
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



はじめに 
 

 

～統一された交付基準づくり～ 

 

石狩市では、補助金の透明性や公正性の確保を目的に、新たな補助基準を作

成するため、昨年４月に「補助金システム検討チーム」を立ち上げ、そこで検

討された結果できあがった「新たな補助基準（素案）」をもとに８月には補助金

担当課にその適用を依頼し、意見集約するなど、試行錯誤しながらこれまで補

助金の見直しを進めてきました。また、これについては、「石狩市行政改革懇話

会」でもご議論いただき、本年３月には同懇話会より、「補助金の財源は、広く

市民から納付された税金が原資であり、税の有効活用と公益性のもと、補助金

の内容についても、広く市民に公開していく必要がある。」とのご提言をいただ

いたところであります。 

このような過程を経て、地域の公共的課題の解決の市と市民の協働の一つの

手段として補助金を位置付け、本年７月に補助金を支出する際の基準として、

「石狩市補助金等交付基準（案）」を作成しました。 

 今後は、より深まる公共サービスへの需要に対応するため、行政と活動を共

にしていただくための最適な選択が必要になります。そのためには市民活動と

行政活動のそれぞれの長所や短所などお互いの本質を理解して尊重するととも

に、お互いに協働の目的が何であるかを理解し、そして共有する必要がありま

す。また、それが独善に陥ることのないようにそれが開かれた状態であること

も協働関係の維持・発展には必要です。 

そのために市役所が支出する様々な補助金について、統一された交付基準を

設けることで、補助金事務をより公平で効率的なものとし、また、この基準を

広く公表することで、事務の透明性を高めようとするものです。 

 急激な少子高齢化など社会構造の大変革を前に、今ほど地域の力や市民力が

試される時代はありません。そのために行政に何ができるのかの答えとして、

補助金の見直しがあると考えますことから、市の原案について一人でも多くの

市民の皆さんからの貴重なご意見をお寄せいただければ幸いです。 
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１ 新たな補助金システムのイメージ 

 

 新たな補助金システムのイメージ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

補助金 
 

補助金は、公益性のあ

る活動事業を補
．
い
．
助
．

ける
．．

ための金銭給付

で、最も奨励、助成的

な趣旨に近い公金支

出と考える。公益性の

ある活動でも事業主

体（市民・団体）の自

主性・任意性が高い活

動をこれに位置付け

る。 
事業主体の裁量・自

由度が高いのならば

資金面に対する行政

依存度も低くなる。

（補助率２分の１以

内） 

交付金 
 
市から一定要件の資

金供与により事業主

体（市民・団体）が労

力等の負担提供を伴

いながらも、協働（パ

ートナーシップ）によ

り公共公益性のある

活動を展開するケー

スを位置付ける。公費

の使途よりも公共公

益性の効果を重視。

（先に交付金があっ

てそれをベースに公

共公益活動を発展さ

せられるようなもの） 

拠出金 
 
市の施策事業とほぼ

同様あるいは本来市

が実施するような事

業・活動を事業主体

（市民・団体）が行う

場合は、その事業効果

は 100％行政（公共

性）効果と考えられ、

その活動にかかる資

金は市が拠出する。

（行政から見ると、必

要経費の１００％を

資金提供し、実質行政

サービスを展開する

ようなもの） 

現行の補助金等 
行政の主体性・関与・資金提供 低 

市民（団体）の自主性・任意性 高 

１ 
高 
低 



２ 見直しのポイント 

（１）現行の補助金等を自主性の高い（行政の主体性が低い）活動を行っているものから

順に「補助金（資金援助的補助）」、「交付金（政策誘導的補助）」、「拠出金（負

担金的補助）」の３つに分類し、その分類ごとに市が支出する額を定めます。 

 

これまで見直し作業を進めてきましたが、多種多様な補助金を一括りにしたまま補助基

準を適用することは難しいことから、前頁の「新たな補助金システムのイメージ」のとお

り現行の補助金を自主性の高い（行政の主体性が低い）活動を行っているものから順に大

きく分けて補助金、交付金及び拠出金（以下「補助金等」という。）の３つに分類します。 

また、従来、行政活動は多様化する公共サービスの需要に対応するため拡大を続けてき

ました。しかし、こうした結果として市民の自主的な活動を阻害してきたことも否めませ

ん。今後は市民の活動を公共的課題の解決にあたって、行政の対等なパートナーとして認

識することになるので、市民の自主的な活動を阻害しないためにも市の支援は側面的なも

のとし、市民が自主的に担っている部分を超えないこととすべきです。 

このため、「補助金」については、自主性・任意性が高い活動に対して交付するものであ

ることから、市が支出する額は補助基本額の２分の１以内とします。「交付金」については、

公費の使途よりも事業効果に着目するものとすることから、市の負担は定額または一定の

算式により算出した額とし、精算もなしとするなどできるかぎり事務手続の簡素化を図り

ます。なお、精算行為を必要としない分、「交付金」については、規則、要綱等の整備、事

業評価（詳細）を義務付けます。「拠出金」については、行政の主体性が高いため、市の負

担は毎年度予算査定の中で決定します。 

なお、補助金等のうち、国・道などの法律・条例等により別に定められているものなど

については、このかぎりではありません。 

 

（２）補助金等の分類は定期的に見直します。 

 

補助金等が常に時代のニーズにあった事業であり続けられるよう、その分類については

一定の時期に見直しを図ることが必要です。このため、３年ごとに見直しを行います。 

 

（３）補助対象外経費を定めます。 

 

現在の補助金等は交際費や懇親会の飲食費などに対して交付しているものが見受けられ

ます。これらは、公費支出の必要性が必ずしも明確ではありません。このため、市民活動

と行政活動の相互を尊重し、適正な関係を維持するためにも、補助金及び交付金について

は、このような経費を補助対象外経費とします。 

また、団体が１年を超えて長期雇用している職員の人件費に対して市が補助金を交付す

ることは、市が間接的に当該職員を雇用しているとも言えます。このため、補助金につい

ては、このような経費を補助対象外経費とします。 
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（４）補助金等の概要を市民に公表します。 

 

補助金の透明性を確保するためには、できるかぎり多くの市民に公表することが必要で

す。また、市が支援する市民活動の公開は、市民の皆様により広く参加していただくため

のアピールにもなることが期待できます。これは、市民活動が市民権を得るためには避け

て通れないものと考えます。 

このため、会計年度終了後に補助金等の名称、金額、交付先及び事業内容などを市のホ

ームページに掲載します。ただし、個人給付の補助金等については、個人名の公表を差し

控えます。 

 

（５）補助金等にかかる事務手続を簡素化するため、「石狩市補助金等交付規則」を見直

します。 

 

現在の補助金等にかかる事務手続は非常に複雑であり、様式を簡素化するなど「石狩市

補助金等交付規則」の見直しを図ります。 
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３ 石狩市補助金等交付基準（案） 

 

 石狩市補助金等交付基準（案）  
 
（目的） 

第１条 この基準は、本市が支出する補助金等について、補助金等の透明性、公共性及び

公益性を図ることにより、補助金等の適正化と効果的かつ効率的なものとして運用する

ために策定したものである。 

（定義） 

第２条 この基準において「補助金等」とは、本市が団体、個人の行う特定の事務事業に

対し、公益上必要があると認めた場合に、その事務事業の実施にあたり行政目的を効果

的かつ効率的に達成するため、相当の反対給付を受けることなく交付する給付金で、次

に掲げるものをいう。 

(1) 補助金（資金援助的補助） 公益性のある活動事業を補い助けるための金銭給付で、

公益性のある活動でも事業主体（市民・団体）の自主性・任意性が高い活動をこれに

位置付ける最も奨励、助成的な趣旨に近いもの。 

(2) 交付金（政策誘導的補助） 市から一定要件の資金供与により事業主体（市民・団体）

が労力等の負担提供を伴いながらも、協働により公共公益性のある活動を展開するも

の（先に交付金があってそれをベースに公共公益活動を発展させられるようなもの）。 

(3) 拠出金（負担金的補助） 市の施策事業とほぼ同様あるいは本来市が実施するよう

な事業・活動を事業主体（市民・団体）が行うもの。 

（補助金等交付の基本方針） 

第３条 補助金等の交付は、地方自治法の規定に基づき、公益上必要のある場合に限られ

るものであり、その判断にあたっては、十分かつ客観的に妥当性があることを念頭に厳

正に行うものとする。なお、次の各号に掲げるものについては補助金等を交付すべきで

はない。 

 (1) 本来、国、北海道、民間等が負担すべきものであり、市の財政負担が適当でないも

の 

(2) 事業の創設当初と事情が変化し、事業の目的並びに効果が不明確と思われるもの 

(3) 零細な補助金等で事業効果が薄いと認められるもの 

(4) 各種団体補助などにおいて、事業主体の自己資金で十分運営が可能なもの 

(5) 融資等への転換により、費用対効果の最適化が図られるもの 

(6) 予算決算の管理、事業計画及び事業報告ができていない団体に対するもの 

（補助対象外経費） 

第４条 補助対象外経費は、補助金にあっては次の各号の全部、また、交付金にあっては

次の第２号から第６号に掲げるとおりとする。ただし、拠出金についてはこのかぎりで

はない。 
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 (1) 人件費（雇用期間が１年を超える者が対象） 

 (2) 交際費 

 (3) 慶弔費 

 (4) 飲食費（会議等における茶菓及び来賓等への昼食のほか、レセプション事業や給食

サービス事業など交付目的と飲食費が密接に関わるものを除く） 

 (5) 懇親会費 

(6) その他社会一般通念上公金でまかなうことがふさわしくないもの 

（市が支出する額） 

第５条 市が支出する額は、次のとおりとする。 

(1) 補助金 補助金事業の評価は、公費の使途を重視するものであり、事業主体の裁量・

自由度が高く、資金面に対する行政依存度も低いことから、市が支出する額は補助基

本額の２分の１以内とする。 

(2) 交付金 交付金事業の評価は、公費の使途よりも事業効果を重視するものであるこ

とから、市が支出する額は定額または一定の算式により算出するものとする。 

(3) 拠出金 拠出金事業による効果のほとんどは行政効果と考えられることから、その

活動にかかる資金は市が拠出するものとし、市が支出する額は毎年度予算査定のなか

で決定するものとする。なお、拠出金であっても、本来補助金や交付金に分類される

ものを含むものについては、規則、要綱等を整備し、補助金的な事業にあっては補助

基本額の２分の１以内、交付金的な事業にあっては定額または一定の算式により市が

支出する額を明記するものとする。 

（交付金事業の特例） 

第６条 交付金事業については、事業効果に着目するものであることから、次のとおり取

り扱うものとする。 

(1) 被交付団体等に対して交付申請時に具体的な事業効果の予測を行わせるものとする。 

(2) 精算行為を必要としないものとする。 

(3) 交付金の交付に際し根拠法令等に定めのないものについては、規則、要綱等を整備

し、交付する目的、対象、金額の積算基準及び終期等を明確にするものとする。 

(4) 上記第３号の規則、要綱等の終期設定にあたっては、事業内容及び効果を考慮して

定めるものとするが、特に事情のないかぎり３年とする。 

 (5) 事業を客観的に評価させるため、事業評価を義務付けするものとする。 

（補助金等の分類） 

第７条 補助金等の分類については、別表のとおりとする。ただし、３年ごとに見直しを

図るものとする。 

（適用除外） 

第８条 次の各号のいずれかに該当する場合については、この基準を適用しないものとす

る。 

 (1) 元金及び利子の補給事業に係るもの 

 (2) 債務負担行為設定済みのもの 

 (3) 国・道などの法律・条例等により別に定められているもの 
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(4) 市が市以外の団体等と事業実施のために設立する実行委員会形式のもの（毎年度継

続して実施している事業にかかるものを除く） 

(5) その他市長が特に必要と認めるもの 

（補助金等の公表） 

第９条 補助金等については、会計年度終了後に補助金等の名称、金額及び交付先を市の

ホームページに掲載しなければならない。ただし、個人を対象に交付した補助金等につ

いては、交付先である個人名の公表を差し控えるものとする。 

   附 則 

この基準は、平成１７年４月１日から適用する。 

 

（別表）補助金等の分類 

 
１ 補助金 

男女共同参画自主研修参加費補助金 

農業所得協力委員会補助金 

暴力追放運動推進協議会補助金 

食品衛生協会補助金 

生ごみ処理機等購入助成交付金 

遺族会補助金 

ひまわり手輪の会補助金 

手話サークルミズバショウ補助金 

高齢者等消融雪機器設置費補助金 

障害老人と共に歩む会運営補助金 

身体障害者福祉協会補助金 

聴力障害者協会補助金 

手をつなぐ親の会補助金 

北海道精神障害者家族会大会補助金 

旧役場周辺地区市街地再開発事業補助金 

土地区画整理事業助成金 

農業振興奨励補助金（農業まつりを除く） 

漁業振興奨励補助金（荷捌所海水殺菌装置設置補助

金、漁業活性化資金利子補給を除く） 

石狩救難所強化運営事業補助金 

労働相談所運営補助金 

商店街除排雪事業補助金 

商店街等いきいき推進事業補助金 

校長会補助金 

教頭会補助金 

私立幼稚園振興会補助金 

青年団体連絡協議会補助金 

ＰＴＡ連合会補助金 

ユネスコ協会補助金 

芸術文化振興奨励補助金 

地域創造アトリエ事業補助金 

郷土研究会補助金 

全国・全道スポーツ大会参加補助金 
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２ 交付金 

職員福利厚生会交付金 

西生振内水排除組合補助金 

札幌人権擁護委員協議会石狩部会補助金 

特色ある交通安全運動事業に係る交付金 

札幌北交通安全協会石狩支部補助金 

防犯協会連合会補助金 

保護司会石狩分区補助金 

消費者まつり補助金 

衛生団体連合会補助金 

森林整備地域活動支援交付金 

北の森づくり緊急対策事業補助金 

緑化推進協議会補助金 

民生委員児童委員連合協議会補助金 

まちかどサポートセンター運営支援事業補助金 

家族介護者ヘルパー受講支援事業補助金 

ふれあい雪かき運動助成事業費 

敬老会交付金 

高齢者クラブ運営事業補助金 

身体障害者自動車運転免許取得費等補助金 

社会福祉法人保育所運営補助金 

障害児保育運営補助金 

認可外保育運営補助金 

時間延長・一時保育事業補助金 

精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成金 

介護サービス利用者負担軽減等対策事業補助金 

道路愛護組合交付金 

冬期迷惑駐車対策活動助成金 

河川愛護組合交付金 

農業振興奨励補助金（農業まつり） 

商工会議所経営改善普及事業補助金 

北海道遺産石狩川歴史・文化伝承事業補助金 

工場等立地促進奨励金 

私立幼稚園障害児教育補助金 

私立幼稚園運営補助金 

私立幼稚園水泳学習補助金 

家庭教育学級開設事業費 

市民文化祭補助金 

文庫連絡会補助金 

モデル子ども会交付金 

地域青少年健全育成活動補助金 

子ども会育成連絡協議会補助金 

 
３ 拠出金 

石狩国際交流協会補助金 

連合町内会連絡協議会補助金 

街路灯組合補助金 

交通安全推進委員会補助金 

消費者協会補助金 

社会福祉協議会補助金 

（社）石狩市シルバー人材センター運営補助金 

（社）石狩観光協会補助金 

教育振興会補助金 

中学校体育連盟補助金 

沖縄県恩納村交流事業補助金 

文化協会補助金 

（財）石狩市体育協会補助金 
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