がれてしまう場合があります。そ

れでは取り付けても実質的な効果が得られないものになってしまう

と思います。 

（担当課）設置する際には現場を見て、ボールの接着が剥がれ難くなるように

最適な方法を選び、実施していきます。 

 

【審査結果】承 認：Ａ１（指示事項） 

令和４年度までに掲げた目標達成に向けて、他の防災施策と併せたＰＲや、他

課及び地域との協働など、あらゆる方法を検討し、市民が自ら命を守る施策とし

て推進すること。 

 

 

建築課 補助金－３ アスベスト対策費補助金 
【担当課補足説明】（執行協議書等に関する説明） 

この補助金は、アスベスト飛散による健康障害が社会問題化し、国が建築物の

アスベスト対策として補助制度を開始したことを受け、本市も市民の健康障害

の予防と生活環境の保全を図ることを目的に、平成２０年度に要綱を制定し実

施しているもので、建築物の壁、柱、天井等に吹き付けられたアスベストの分析

調査及び除去等を行う者に対し補助を行うものです。 

補助金の額は、分析調査については限度額２５万円、除去等については１８０

万円を限度額としております。 

実績としましては、平成２０年度から平成２８年度までで、分析調査７件、除

去等２件であり、平成２９、３０年度の補助利用はありませんでした。 

令和２年度の協議額としては、補助申請があったときに対応できるよう、前年
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度と同様、分析調査、除去等各１件を予定、補助限度額で計算しており、その積

算根拠については、補助金等執行協議書に記載のとおりです。 

事前質問、「除去件数、分析件数とともに補助実績がここ数年なく、目標も１

件となっているが、実際に分析調査しなければならない件数はどれくらいある

か。アスベストを飛散防止すべく補助のより有効なあり方はないのか。」に対す

る回答としましては、建築物に吹き付けされたアスベストの使用方法としては、

柱や梁などへの耐火材であったり、ポンプ室や機械室への防音、防湿効果のため

吹き付けたりするなど、多様な使い方がしてあり、実際の件数は把握できており

ません。 

現在は、建築課への各種相談時に、アスベストの飛散防止への関心を高めてい

ただけるＰＲ等を行い、例えば工場等の増築相談時に既存工場や他の建物で吹

き付けアスベストと思われるものがあるときは、現行の分析調査補助を活用し

て確認してもらえるよう勧めております。 
 

【質 疑】 

（委 員）工場等の増改築する際に建築課がチェックするようなことはないの

ですか。 

（担当課）建築上の法律では、アスベストがあれば除去をしなければならないと

定められていますが、行政側がチェックしなければならないという

決まりはありません。 

（委 員）アスベストが使われている建物かどうか、何を見たら分かるのです

か。目視で分かるものですか。 

（担当課）鉄骨の柱に断熱の資材等として使用し、上から壁が付いてしまってい

ると、見た目では分からず、専門家が見ないと正直分かりません。 

（委 員）増改築の相談で窓口に来た方にアスベストが使われているか尋ねて

も、分からないということですね。 

 

（担当課）増改築であれば、建築士が計画をするため、建築士が図面等見ながら

対応すると思いますが、アスベストについては、とてもデリケートな

問題なので、除去してしまっている場合もあると思っています。 

（委 員）国の方でもこの補助制度を廃止しようという動きはないですか。 

（担当課）現段階で、補助対象として令和２年度までに着手したものとなってい

ます。 

（委 員）来年度で終了するということですか。 

（担当課）元々分析調査については、平成２９年度までとしていたものが、ちょ

うどアスベストの報道が出たこともあり、延長された経緯がありま
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す。そのため、現段階では令和２年度までとされていますが、延長す

る可能性はあるかもしれません。 

（委 員）例えば、令和２年度で終了しますといった形でＰＲすれば、申請が出

てこないですか。 

（担当課）どこにアスベストの建物があるのか分からない状況ですので、市報に

載せるか、ホームページに載せるしか周知方法はないと思っていま

す。 

（委 員）毎年、申請がなくても予算として１件ずつ見込んだ額で計上していま

すが、制度としては残しても、予算は計上しないという方法はできま

すか。 

（担当課）国や県の補助金がもらえなくなる危険性があるため、最低値の１件ず

つで計上させてもらっています。特に分析調査につきましては、全額

国費となりますので、もし申請があったことを考えると厳しいもの

があります。 

（委 員）分析調査費と除去費用はどれくらいかかるものですか。 

（担当課）実際、費用は建物の大きさなどで異なっており、これまでの実績で言

いますと、分析調査について７件ありまして、１件目、２件目が８万

４，０００円、３件目が１３万６，０００円、４件目が４万２，００

０円、５件目が３万６，０００円、あとの２件が５万４，０００円と

１２万円です。除去費用については、２４４万６，５００円と３１５

万円でした。分析調査を実施し、除去に結び付いたのが２件で、残り

５件についてはアスベスト含有量が基準値以下ということで、「アス

ベストなし」という結果です。 

 

【審査結果】承 認：Ａ１（指示事項） 

国県の補助制度廃止が令和２年度までの可能性があるため、補助期間が限定

される可能性を記した広報で利用促進を図ること。 
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開 会（市民委員審査：令和元年１０月１１日（金） 午前９時） 

 
市民協働課 助成金－１ 市民活動助成金 
【担当課補足説明】（執行協議書等に関する説明） 
この助成金は、平成２２年から市内で活動するＮＰＯや自治区などの団体が

行う事業を費用面で支援し、団体の自発的、自立的活動の促進を図る目的で交付

しているものであります。 
本助成金の重要なポイントでもある“活動の継続性”について事例を申し上げ

ますと、「乙北ため池クリーンの会」が“池のかいどり”を平成２７から２９年

度に実施し、外来種の駆除やごみの撤去により水質改善を図っていること、「特

定非営利活動法人半六コラボ」が“公募型絵画展”を平成２８年度から３０年度

に実施し、冬季の半田運河の賑わい創出を図っていることなど、３年間の助成金

交付期間終了後も継続して事業が実施されていることから、団体の自立した活

動の促進を図ることができているなど効果が確認できており、今後も自発的な

新たな活動の展開が期待できることから、継続的な交付が必要と考えておりま

す。 
また、令和２年度協議額の算定根拠は補助金等執行協議書のとおりでありま

すが、より多くの市民活動団体等が地域の課題解決に自発的にチャレンジでき

るよう令和元年度の予算と同額としております。交付実績が成果指標の目標値

を下回っているため、特に自治区に対して、市民協働課職員や地域担当職員がよ

り地域に寄り添い、課題解決に向けた積極的なサポートができる体制を整え、助

成金の活用につながるよう努めていきます。 
市民委員からの事前質問の１点目「助成団体の総数及び活動継続状況」につき

ましては、延べ１４４団体で、そのうち、解散や活動目的の達成を除き、ほとん

どの団体が活動を継続しております。 
２点目の「地域課題解決に向けた自治区との具体的な連携」につきましては、

市民協働課職員が、自治区に配置している「地域担当職員」とともに、地域の課

題を把握し、より積極的に自治区に寄り添いながら、課題解決に向けコミュニケ

ーションを図り、事業化につなげていくこととしております。以上で説明を終わ

ります。 

 
【質 疑】 
（委 員）助成団体総数は、延べ１４４団体とのことが、そのうち、解散した団

体の数を教えてください。 
（担当課）事業継続できずに解散した団体は、７団体です。これに加えて、活動

目的を達成し解散となった団体が５団体ありますので、合計で１２
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団体が活動を継続していないこととなります。なお、この活動目的を

達成した団体とは、実行委員会のような組織で事業を組み立てた団

体で、当該事業の終了とともに解散したものです。 
（委 員）助成団体のほとんどが団体活動を継続しているということですね。そ

れでは、活動を継続している団体の数を教えてください。 
（担当課）この助成金は最大３年間交付が受けられるため、延べ１４４団体の交

付実績があると説明させていただきましたが、助成金交付の対象と

なった団体の実数は、９４団体です。このうち、先に説明いたしまし

た解散した１２団体を除いて、８２団体が活動を継続していただい

ております。 
（委 員）市民活動助成金交付要綱の第１８条に、助成金を交付した団体の名称、

対象事業の内容、助成金の額等を公表するものと規定されています

が、この公表の手段を教えてください。 
（担当課）半田市のホームページで、資料５ページにある一覧表の内容を公表し

ているほか、はんだ市報に大作戦レポートというページを作成し、毎

月１回ピックアップした一部の団体の活動状況を公開しております。

また、次年度の助成金の説明会において、実際に交付を受けた市民活

動団体の方にお越しいただき、活動状況を発表していただいていま

す。 
（委 員）資料にある一覧表のうち、コラボレーション部門で交付した、半田市

少年少女発明クラブの親子ものづくり体験教室に対して質問します。

交付実績を見ると、市民活動助成金から３７万５，０００円交付して

いますが、この団体は、この補助金以外にも、青少年健全育成活動補

助金の交付を受けていると把握しています。同一の事業内容に対し

て２つの補助金が交付されているということはありませんか。具体

的な内容を言いますと、令和２年１月１８日に雁宿ホールで開催す

るコラボレーション事業・科学の実験と工作体験教室についてです

が、団体が作成した活動実施計画書には、コラボ事業費より支出との

記載があり、重複して補助を受けているような印象を受けますが、整

理はできているのですか。 
（担当課）はい、市民協働課としても生涯学習課の青少年健全育成活動補助金の

内容については把握しています。この青少年健全育成活動補助金と

市民活動助成金の違いについて説明させていただきます。まず、青少

年健全育成活動補助金は、少年少女発明クラブが日々行う活動の活

動費に対する補助です。少年少女発明クラブは、定数があるなかで会

員を集めて活動されている団体ですが、この会員が活動するための
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費用に補助があたっています。一方で、市民活動助成金は、限られた

会員に対するものではなく、クラブに入っていない方も対象に行う

事業に対して助成をしています。この親子ものづくり体験教室は、少

年少女発明クラブが主催する事業ではありますが、半田市全域の方

が対象で、ものづくりの面白さや楽しさを親子で体験してもらい、発

明精神を育む趣旨のものであり、当該クラブ会員のみに対する事業

ではないということで、この助成金の採択をしています。よって、こ

の２つの補助のすみ分けはできているものと考えています。ただし、

決算書の内容で、この補助金が実際に何の支出に充てられているか

は、確認するようにいたします。 
（委 員）この雁宿ホールで開催する事業には、実際には、少年少女発明クラブ

の活動に参加する会員が参加するのではないかと思い、質問させて

いただきましたが、対象が異なるということですね。 
（担当課）はい、この事業はクラブ会員でない方も対象としており、市内の小学

校を通じて子どもたちに参加を呼びかけるとともに、その保護者に

対しても、一緒に来ていただくよう募集をしております。確かに、ク

ラブ会員の方が参加する場合もあるでしょうが、ご指摘のようにク

ラブ会員の活動をそのまま雁宿ホールで行うわけではございません。 
（委 員）それでは、事業計画書には被って記載されていますが、この市民活動

助成金を受けて実施する事業を、団体の実績として掲載しているだ

けということで特に問題はないですね。 
（委 員）この助成金の対象決定について、どのような認識でされているのか確

認させてください。資料にある交付状況一覧表を見ると、イベントの

ような事業が多いと思います。これらも、団体として継続していくた

めに、会員数を増やすという目的を持って実施している事業かどう

か見られていますか。助成金を交付している目的を考えると、団体の

継続した運営に資する事業に対する補助が求められると思います。

少年少女発明クラブの例を挙げれば、もちろん事業を通して発明精

神を育むことはとても大切だと思いますが、やはり事業・団体として

継続していくには、何らかの収入が必要となります。そのためには、

少年少女発明クラブでは企業に支援をいただいたりしているとは思

いますが、会員数を増やすことも大きな要素だと思います。ですので、

最大３年の助成の後に、団体が倒れてしまわないように、働きかけを

していくことは今後も考えていっていただきたいと思います。 
（担当課）委員の仰るとおり、一過性の事業に対する補助は、この助成の本来の

目的としているところではありません。冒頭の補足説明で例を挙げ
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させていただきました、かいどり作戦や絵画展は、この助成金が得ら

れる３年間の中で、その後も活動が継続できるスキームを自分たち

で作り上げて、助成金交付がなくなった現在も引き続き活動をして

いただいています。こうした例が私たちの目指すところと考えてい

ます。また、助成金の採択に関しては、事務局だけでなく、外部の方

も入る審査会で審査していただいており、特に継続性についてはし

っかりと見ていただいております。しかし、中には努力したとしても

終了してしまう団体もあるのが現実です。この部分は担当課が、毎年

の課題を聞く中で、助言をしながら団体に寄り添いサポートするこ

とで、助成金終了後も継続できるようなものとなるように今後も努

めていきます。 
（委 員）資料にある交付状況一覧の特定非営利活動法人花・はなが行う花園小

学校学習支援事業についてお聞きしますが、この支出項目がわかれ

ば教えてください。 
（担当課）支出項目に関する詳細な資料は手元にございませんが、主なものとし

ては、この運営に携わっていただく講師やボランティアで協力して

いただいている方の謝金となっております。 
（委 員）１週間で何回実施されていますか。 
（担当課）週に２回程度で、年間通じて実施しています。この学習支援に参加す

る人数は、対象の１年生から４年生の１５名程度です。 
（委 員）謝金はいくらですか。また、時間や回数で金額についての決まりは設

けてありませんか。事業額としては５８万円ですが、年間で何回実施

するなどの積算根拠を教えてください。 
（担当課）講師の謝金は３，０００円で２人分、ボランティアで支援いただく方

が１人当たり１，８００円です。講師、ボランティアともに週に２回

程度で、提出いただいている計画では年間６５回です。また、講師謝

金の金額設定については、教員ＯＢの方々に来ていただいているた

め、ボランティア謝金より高い額で計上しています。 
（委 員）支出先団体の花・はなは、学童保育も運営されているかと思いますが、

参加する１５名のお子さんは、学童保育に通われている方が多いの

ですか。 
（担当課）中にはいらっしゃるかと思いますが、学童保育に通っている子に限っ

ているわけではありません。 
（委 員）参考までに、私の把握している他の学習支援を行っている団体では、

教員ＯＢの方でも１回５００円の図書券でお願いしています。講師

謝金の妥当な金額を決めることは難しいとは思いますが、相対的に
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高いように思えます。また、この事業も、先ほどの少年少女発明クラ

ブの件と似ていて、市役所の他課の補助金や、社会福祉協議会など他

の団体の事業費支出と、似通った名目で支出している部分があると

感じられますので、今後確認していただきたいと思います。 
（委 員）来年度の協議額は、今年度と同じ８００万円としていますが、今年度

の実績を見ても１３団体に交付して約３６０万円で、この協議額に

はとても達しないように見えます。現状より実績を伸ばすことがで

きるという方策があれば教えてください。また、今年度で終了するも

のや、新しく採択されるものがどれくらいありそうかという見込み

がわかれば併せて教えてください。 
（担当課）３年が経過し補助が終了するものは２団体あります。資料にある交付

状況一覧で言いますと、ＮＰＯ法人子どもたちの生きる力をのばす

ネットワークの不登校で悩む親のためのお助け講座と、地域ふれあ

い活動推進協議会の平地川環境整備事業です。 
確かに委員のご指摘のとおり、実績に対して協議額が高くなってお

ります。この助成金は、申請を待っているだけでなく、各団体や地域

の自治区に適切にアプローチしていけかなければ、なかなか使って

いただけず、活動が広がっていかないと考えております。そこへの対

応としては、今もう既に取り組んでいるところですが、市民協働課職

員だけでなく、各自治区に配置している地域担当職員に自治区へア

プローチする役目を担ってもらうこととしております。この地域担

当職員は行政と地域のパイプ役として数年来配置しているものです

が、この職員にステップアップしていただき、地域の課題解決に向け

た目線を持っていただく中で、それらを解決できるように事業化し

ていくという流れを作っていきます。もちろん、助成金を使うことが

目的ではありませんが、支援策としてこの助成金をうまく活用して、

地域の活動を促していく取り組みをしていきたいと思っています。

もう一つ申し上げるならば、この市民活動助成金は、半田市の総合計

画にある協働のまちづくりの看板的な事業です。自治区の活性化と

いう面から、自治区の人数に応じて配分する交付金もありますが、こ

の市民活動助成金は、自治区の自発的な活動を推進し、取り組みをし

たい自治区にはどんどんチャレンジしていただけるような枠組みが

必要ということで、成立した経緯があります。この総合計画の最終年

度が令和２年度となるため、その成果を見極めるために、同額を計上

させていただいております。金額については、各年の実績を見たうえ

での整理とさせていただきたいと考えております。 
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（委 員）令和元年度が、予算に対して半分も執行できない状況で終わるという

見込みなんですよね。その中で、今の話を聞いていると、自治区に関

係するコラボレーション部門に力を入れていくということはわかり

ました。ただ、はじめの一歩部門やステップアップ部門は、どのよう

な展開で、どのような新しいアプローチを考えていて、この協議額を

達成しようとしているかが見えません。こうなると、コラボレーショ

ン部門以外の数字はもう一度精査する必要が出てきますが、なにか

考えはありますか。 
（担当課）はじめの一歩部門は設立３年以内の市民活動団体に対する支援であ

り、市民活動団体として登録いただく際に、この助成金の説明をする

なかで活用を勧めているものです。今年度の実績は２団体への交付

となっておりますが、申請段階では３団体あったところ、審査段階に

おいてその内容から採択に至らなかったという経緯もあります。こ

のはじめの一歩部門に関しては、毎年２０前後の市民活動団体の登

録があるなかで、この団体に対して積極的に声掛けをして活用を促

していくことは昨年度から実施しているところです。それからステ

ップアップ部門は、はじめの一歩部門を使った団体に対して、ステッ

プアップ部門の活用につなげていく支援をしていきます。これが最

も使いやすい助成金ですので、助成金の説明会で助成金活用事例を

紹介したり、大作戦レポートのなかで団体の活動を通して助成金を

利用することを周知していくなど、既存の団体に対して積極的にＰ

Ｒを行い、活用を促していきたいと考えています。 
（委 員）それでは、昨年度や今年度からやっていることを、また令和２年もや

ろうということですよね。やっているのにも関わらず、この実績とい

うことは、新たに何かを加えて実施するなど考え方を変えない限り

は、変わらないのではないかと思います。先の説明にありましたが、

ステップアップ部門は、３年経過する団体があるため１件減って、は

じめの一歩部門から２件増える可能性があるとすると、見込み数と

しては１０件で足りると思いますが、積算根拠では１４件としてい

ます。１４件分も計上する必要がありますか。 
（担当課）確かに数字上で見ればそうなるかもしれません。ただ、例えば今年度

は採択されなかった団体や、今年は見送ることにした団体など、まだ

まだ助成の対象と成り得る団体がいます。こうした状況で、予想され

る数字は出すことが難しいため、ステップアップ部門だけでなく、は

じめの一歩部門もコラボレーション部門もそうですが、過去の実績

件数を見ながら、目標値として計上しているところです。 
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（委 員）今の説明では納得できる説明にはならないと思います。なぜなら、昨

年度から今年度、今年度から来年度に向かって何か新しい取り組み

をするからこの数字を置いているという説明であれば納得できるの

ですが、その取り組みが見えてこないからです。これがなければ、前

年度の実績に数字を落とすことも考えてよいと思います。 
（担当課）力を入れて取り組んでいこうとしているところは自治区です。自治区

への積極的な取り組みで目指すところは、小学校区単位の枠組みを

つくって新たな活動をしていただくことではありますが、今の段階

でも地域へ声掛けをしているなかで、ステップアップ部門に該当す

るような事業も出てきています。自治区が単独で事業展開する場合

は、ステップアップ部門に該当するものもありますし、自治区に対し

て地域担当職員を通してアプローチすることは、コラボレーション

部門だけではなく、ステップアップ部門にもつながるものだと考え

ています。はじめの一歩部門への該当はありませんが、ステップアッ

プ部門の活用は大いにあり得ます。 
（委 員）この助成金は、市民活動団体の自立を促すための助成金ということで、

平成２２年度から開始されていますが、同一の団体が交付を受け続

けていることはありますか。というのは、例えば資料にある要綱を見

ますと、第４条第４項の規定には、同一事業を継続する場合は、連続

３回を限度とするとの記載があります。例えば、同一団体が別の事業

をやることになると、その事業については再度３回まで交付を受け

られるという理解でよろしいですか。 
（担当課）少年少女発明クラブは、過去に３年間違う事業での交付実績がありま

す。今年度の助成対象となっているものは、団体の活動を超えて行う

市民を広くターゲットにした事業に内容を変更していますが、団体

として交付対象となった事業で数えれば２つ目です。この助成金は、

事業単位で整理をしておりますので、同一の団体が、別の事業を組み

立てたうえで助成の要件を満たせば対象としています。市民活動団

体の自立もそうですが、その団体が行う事業が継続的に自立して実

施できるように助成を行い、地域課題への取組みを促していくこと

がこの補助金の目的です。 
（委 員）資料にある交付状況一覧にある、半田市商店街連合会が実施するはん

だ de マルシェについてですが、この事業に助成を行って何年目です

か。また、限度額の１００万円を交付していますが、３年が経過して

この助成金が無くなったとしても、継続可能な事業として捉えられ

ているということでよろしいですか。 
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（担当課）令和元年度で２年目です。内容については、先ほどもお話をしました

市民委員さんも入っていただく審査会で、そういった視点をもって

ご審査いただき採択しています。ただし、３年経過後に、助成金が無

くなったから事業がなくなってしまうことがないように、自立して

事業実施ができるように今取り組んでいただいています。 
（委 員）そうすると、自立を促す意味も込めて、徐々に交付金額を減らしてい

くのも１つの方法だと思います。今の助成スキームでは、３回の交付

が終了してから、似通った事業にも関わらず事業の名称だけ変更し

て、また違う事業として申請を行うようなことが起きてしまいませ

んか。それはどのようにして防止していますか。 
（担当課）可能性としては起こり得ると思います。ただ、審査に諮る前に、事務

局としても、助成金ありきで事業の組み立てをしていないかなどチ

ェックを行い、万が一そういった事業があれば、申請をお断りする方

針で取り組んでいます。さらに、審査員さんに審査いただく際にも、

その部分はしっかりと見ていただいております。確かに、要綱上では

事業単位で見ていくこととなりますが、審査では、４年目以降活動が

継続していけるのかという点についてもかなり詳しく聞いており、

団体の運営や今後の継続性などの観点から審査をしていただきます

ので、助成金ありきの事業は、排除されていくこととなります。はん

だ de マルシェについても、助成終了後には商店街が支えてやってい

けるという担保があるため、こうした大きな助成金額となっていま

すし、２年目の継続時にも昨年の活動状況と、今後も継続可能かどう

かを審査しております。 
（委 員）市民活動団体の活動の後押しをするためという助成金の意義は、どの

委員さんも否定はされないかと思いますが、一つ問題提起があった

のは、金額の部分です。実績額が、平成２９年度約５１０万円、平成

３０年度約４００万円、今年度も約４００万円の見込みに対して、協

議額を８００万円としている点で、先ほどの説明のなかには、総合計

画にて位置付けられた市民協働というテーマの大きな部分を担う事

業であり、その計画が来年度で終了するため、そこで整理をすると話

がありましたが、委員さんのお考えをお聞かせください。 
（委 員）自力で事業実施できそうな団体もあるように見えますし、助成金あり

きで事業計画がなされていないかという懸念がありますので、８０

０万円を置くのではなく、実態に合った金額にしたほうが良いと思

います。 
（委 員）昨年度までの実績をみてもこの協議額には達していませんし、来年度
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も結局見込みの金額がわからないので、例年と同額を置くのはどう

かと思います。 
（委 員）具体的にどのような方策で、この協議額を達成しようとするかが見え

なかったため、少しは減らした方が良いのではないかと思います。 
（委 員）来年度が総合計画の最終年ということもありますので、この８００万

円という額でできることをやっていただきたいと思います。説明に

もありましたが、地域担当職員も積極的に自治区との間に入ってい

くということでしたので、令和２年度については、様子を見てもいい

かと思います。半田市の総合計画の１丁目１番地が市民協働で、その

最たるものが、市民活動助成金ということもあって、これを極端に減

らしていくと、半田市の方向性が違ってくると思います。ですから、

市民協働課にはもっとこの部分について頑張って数字を伸ばしても

らいたいと思っており、色々な方法を考えて、その数字を達成できる

ように、金額もあと１年は維持してもいいのではないかと考えてい

ます。 
（委 員）総合計画という半田市の十年間のまちづくりの指針を定める大きな

目標の計画の最終年ということもあり、来年度については、この８０

０万円という金額を置くこととします。ただし、その次の年度以降は、

この実績に合わせた額に落とすことを条件にします。議論の中で問

題提起がありましたが、同じ団体に対して、市役所のほかの部課から

も補助を行っていないかなど、気を付けて事業を実施してください。

縦割りの視点で、別の課のことはよくわからないといったことがな

いようにしてください。また、助成金の対象とするボランティア謝金

の整理を財政課にて行っていますので、そこから外れないように運

用するようにしてください。 

 
【審査結果】承 認：Ａ２（承認条件） 
① 本市の掲げる総合計画の重要施策であり、地域担当職員による自治区との連

携強化など目標達成に向け、積極的な推進を図ること。 
② 令和３年度以降の予算金額は、前年度の実績に基づいた金額設定とする。 
③ 講師料やボランティア謝金の統一的な基準等を設定すること。 
④ 助成金交付団体へ他課等が別に定める補助金交付がある場合には、それぞれ

目的に適した交付となっていることを収支資料等で確認すること。 
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市民協働課 助成金－２ コミュニティ環境整備助成金 
【担当課補足説明】（執行協議書等に関する説明） 
それでは協議書に基づき、ご説明します。 
この助成制度は、地域コミュニティの活動に必要となる施設や備品等の整備

に助成を行うもので、コミュニティ活動に必要な環境を整え、活動のより一層の

活性化を図るため、昭和５７年度から継続し交付しているものです。 
地域コミュニティとは、地域で多世代や年代別の交流を深めるための親睦・交

流行事を担う地域住民の組織であり、自治区とは別の組織となります。しかしな

がら、半田市においては、現在も多くの自治区がこの地域コミュニティの運営に

深く関わっている状況となっています。 
助成の対象となる事業は、大きく分けて２つあり、一つは、地域住民が交流す

る区民館やコミュニティ施設の整備改修事業、もう一つは、行事やイベントで使

用する音響機器やチラシなどを掲示する掲示板などの備品や資材を購入する事

業となっています。 
担当課としましては、これら事業への支援は、地域コミュニティが活動を行う

中で必要となったものを申請している現状から、地域のコミュニティ活動の活

性化に寄与していると考えています。 
また、令和２年度の協議額は、今年度に行った地域コミュニティへの事前調査

から令和元年度と同額の４７０万円を計上しており、その内訳については、協議

書に記載のとおりです。以上で説明を終わります。 

 
【質 疑】 
（委 員）区民館は古くなってきている施設が多いと思いますが、将来的に建て

替えになる区民館がいくつあるかは把握していますか。建て替え予

定がある施設に対して補助を出すようなことがないか確認させてく

ださい。 
（担当課）建て替え時期については把握できていませんが、直近でそうした予定

がある場合は、交付しないこととしております。 
（委 員）資料にあるコミュニティ環境整備助成事業一覧の中の、１３番の岩滑

を見ますと、掲示板の更新で１０８万円の事業費となっています。ほ

かの地区と比べると、金額が大きいように思えますが、どういった違

いがありますか。 
（担当課）掲示板の数の違いです。エリアが広く、多くの掲示板を持っているた

め金額が大きくなっています。 
（委 員）最近は複合機や車などリース契約によるものが多くありますが、リー

スで補助の対象になっているものはありますか。 
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（担当課）一部の区ではリースという形で設備を導入しているところもありま

すが、この助成金は充てていません。金銭的な部分で見ると、リース

は結局高額になります。手間や維持管理を含めたコストを考えると、

リースの方がよいというところもありますが、自治区によって考え

方はそれぞれ異なっています。 
（委 員）この助成金の交付要綱は昔からあるものですが、時代にあったものに

改定していってもいいかと思います。 
（委 員）助成の流れの確認ですが、自治区から見積書を提出してもらうのです

か。また、導入の確認はどのように行っていますか。 
（担当課）購入するときには、見積書を提出してもらっています。また、支払の

際には、請求書を出してもらい実績払いをしています。導入の確認は、

職員が確認をしており、購入したものにはシールを貼ってもらうよ

うにしています。 
（委 員）見積もりをとる際にも、数社から見積もりをとって最も安いところの

請求書を提出してもらっていますか。 
（担当課）区がどのような形で見積もりをとっているかは把握してはおりませ

ん。ただ、この助成金は、２分の１の交付となります。そのため、区

としても経費が安くなるような方法でやっていただいていると考え

ています。 
（委 員）地元の商店さんから優先的に購入するなどのルールはありますか。 
（担当課）そうしている自治区もあるとは思いますが、この交付要綱には規定さ

れていません。 
（委 員）資料にある亀崎地区をみると、夏祭り用品一式とありますが、そうし

たイベントで使用するものも交付対象になるのですか。 
（担当課）コミュニティ事業で使うものであれば対象とします。なお、この亀崎

地区は、提灯などが老朽化してきたため、更新したものです。 
（委 員）他の地区でも盆踊りのために提灯を更新したいとなれば、この助成金

を使用されるということですか。 
（担当課）コミュニティ事業で利用するものについてはそうなります。 
（委 員）宝くじの助成事業には、この助成金と全く同じメニューのものがあり

ます。この宝くじの助成事業は１００％補助ですが、１つの大きな事

業に補助をすると、各コミュニティの細々としたものに補助できな

いというルールがあります。去年は大きな事業がなかったため、こう

した各コミュニティの備品購入に助成金を充てられるように、各コ

ミュニティに要望を聞いて、助成したという経緯があります。しかし、

仮にこれを継続していくとすると、この助成金制度の位置づけが曖
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昧になってしまうと考えています。この宝くじの助成金制度と、コミ

ュニティ環境整備助成金との整理をどう考えていますか。 
（担当課）宝くじの助成金を利用するのは、基本的に高額な備品を購入する事業

とし、そちらを優先していきます。一方で、このコミュニティ環境整

備助成事業では、比較的小規模な施設整備について助成していこう

という考えです。宝くじの助成金は、申請すれば必ず通るものではな

く、不安定なところもあるうえ、上限が２５０万円という条件もあり

ます。コミュニティ環境整備助成金の活用実績は、各区の合計で４７

０万円程度となっており、この２５０万円という金額では足りない

部分が出てきてしまいます。今後２年間は、宝くじの助成金を利用す

る予定があるため、現行の方法で助成を行っていきますが、それ以降

については、どういった形で地域に均一に分配していくのか整理し

ていきたいと考えています。 
（委 員）選択の問題になってくると思うので区の意見もよく聞いて整理して

いただきたいと思います。 

 
【審査結果】承 認：Ａ１ 

指示事項なし 

 
 
経済課 補助金－１５ 半田商工会議所中小企業相談事業補助金 
【担当課補足説明】（執行協議書等に関する説明） 
本事業は半田商工会議所が実施する中小企業相談に対し補助を行うものです。

中小企業相談は経営相談や経営指導を行い、企業経営の健全化や活性化などが

図られます。 
中小企業者が相談できる身近な窓口として必要とされており、愛知県のよろ

ず拠点支援などの相談機関とも連携を図りながら、本市の中小企業対策として

経済の活性化、安定化につなげていくため、引き続き支援していく必要があると

考えます。 
協議額の３１５万円は積算根拠にあるように、本事業は県の小規模事業経営

支援補助金に基づき実施するため、対象経費の範囲も同じになり、補助額は２分

の１後の額６６３万４，０００円になるのですが、予算の範囲内である３１５万

円を限度として補助するものです。以上で説明を終わります。 
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【質 疑】 
（委 員）小規模の事業所を支援するために、経営指導などをされていますが、

そのなかでどれくらいの方が創業して、どれくらいの方が廃業した

かなどの数字はおさえていますか。 
（担当課）今持っている数字としてですが、商工会議所の会員数があります。こ

の中で法人を見ると、新規加入が３４社あり、脱退者が２６社あった

そうです。組織変更も含めると結果的には前年度と本年度を比較し

て１９社増えています。これに個人経営を加えると、前年度が２，３

７７社、そのうち新規加入が７９社で、脱退者が７８社、本年度末に

２，３７８社の会員数があります。 
（委 員）経済課としては、この補助事業以外に、中小企業への支援策はどのよ

うなことをやっているのですか。 
（担当課）中小企業の融資の受付や保証料の補助、低利融資補助、生産性向上補

助金などを通じて中小企業支援を行っております。 
（委 員）それらも市内に数の多い中小企業のことを考えると非常に大事な施

策だとは思います。それでは、この相談事業に関しての質問ですが、

相談結果や相談内容などの報告はどのように受けているのですか。 
（担当課）資料の商工会議所の総会資料を見ると、巡回窓口指導を行った実企業

数が１，００７社、うち会員が６８社。延べ指導件数は２，６４０件

で、会員は１１４件が相談事業での実績ということで、件数はいただ

いています。また、各業種での相談内容の区分別で実績件数の数字は

別で出してもらっています。製造業や、建設業、卸売業などの業種ご

とで、経営革新相談、経営一般、情報化などの区分けを行った件数は

報告の対象となっています。 
（委 員）実績件数は当然必要だと思いますが、その後に経済課が施策にどのよ

うに活かしていくのかを考えると、相談内容を把握することも大事

だと思います。ある意味、経済課でやらない部分をやっているとする

なら、相談事業の中身をもう少し踏み込んで聞くべきかと思います

が、いかがですか。報告書だけではなくて、わずかな時間でも商工会

議所の担当する方と話をする機会を設けて、このような課題があっ

たとかこういう相談があったということを間接的にでも聞ける場は

あってもいいかと思います。 
（担当課）そうした機会は設けてあります。創業支援については、このような企

業が新たに創業したとか、創業支援相談にこうした方が来られたな

どの情報はいただいています。創業に当たっては融資が必要なケー

スが多いので、半田市の融資を紹介してもらうこともあります。そう



- 59 - 
 

した意味では、情報を聞きながら半田市につないでいただくような

関係にはなっていると考えています。 
（委 員）資料に掲載されている収支報告書についてですが、平成２９年度と比

較して平成３０年度は様式が変わっていますが、何か理由はありま

すか。 
（担当課）平成２９年度の収支報告書は、商工会議所の決算書をそのまま資料と

しています。対して平成３０年度の収支報告書は、この補助金の補助

対象経費だけをピックアップして作り変えたものとなっています。

これは、過去の補助金等判定会議で、対象経費がわかりづらいという

ご意見をいただきましたので、平成３０年度分から変更させていた

だいたものです。 
（委 員）平成３０年度の収支報告書を見ると、繰越金の記載がなくなっている

のも、そうした影響ですね。 
（担当課）はい、補助金の繰越額はありませんので、補助対象経費のみ抜き出し

て作成すると、資料のような記載となります。 
（委 員）県からの補助金の対象になるかならないかという確認はどのように

していますか。 
（担当課）資料としてつけました平成３０年度収支報告書と平成３１年度収支

予算書は、県に提出するものをコピーしたものです。この表中右欄に、

補助対象事業決算額と、それに対しての補助金交付決定額が記載し

てありますので、対象経費かどうかは、この欄で見分けをしています。

また、県の小規模事業経営支援事業費補助金交付要綱の第４条の部

分が補助金の交付対象となりますので、こちらでも確認しています。 
（委 員）昔からこの金額を置いているように思えますが、補助金額の３１５万

円の設定根拠はありますか。 
（担当課）補助金額が３００万円であった時代に、消費税率が５％となったため、

その分を上乗せして３１５万円となったことは聞いています。令和

元年度に、消費税率が１０％に上がる際にも、商工会議所から補助金

額は変わらないのかと質問がありましたが、８％に増税した際にも

上げていないため、同額となる予定と回答しています。ただ、３００

万円という数字の設定根拠はわかっておりません。 
（委 員）これからも、この３００万円を支出し続ける考えですか。どこかの機

会で、これを見直しする予定はありませんか。 
（担当課）商工会議所は基本的に会費で運営をしており、愛知県からも約４，０

００万円の補助金が入っておりますが、商工会議所の経営が立ち行

かなくなっているとか、この相談事業以外にも商工会議所でやって
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いる事業がありますが、これらを継続していくことができないとい

う話があるのであれば、検討はしていきたいと思います。 
（委 員）そのような見方をするのであれば、平成２９年度の収支報告書を見る

と、５００万円近い繰越金が出ていたように、商工会議所は経営的に

は問題がないように思えますので、こうした状況の中で、３００万円

を固定し続けるのもどうかという意見も出てくると思います。 
（担当課）ただ、現状としては、要綱上は６００万円程度支払うことができるに

も関わらず、定額の３００万円で我慢してもらっているということ

があります。商工会議所としては、先ほどの消費税率の改正の際もそ

うですが、増額してほしいとの要望はいただいていますので、なかな

か減らす方には考えづらいと感じています。 
（委 員）補助金交付要綱を見ると、現実の補助額と補助金の要綱の趣旨がずれ

ていると感じます。要綱第３条で額が決まっていますが、これの通り

に県の補助分などを除いた額の２分の１を乗じて得た額とすると、

計算上の協議額は、１，３２７万円の半分の６６３万円となるはずで

す。ただ、予算の範囲内においてと規定があるため、例年３１５万円

の金額を協議額としているわけですが、要綱上の予算の範囲内でと

いう制約の本来の趣旨は、仮に決算上数十万円ずれてきたとしても、

予算を増額してまで払わないというものです。この趣旨と現実の補

助額の算定値が不整合なため、現状のように、要綱上は６００万円程

度の補助額となるはずなのに、３００万円程度で我慢してもらって

いるという構図ができてしまっています。仮に今の実態に合わせて

３１５万円を限度とする形で進めていくのであれば、要綱の趣旨に

反しているような補助金額の設定方法になってしまっているので、

要綱の一部改正を考えていただく必要があると思います。 
（委 員）商工会議所は、そのあたりどう考えているのでしょうか。歴史がある

ものなので、言いにくいこともあるかと思いますが、要綱を見て補助

金額を増額してくださいという声があっても不思議じゃないと思い

ます。 
（担当課）先ほどお話したとおりで、消費税が１０％に上がることで、その分を

上乗せしてもらえないかといった要望はありますが、それ以外のと

ころではありません。そもそも、３００万円の設定根拠がなおざりに

なっていますので、今は３００万円が補助限度額という認識を持っ

ていらっしゃるかと思います。ただ、委員のご指摘にもあったように、

平成２９年度には５００万円程度の繰越金がある現状もありますし、

歴史がある補助金ですので、適正な金額を一度検討させていただき
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たいと思います。 
（委 員）相談件数に目を向けるのもいいかと思います。現状、市の補助はずっ

と定額で、あとは商工会議所で事業実施してくださいという構図で

すが、市の中小企業を支援する必要があるという市のスタンスがあ

るのならば、定額の補助金を支払い続けるのではなくて、その検討を

するなかで、件数に応じて上乗せをし、逆に件数が落ちてくれば補助

金は減らすような仕組みがあってもいいかと思います。 
（委 員）資料にある平成３０年度の収支報告書中の人件費について質問です

が、一般会計や法定台帳関係費特別会計、福祉共済特別会計などいろ

いろな会計があるのですが、ここに掲載されているのは、この中小企

業相談にかかった者だけの人件費という理解でよろしいですか。 
（担当課）そうです。相談所に配置されている職員７名の人件費のみ計上したも

ので、別の事業は入っておりません。また、資料にある退職給与積立

金特別会計収支決算書については、１１名全ての職員と専務の分が

入っています。 
（委 員）ちなみにその退職給与積立金特別会計収支決算書の右下、この他に所

外積立金として５，５００万円程度ありという表記はどういった意

味ですか。 
（担当課）これは中小企業退職金共済に係る部分で、商工会議所の職員の退職金

の積み立て額を、参考に記載してあるものです。この収支決算書に記

載の金額で退職給与の積み立てをしていますが、これ以外にも個人

の積み立てが中退共にあることを表しています。 
（委 員）そういうことでしたら、法人としての積立金ではなく、個人の積立金

ということですね。できれば、参考など注意書きに入れてくれたほう

が、ほかに積立金として持っているようにとられる可能性がなくな

り、わかりやすいと思います。 

 
【審査結果】承 認：Ａ２（承認条件） 

補助金額を定める要綱の条文が実態に即していないため、改正を行うこと。 
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経済課 補助金－２３ 中心市街地商業活性化にぎわい事業補助金 
【担当課補足説明】（執行協議書等に関する説明） 
中心市街地に位置する商店街（半田駅前商店街、中町商店街、ランブリングタ

ウン）が行うイベント等に愛知県の補助事業を活用して市が協調して補助する

ことにより商店街への集客を図り、商業の活性化とクラシティを含む中心市街

地の活性化を図るものです。 
今年度は市民盆踊りに合わせ、半田駅前商店街がボンボンディスコＤＪイベ

ントを開催しました。２７日に開催される「はんだまちなかフェスティバル」で

はクラシティ、ランブリングタウン、中町商店街、半田駅前商店街が連携し、ハ

ロウィンイベントを軸に各商店街会場を巡るスタンプラリーでスタンプを集め

ると豪華賞品があたるイベントが開催されますので、皆さんもお越しください。

その他、イルミネーションの装飾や、新春落語イベントを開催する予定です。 
協議額の２００万円については、総事業費３００万円に対し、市と県と商工会

議所が１：１：１の割合で費用を負担することとなっており、市費１００万円と

県費１００万円の合計２００万円を計上しています。以上で説明を終わります。 

 
【質 疑】 
（委 員）補助事業実績書を見ると、まちなかハロウィンなど毎年同じイベント

をされているように見えますが、今年はここに力を入れて事業を行

うなどの考えはありますか。この事業を通じてにぎわいを創出する

ために、何を優先していくかなどの考え方があれば教えてください。 
（担当課）まちなかフェスティバルなどは、地域が一体となったイベントで、継

続実施することで定着してきていますので、今後も継続していきた

いと考えています。この補助の目的は、商店街が行う事業を補助し、

クラシティ、中心市街地の商店街への集客を図ることですので、これ

に沿うようなイベントになるように事業を考えていただいていると

ころです。また、イベント以外の商店街のＰＲなどは、毎年見直しを

しながらやっております。例えば平成３０年度の事業では、商店街の

統一性を図るために、おじいさんのランプにちなんでランプを店頭

に設置するなど、各年度で工夫をしていただいています。 
（委 員）その例にあるような景観形成に資する事業は、事業が終わった後も残

るため良いと思います。過去には、フラッグを整備して統一感を持っ

た商店街の雰囲気を出すような事業もあったと思います。事業計画

を見ると、イベント系の事業が数多く組まれていますが、このような

後にも残っていくような事業も考えられてはいかがですか。 
（担当課）中心市街地商業活性化にぎわい事業補助金は、どちらかというと中心



- 63 - 
 

市街地を活性化してもらうこと、商店街の集客を図ってにぎわいを

創出してもらうことを目的としており、こうした人が集まるイベン

トを開催することも事業の趣旨に合っていると考えています。 
（委 員）まちなかフェスティバルは継続してきた甲斐もあって認知されてき

ていますが、盛り上がるのはその時だけになってしまっているとい

う課題はあると思います。このイベント自体は維持していけば人は

集まると思うので、まちなかフェスティバルで作成しているチラシ

などの広報に係る予算を別で使うという考えはありませんか。この

イベントはイベントで継続していって、それ以外でもにぎわいを創

出できるようなアイディアを実現していってもいいと思います。 
（委 員）先ほどの議論ではないですが、一過性のイベントだけでなく、ランプ

の事業にあるような魅力ある商店街にしていくような事業を、整理

して捻出した予算でできれば、より効果的かと思います。収支報告書

を見ますと、毎年のぼりを作成していたり、ホームページ作成費が

年々かさんでいたりしますので、ここを多少抑えて、創意工夫をする

ように、商工会議所や商店街に働きかけることが必要だと思います。 
（委 員）事業成果をはかる指標についてですが、現在は歩行者・自転車通行量

としています。事業成果の測定方法で、他の方法を用いることは難し

いでしょうか。 
（担当課）商店街に来る方が増えてにぎわっていることを数字として表そうと

すると、商店の利用客が増えることでの売上の増加幅を見るなども

考えられますが、個別のお店の売り上げを聞いてみても答えられな

いこともありますし、別の考えでクラシティの駐車台数で見ようと

しても、１・２階の商業施設を利用しているかどうかまでは掴めない

ため、個々の商店にどれだけ人が入ったかはわかりません。こうした

こともあり、交通量を見て判断するようにしていますが、これが適切

とは言えないと思いますので、今後も引き続き考えていきます。 
（委 員）景況感のようなイメージで、街を歩く人に聞き取りを行い、お店ごと

に統計をとってまとめてみると、違う見え方があるかもしれません

し、研究していただければと思います。また、商工会議所の方が、中

心市街地を実際に歩いて見聞きして情報を収集するようなことがあ

れば、こうしたにぎわいの創出のような評価しづらい事業でも、生の

声が聞けて良いと思います。こうしたことはされていないのですか。 
（担当課）今はしておりませんが、一度投げかけてみます。 
（委 員）平成３０年度と令和元年度の補助事業実績書を見比べますと、中身が

ほとんど同じです。補助を出している限りは、補助を出す側として内
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容をしっかりチェックしなければなりませんが、事業内容が本当に

この目的を達成するものだと認めているんですよね。なかなか事業

成果が測定できないということがあるなかで、それでも支出してい

くとなると、事業の内容がしっかりしているかを見ざるを得ません

が、この事業計画だと心配になります。 
（担当課）今年度分については予算ということで資料を出させていただきまし

たが、このタイミングでは次年度の事業内容が固まっていない状況

があったため、こうした記載となっています。商店街としても、ＤＪ

イベントや新開発した弁才船焼きそばなど、新しいものにどんどん

チャレンジしてくださっていますので、実際には、例年通りの事業を

展開しているわけではありません。また、どんな事業をやっていくか

という検討会議は経済課の職員も入って話をしているので、本当に

事業の目的に沿うものかどうかの確認はできています。 
（委 員）では、この事業計画は、毎年決めているということですか。少し先を

見通した計画、例えば３年ごとの計画を作り、それを実行する中で改

善を加えていくなどの考えはありませんか。 
（担当課）各商店街の会長さんが、毎年変わっておられるという現実があります

が、数年間を一旦方向づけることも今後検討はしてもらえるように、

一度投げかけさせていただきます。細かなイベントまでは決めるこ

とができないかもしれませんが、各商店街の会長さんが変わったと

きでも、なるべく方向が変わらないように、道筋は示していけるよう

に検討させていただきます。 
（委 員）資料にある平成３０年度の収支精算書に事業収入で１４４万円計上

されていますが、これはどのような内容でしょうか。 
（担当課）プレミアムクーポンの収入です。クーポンは３，０００円で販売して

３，３００円分使えるものとなっています。商工会議所で販売した４

８０冊分の売り上げ代金として１４４万円を収入計上しています。 
（委 員）同表に記載の、自己資金２１６万１，３５７円の内訳を教えてくださ

い。 
（担当課）商店街によるクーポン負担金１４４万円と、これとは別の商店街負担

金４０万円の計１８４万円が商店街の負担金となり、残りを商工会

議所が負担しています。 
（委 員）この補助金のスキームは、愛知県と半田市と商工会議所が１：１：１

の関係で１００万円ずつ出すことでしたよね。収入の部で話をしま

すが、収支精算書の商工会議所の自己資金額を見ると、平成２９年度

は１０８万４７８円、平成３０年度は２１６万１，３５７円で、その
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うち１００万円を商工会議所が負担していないと１：１：１の負担割

合にはなりません。商店街が負担しているとなると、この負担バラン

スが崩れていませんか。 
（委 員）また、収支精算書の支出の部で、補助対象経費がいくらだったか確認

すると、平成２９年度は約２３０万円で、平成３０年度も約２００万

円と、補助対象事業費が２００万円程度にしかなっていないですよ

ね。そもそも、補助対象事業費が３００万円以上あるから、愛知県と

半田市と商工会議所で１：１：１ずつ負担するというルールに乗せる

と、１００万円の補助額が出てくるのではありませんか。 
（委 員）半田市の補助額はどう考えていますか。 
（担当課）全体の必要経費が約５６０万ですので、１：１：１の負担割合で１０

０万円ずつと考えています。 
（委 員）補助対象外経費も含めて全体の事業費で負担する金額を決めるとい

うことだと思いますが、補助事業費の考え方が違います。１：１：１

で市の負担は３分の１という考え方だとすると、補助対象事業費が

３００万円なければ、市が１００万円を支払う必要はないと思いま

す。 
（委 員）資料にある要綱の下に、補助事業の実施に係り半田市及び愛知県が負

担する額は、会議所が負担する額を超えないものとすると規定され

ていますので、商工会議所が１００万円を負担していないのであれ

ば、県と市も負担しなくて良いということになりますね。 
（委 員）そもそも、補助対象経費が２００万円だけというなら、補助金の交付

先は、商工会議所ではなく、この事業を実行する団体とすべきです。

実行団体に直接支出し、県費と市費合わせて２００万円の事業で、こ

の２００万円で収支報告をすることとなります。しかし、１：１：１

の負担割合でやってきた歴史もあるとしたら、補助対象事業費は３

００万円ないと辻褄が合わないですよね。仮に補助対象事業費が２

１０万円とすると、７０万円ずつ負担にして、補助対象外事業につい

ては、商工会議所と商店街で協議して決めれば良いと思います。 
（委 員）商工会議所が負担していると考えられていた１００万円のうち、商店

街が負担する部分があるとのことですので、内容を精査する時間を

設けます。 
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【審査結果】保 留：Ｂ（理由等） 
商工会議所、愛知県、半田市の負担割合としている１：１：１が実現していな

い収支状況となっているため、内容を精査し再度委員へ報告すること。 
（１８日庁内委員審査に再審査分の記録あり） 

 
 
経済課 補助金－２４ 知多半田駅前再開発ビル商業施設利用促進補助金 
【担当課補足説明】（執行協議書等に関する説明） 
クラシティ商業床から得られる賃料を原資として、クラシティの商業施設の

利用促進に繋がる事業実施に係る経費及び駐車場の利用料金を補助することで、

商業施設の魅力創出を図るとともに、施設の利用しやすい環境を整えることで、

賑わいづくりを支援しています。また、平成２９年度には中埜産業（株）より１・

２階の商業床をご寄付いただき、商業床から得られる賃料収入を本事業に充て

ております。 
なお、資料にある「半田市知多半田駅前再開発ビル利用促進事業について」で

事業費の内訳を説明していますが、わかりにくいかと思い、別途資料を作成させ

ていただきましたので、この資料で説明させていただきます。 
クラシティ商業床の賃料収入は７０４万１，０００円で、この内、必要費用５

９１万円、残った１１３万１，０００円をクラシティ支援費用（商業施設活性化

事業）としています。必要費用５９１万円は寄付いただく前に収入していた固定

資産税や支出する必要の無かった修繕積立金や将来の解体費用に充てるもので

す。 
固定資産税相当額２４８万４，０００円のうち１００万円は先ほど説明した

中心市街地商業活性化にぎわい事業補助金に充て、残った１４８万４，０００円

と市費１２１万６，０００円の合計２７０万円を駐車場利用促進事業に充てる

ものです。 
クラシティが平成１８年にオープンした当初は、大変な実績があったのです

が、年々客数が減ってきており、テコ入れが必要だということから、２８年度末

から２９年度当初にリニューアルオープンしました。その時に、中心市街地の活

性化に充ててほしいということで、中埜産業（株）からご寄付をいただきました。

この、中心市街地の活性化、クラシティの活性化につながる支援を補助金でして

ほしいとの目的に叶うように、一つは、クラシティの駐車場の利用者に対しての

補助、もう一つは、クラシティにお客さんを呼び込むための啓発、あと、先ほど

のにぎわい事業は中心市街地がにぎわうようにということで使わせていただい

ています。説明は以上です。 
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【質 疑】 
（委 員）資料に記載のテナント負担分とは、クラシティに入っている商業施設

のテナントのことですか。 
（担当課）はい、各テナントが負担する部分です。１㎡あたり月１，０００円で

テナントの契約面積に応じてテナントごとの負担金を算出していま

す。 
（委 員）資料にある駐車場利用促進事業の補助額２７０万円の算出方法を教

えてください。 
（担当課）１時間から２時間までの駐車料金は、賑わいビル開発と半田市で２分

の１ずつ負担します。この金額が２４７万１，０００円です。１時間

までの駐車料金は、基本的にはテナントで負担することとし、実料金

との差額を賑わいビル開発が負担していましたが、平成３０年度か

らは、その差額を賑わいビル開発と半田市で折半することとしまし

た。この金額は、テナント負担分を除いた額を賑わいビル開発と半田

市で２分の１ずつ負担するため、２２万９，０００円となります。こ

れらを合計したものが、２７０万円で補助額となります。 
（委 員）資料にある「半田市知多半田駅前再開発ビル利用促進事業について」

は、何を説明していますか。 
（担当課）これは先ほど説明させていただいた２７０万円の財源をどこから持

ってくるかという資料です。固定資産相当額から１４８万４，０００

円、市費から１２１万６，０００円を、必要額２７０万円の財源に充

てるということです。 
（委 員）テナントの負担分を増額することで、市が支出する補助金の額を減ら

せるように思えますが、そうした考えはありませんか。 
（担当課）このテナント負担分を増やし過ぎても、テナントが出て行ってしまい

ますので、金額設定は１，０００円程度が妥当だと考えています。 
（委 員）令和２年度の増額見込み額ということで、１８２万８，９００円が見

込まれていますが、これはどのようにして算出していますか。 
（担当課）今年からクラシティ３階にパスポートセンターができたことで利用

者が大変増えています。パスポートセンターができた後の令和元年

度４月駐車場割引認証実績が、１４４万６，９００円であり、パスポ

ートセンターがなかった平成３０年度の同４月の駐車場割引認証実

績が１３３万７，７００円でした。この増額分１１万３，２００円を

１２か月分にした１３５万８，４００円が令和元年度増額見込みと

しています。令和２年度についても、この５０％の上昇を見込み、２

０３万７，６００円としています。このうち、予算の範囲内での補助
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ということで１８２万８，９００円と算出しています。 
（委 員）パスポートセンターを利用された方も１時間は無料ですか。 
（担当課）１時間無料です。その後に商業施設を利用いただければ、２時間まで

は無料となります。 
（委 員）この補助金は、どこに支出していますか。 
（担当課）駐車場利用促進事業にあたる２７０万円は、株式会社賑わいビル開発

に支出します。クラシティの駐車場利用者にかわって駐車場管理者

に補助金を支出することで、利用者に受益するものです。また、商業

施設活性化事業にあたる１１３万１，０００円は、再開発ビルの商業

施設の管理運営者である株式会社トロワ・アバンセにいきます。これ

は、商業床の賃料収入から中心市街地の活性化に資する事業に充当

する固定資産税相当額と修繕積立金相当額、基金に積み立てる解体

費用等の必要経費を除いた金額で、クラシティ商業施設の利用促進

に繋がる事業の経費として支出します。 
（委 員）そうすると、株式会社賑わいビル開発や株式会社トロワ・アバンセの

収支状況はどうでしょうか。余裕があるのかなどの確認はしていま

すか。 
（担当課）株式会社賑わいビル開発の決算書は確認していますが、株式会社トロ

ワ・アバンセの経営状況については、把握できていないのが現状です。

このクラシティの啓発事業に使っているお金の収支決算書は提出い

ただいているのですが、会社自体の収支状況は、決算書をいただけて

おらず、確認できておりません。 
（委 員）補助金を支出する以上、関連性が深い部分は、確認させていただく必

要があるかと思います。 
（担当課）わかりました。そのようにします。 
（委 員）提出してもらった資料に、タイトルがついていないので、何について

の説明をしているかが不明なものが幾つかあります。資料はわかり

やすく作成するようにしてください。 
（委 員）クラシティの支援事業は必要だと思っています。行くたびに閑散とし

ていて寂しいなと思っていますので、こうした補助金を上手く利用

していってほしいと思います。 
【審査結果】承 認：Ａ２（承認条件） 

補助額の妥当性や目的の達成度など精査できるよう、交付先の経営状況など、

特に補助金の使途が確認できる収支関係資料の提示を求めること。 
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経済課 補助金－２５ 半田市商業施設助成事業費補助金 
【担当課補足説明】（執行協議書等に関する説明） 
中心市街地や既存の商業地域の衰退が進んでいることを受け、持続可能な商

業振興を目的に、中心市街地を始め、商店街や鉄道駅周辺などの店舗を対象に新

設や改装に要する費用の２分の１を補助するものです。 
中心市街地は新設１００万円、改装５０万円、それ以外の区域は新設５０万円、

改装２５万円を限度に補助しています。 
前回指摘のあった、対象区域の見直しについては、実質、市街化区域全域とし

ていましたが、具体的にエリア設定を行い、中心市街地のほか、ＪＲ４駅、名鉄

５駅周辺、７つの商店街（①半田駅前商店街振興組合、②中町商店街振興組合、

③成岩南部商店街振興組合、④ランブリングタウン協同組合、⑤亀崎発展会、⑥

港本町発展会、⑦図書館前通り商店街）などの周辺地域を具体的に示しました。

協議額の５００万円については積算根拠にあるように中心市街地で新設２件、

改装１件、鉄道駅周辺で新設２件、商店街区域で２件、南部市場で１件、計８件

５００万円を計上しています。説明は以上です。 

 
【質 疑】 
（委 員）資料にある要綱には、事業活動を３年以上継続することと規定してい

ますが、確認はしていますか。 
（担当課）商工会議所に確認いただいており、今のところやめてしまった個店は

ないと聞いています。 
（委 員）店舗の移転でも補助の対象となりますか。 
（担当課）改装が伴えば補助の対象となります。２分の１補助なので、工事費が

かかればそれだけ店側の持ち出しも増えてきますが、移転のほかリ

ニューアルオープンの改装でも可としています。 
（委 員）県補助対象である新設以外に半田市は改装も認めていますが、これは

なぜですか。また、愛知県が補助をやめたら、半田市もやめる予定で

すか。 
（担当課）市としては、もともと従来の空き店舗支援として、平成２６年度から

新設も改装も含めて補助をしてきましたが、県はそもそも改装を認

めないという枠組みで始まったことによります。なお、愛知県が補助

をやめた場合、半田市もやめることを商工会議所に伝えてあります。 
（委 員）今のこの形で補助を始めてから、改装の件数が何件あったのかチェッ

クしてください。県補助の対象である新設に市が上乗せで補助する

部分は良いのですが、市が横出しでやっている改装については、これ

を維持していく必要が本当にあるのか整理してください。 
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（委 員）令和元年度の実績見込みは、１０件となっていますが、現時点での交

付実績を教えてください。 
（担当課）現時点での交付実績はゼロです。昨年度に対象エリアを見直したこと

が要因で減ってきたように感じます。これまで、商工会議所に８件の

問い合わせがあり、中心市街地は１件、鉄道駅周辺で２件、商店街区

域で２件ありました。それ以外の３件については、対象エリア外とい

うことでお断りしています。中心市街地の１件については、まだ検討

中で、鉄道駅周辺の１件については、施工会社と時期を詰めていると

ころですが、その時期がずれ込むようであれば申請できなくなると

聞いています。もう一件は、トレーラーハウスの改装を希望している

方が相談に来ている状況です。 
（委 員）平成３０年度に工期が間に合わない等の理由により制度利用を断念

した案件が３件あると記載がありますが、これらが今年度に制度利

用することはありませんか。 
（担当課）窠六のあと地は、焼き肉屋となって既に営業されているので、対象外

となります。他の２件についての詳細は把握しておりませんが、今年

度の移転新設などの期待はできないものだと考えています。 
（委 員）新しい店ができているような印象がありますが、この補助の実績がな

いということは、応募条件にある商店街組合に入るなどの条件が原

因となっているのでしょうか。 
（担当課）条件としては、商工会議所と当該地区の商店街振興組合等に加入する

こととしていますが、これによって手が挙がらないということでは

ないと思っています。昨年までは、基本的に市街化区域全般を対象エ

リアとしていましたが、補助金の目的や狙いを反映するように、対象

エリアを見直した関係で、エリアが実質的に狭まり、先ほどの３件の

ように残念ながら対象とならないケースが増えたと認識しています。 
（委 員）新設で補助対象としている商店街区域は、広くカバーしているのでは

ないかと思いますが、それでも狭いという認識ですか。 

 
（担当課）商店街区域で広いのは成岩南部地区だけで、それ以外のところは駅前

と被っています。どちらかと言うと通り沿いといったイメージで、そ

う広くはありません。令和元年度の予算を編成した段階では１０件

ある見込みでしたが、全く申請が出てこないため、９月には市報で制

度を周知したり、不動産会社に制度を紹介してもらったり、商工会議

所でも周知をしてもらうなどのＰＲはしておりますが、現時点での

実績はない状況です。 
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（委 員）実績がありませんので、件数については考える必要があります。例え

ば、中心市街地の新設２件を１件に、鉄道駅周辺の新設２件を１件、

商店街区域の新設２件を１件にすると、２００万事業費を落とせる

ので、市の持ち出しは前年同額の１７５万円となります。実績がない

ので、こうした形にして、実績が増えたようであればその際に対応し

た方が良いと思います。 
（委 員）本当に自分たちが商業施設を運営していこうという気があれば、自力

でもやると思いますし、さらに補助もある状況で実績が出ていない

ことを考えると、この協議額も見直した方がいいと思います。 
（委 員）補助制度があるにもかかわらず、実績が挙がらないのは不思議ですが、

こうした補助制度があることで、少しでも個店を出そうと思う人が

いてくれるのならば補助の意味はあると思います。これだけの補助

金がもらえるのであれば使いたい人もいるだろうと思います。これ

は、情報が行き渡っていないと考えて、この補助金の有効な活用方法

をもっと知ってもらう努力をする必要があると思います。 
（委 員）私も原因の１つには、ＰＲ不足があるのではないかと感じます。もう

１度、この補助金を使ってもらうためには、何ができるのかを議論し

てください。 
（委 員）それでは、市費が昨年度と同額の１７５万、県費が１２５万円となる

ように、協議額を３００万円に落とすこととします。積算内訳として

は、中心市街地と鉄道駅周辺と商店街それぞれの新設補助２件を１

件に減らします。 

 
【審査結果】承 認：Ａ２（承認条件） 
① 令和元年度の補助実績がないことから当判定額としたため、積極的な PR に

努めること。 
② 商業施設の新築と改装で補助交付機関（国県補助又は市費のみ）が異なるこ

とから、国県補助終了後の補助の在り方など、商店街の活性化の目的達成に

向けた考えを整理すること。 
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経済課 補助金－２７ 中心市街地まちづくり支援事業補助金 
【担当課補足説明】（執行協議書等に関する説明） 
半田商工会議所のまちづくり推進室が実施するまちづくり推進事業に対して

補助をするものです。 
商工会議所は、平成３１年３月に地元の若手商業者を中心に検討してきた「半

田市中心市街地活性化ビジョン」を策定しました。中心市街地のために何かしよ

うと知恵を絞って出されたアイディアを具現化できるよう支援を行い、地域全

体の機運も高めていきます。 
また、これまでは半田運河を活用したキャナルナイトの開催や銀座本町に開

設した「街づくりステーション カガシヤ」では、地元高校生や日福大学生との

コラボ事業をＪＲ半田駅側で事業展開していましたが、今後は名鉄知多半田駅

側を中心に事業展開を図ることとしました。駅前ロータリーやおおまた公園、こ

うせい公園などの公共空間を活用した賑わいイベントの開催、クラシティでは

新規でチャレンジショップ事業として１２０万円を計上して実施することとし

ました。具体的には、会議所が事業者を選定し、この１０月から若者がタピオカ

の店をオープンさせます。将来的に中心市街地でお店が構えられるよう商工会

議所は後方支援を行っていくものです。 
協議額の２００万円については総事業費４００万円に対し、市と商工会議所

が１：１の割合で費用を負担することとなっており、市費２００万円を計上して

います。 
委員より事前質問をいただきました、商工会議所が地域の商業者、関係者と策

定した「中心市街地活性化ビジョン」とは具体的にどんな内容のものか教えてほ

しいとのことについて回答させていただきます。中心市街地は土地区画整理事

業により駅前広場・道路・公園などのハード面は整ったものの、人通りは少なく、

依然として低未利用地が多くあり、かつてのまちの賑わいは失われつつある中、

地域の商業者を中心に、このままでは厳しいという危機感が生まれてきていま

した。 
商工会議所は、今後行われるＪＲ半田駅周辺の高架事業のタイミングを中心

市街地の活性化を図る機会と捉えていることから、地域商業者が中心となった

実効性のあるビジョンを策定する必要があると考え、地域商業者の指針となる

新たなビジョンを策定したものです。 
このビジョンは、概ね１０年計画で中心市街地の現状や課題を整理し、商工会

議所が地域の商業者や事業所とともに、まちの活性化を目指すための基本方針

や実施可能な取組みをまとめたものです、 
今後、商工会議所はこのビジョンに沿った取組みの実現に向け、地域商業者か

ら出された具体的な事業アイディアを関係機関と連携を図りながら具現化でき
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るよう進めていき、本市もサポートしていくものです。 
この９月２８日にマツイシ楽器店よりクラシティに寄贈されるピアノをまち

のストリートピアノとして活用していくアイディアについても、ビジョン策定

メンバーから出され、取り組まれた一例となります。以上で説明を終わります。 

 
【質 疑】 
（委 員）賑わい創出・コラボ事業・実証実験で令和２年度に１７０万円の予算

が計上されていますが、具体的にどのような内容の支出ですか。 
（担当課）名鉄知多半田駅前の駅前ロータリーでのにぎわいフェスタで１００

万円、ビジョンに沿ったアイディア企画の実現のために２回分で５

０万円、おおまた公園で行うコラボ事業で１０万円、地域交流事業と

してカガシヤでやっていた、ちいきの食卓まっさん家を山之神共集

館で開店しているので、これに１０万円の支援を予定しています。 
（委 員）半田まんなかプロジェクトの報償費としての計上は何ですか。 
（担当課）日本福祉大学の先生に対する報償費です。まちづくり勉強会に来てい

ただいています。１年を通してアドバイスや指導をいただいており、

昨年度は十数回きてもらった実績もあります。 
（委 員）コンサルタント委託をやめることが記載されていますが、令和元年度

収支予算書には、コンサルタント委託業務として費用計上されてい

ます。これはどういうことですか。 
（担当課）ＪＲ駅前の活性化については、コンサルを入れて、どうしたら商店街

がにぎわうかということに取り組んできました。その際、周辺住民が

集まる空間が欲しいということで、ミツカンさんから場所を借りて

カガシヤを設置して運営してきましたが、なかなか人が集まる仕組

みができませんでしたので、平成３０年度でやめることとしました。

これを機にコンサルタント委託についても、やめることを決定した

ものです。令和元年度に計上されているコンサルタント委託は、今年

策定したビジョンを進めるための助言をいただくためのものであり、

これまでのコンサルタント委託とは別のものとなります。 
（委 員）令和元年度からそのビジョンに基づいて事業展開していくとのこと

でしたが、このなかでコンサルタントの必要性はどこにあると考え

ているのですか。 
（担当課）令和元年度予算にも計上させていただいてはいますが、商工会議所と

も話す中で、コンサルはできれば使わずにやっていこうとしていま

す。今年度のチャレンジショップ事業で開店したタピオカの店のこ

とで相談することがあれば、使わせていただく可能性はありますが、
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必要なければ未執行でいこうと話をしています。なお、令和２年度に

ついては、コンサルタント委託の費用計上はしていません。 
（委 員）コンサルタント委託は未執行になるとのことですが、他の事業につい

ても執行されたかどうか、実績報告で収支、残余額、繰越金、返納金

までしっかり確認するようにしてください。補助金も市税なので、税

の使い道として正しいかどうかという視点でみてください。商工会

議所のお金とは意味合いが異なりますので、注意してください。 
（委 員）令和２年度には、まちづくり勉強会を企画されていますが、このため

にコンサルタントをお願いすることはありませんか。 
（担当課）昨年度まではビジョン策定もあったことから、日本福祉大学の先生と

地問研のコンサルにも来てもらっていましたが、来年からはやめる

こととしています。 
（委 員）令和元年度から実施するチャレンジショップ事業についてお聞きし

ます。いつまでの補助となりますか。 
（担当課）基本的に６か月単位で、１事業者で最大１年間継続できるような仕組

みになってます。今年タピオカの店が１０月に入りますが、３月に閉

店するか、６か月延長するかを利用者に確認することとなります。そ

のなかで、次に新しくチャレンジされる方を選定していくようなス

キームとなっています。 
（委 員）ひと月当たりの補助額はいくらですか。 
（担当課）賃料について補助を出すこととしており、共益費込みで月８万円、６

か月で４８万円です。また、事業者が変わったときに、入る事業者に

よっては、これまでと異なる店舗設備が必要となる可能性があるた

め、新しく入る事業者に配慮する形で、改装費も補助の対象として、

６０万円を計上しています。 
（委 員）ひと月の家賃は８万円で、これを全額補助しているのですね。８万円

全部というのは税の使い道としては、余りに偏った使い方かなと思

います。そうすると本人負担はゼロになりますか。 
（担当課）光熱水費、駐車場使用料、テナント会の費用はかかってきます。また、

冷蔵庫などの基本備品は当然用意していただきます。 
（委 員）最大１年間ということは、希望があっても同じ場所で事業継続はでき

ないということですね。 
（担当課）このチャレンジショップ事業を利用できる１年間で事業を軌道に乗

せて、次の店をできれば半田市内に出していただく、そして新たな起

業したい人が入れ替わりでこの事業を利用し、そこでまたノウハウ

を学んでお店を出していただくという形で進めていきたいと考えて
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います。 
（委 員）この補助金を受けて事業をスタートすることはいいですが、その後に

半田市以外の自治体に店を出すことは良しとするのですか。 
（担当課）当然、半田市内にお店を出していただきたいという考えではあります

が、今のところ制限はありません。ただし、半田でお店を持ちたいと

いう方を選定し、商工会議所も後方支援することとなっており、空き

店舗で安く良い物件がないかを探していると聞いています。 
（委 員）事業を始めようと思うとお金がかかるので、先行投資を補助してもら

えるということは、比較的お金のない若者などはありがたいと思い

ます。しかし、今まで８万円の補助があったことで、期間が終わって

補助が無くなった時には、より苦しくなると思います。ですので、全

額ではなくて半額だとか、出店者にも負担があるような仕組みにす

るべきだと思います。そもそも、補助がないのが普通だという考えも

必要ではないですか。 
（委 員）対象のエリア内で出店するということであれば、新設するときに半田

市商業施設助成事業費補助金が出るんですよね。チャレンジショッ

プ事業の補助を受けてノウハウを学んでもらって、半田市内に出店

してもらうのが目指すところかと思いますが、その次にもこうした

補助が受けられると説明すれば、半分の家賃負担だとしても事業者

のやる気は出るんじゃないですか。半田市の税金で賃料全額をみて

市外に出店していってしまうことがあると考えると、税の使途とし

ては好ましくないのではないかと思います。 
（委 員）もっと利用者を呼び込むことを考えると、今のスキームでは１つのお

店に年間９６万円、概ね１００万円くらい支払うものですが、これを

２つにわけて５０万円ずつにすれば、２つのお店が出店するかもし

れません。こうした考えはありますか。 
（担当課）過去にも月１万円の設定で同様の事業を募集してみたことはあるの

ですが、なかなか手が挙がらなかった経緯があります。今回出店する

事業者からは、金額の大きな補助をしてくれると、商品の値段設定も

安くできてお客さんもより見込むことができるという声がありまし

た。また、場所も現在は１か所しかないので、こうした形とさせてい

ただいています。 
（委 員）確かに金額を高くすればそれだけ出店への敷居は低くなるのは当然

だと思いますが、補助金という性質を考えると、考慮する点がほかに

もあると思います。それでは、今回は何件申請がありましたか。 
（担当課）２件です。他にももっと手が挙がるようであれば、別の場所で数件と
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いうことも考えていきたいと思います。 
（委 員）８万円でも２件しか申請が出てこないということは、募集の仕方にも

問題があると思います。家賃分を全額補助しますと前面に押し出し

てＰＲしたとすると、もっと申請があってもおかしくないと思いま

す。さらに、仮に半額の補助だとしても、ＰＲ方法を工夫すればこれ

を上回る申請があったかもしれません。 
（委 員）半田市の支出だけで考えるのではなく、そもそもの賃料の部分で、賑

わいビル開発にも安く貸していただけるように交渉するなど、方法

もこれだけではないと思います。 
（委 員）このチャレンジショップ事業などの新しい事業は、会議で概要を説明

するのではなく、会議資料として各事業の費目までわかるような収

支予算書を提出してください。議論するときに必要です。 
（委 員）チャレンジショップの仕組みについては、市の補助金の出し方として

適切かという視点で再検討してください。補助後の出店の場所を制

限する意見や、ビルの管理者に負担を求めるなどの意見もありまし

たので、しっかり議論してください。 

 
【審査結果】承 認：Ａ２（承認条件） 
① 事業計画及び予算書の内容を改め、補助金としての妥当性や金額設定を協議

できる資料の提示をすること。 
② チャレンジショップの制度設計に際し、補助率やチャレンジ後の出店条件な

ど再協議すること。 

 


