
補助金等のあり方に関する
ガイドラインの方向性（案）

補助金等検討部会（財政課、行革・施設管理課）

-1-

平成30年8月23日公表



ガイドライン策定の目的

平成29年3月に改訂した第2次南砺市行政改革実施計画［第2期］（平成29年
度～平成31年度）においては、市民ニーズの変化や成果等を総合的に評価し、
効率的で効果的な内容となるよう、補助金等の整理合理化と交付制度の見直
しについて、改革事項の一つとして掲げています。
このことに関連し、市の今後の財政見通しでは、2019年度の合併算定

替の特例期間終了以降、普通交付税が大きく減少するほか、人口減少に替の特例期間終了以降、普通交付税が大きく減少するほか、人口減少に
よる市税収入等も減少傾向が見込まれるなど、大きな財源不足が生じる
ものと推測されています。
補助金等については、これまでも随時見直しを図ってきたところですが、全
庁的に統一した見直し基準がないまま今日に至っていることから、今後は、補
助金等の既得権益化や類似あるいは重複事業の見直しを始め、補助基準と
使途の明確化を図ることに加え、補助金等交付団体に対する市や市職員の関
与について、本市としての標準化を図る必要があることから、今回、本ガイドラ
インを策定するものです。
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ガイドラインの構成

１．補助金等の定義
２．ガイドラインの位置付け
３．補助金等の区分
４．補助金等に求められる性質４．補助金等に求められる性質
５．補助金等の現状と課題
６．補助金等の標準化に向けた取組
７．補助金等の審査・検証手順
８．市民・団体等への公表及び周知
９．経過措置
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１．補助金の定義

【定 義】

補助金等とは、国または地方公共団体が、各種の行政目的をもっ
て、反対給付を行うことなく個人または団体に対して交付する金銭
をいいます。

【解 説】【解 説】

１．補助金等とは、一般的には特定の事業、研究等を育成、助長す
るために国又は地方公共団体が、公益上必要と認めた場合に限り、
対価なくして交付（支出）するものです。

２．公益上必要があるか否かは、当該団体の長及び議会が、個々
の事例に即して認定するものですが、これは全く自由裁量行為では
なく、客観的に公益上の必要性を認めなければならないものです。
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２．ガイドラインの位置付け
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３．補助金等の区分
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区 分 説 明

制度的補助金等※1
・国、県等の制度に基づく補助金等
・債務負担行為等に基づく補助金等
・一部事務組合等への補助金等

扶助的補助金等
児童福祉施設や社会福祉施設の利用者負担金を軽減するなど、扶助目的の

ための補助金等

奨励的補助金等
全国大会出場激励金や英語検定料負担金等のように、市が推進する政策の

一環として奨励する事業に対して交付する補助金等

事業費的補助金等
団体等が行う公益性のある事業に必要な経費に対して支援するため交付す

る補助金等

【目的・性質による区分】

団体運営費的補助金等
公益性のある団体等※2の運営に必要な基礎的な経費※3に対して交付する補

助金等

※1：①国県支出金等を市の予算を通じて交付するもの（市の負担なし）
②国県支出金等の交付に伴い、市も応分の負担を伴って交付するもの（市の義務負担が求められるもの）

※2：公益性のある団体等とは、法令等により設置が義務付けられている団体のほか、一般社団法人や任意の団体を含む

区 分 説 明

定 額 補 助 一定額を交付する補助

定 率 補 助 補助対象となる事業の所要額に、一定の率を乗じて算出する補助

そ の 他 会員数での人数割りなど、定額又は定率のどちらにも当てはまらない補助

【交付額又は補助率による分類】
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４．補助金等に求められる性質
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５．補助金等の現状と課題
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＜参考＞平成２９年度調査結果（抜粋）

１．補助金等の分類と交付総額

２．補助金等交付要綱の整備状況
要綱あり（67％） 要綱なし（33％）

制度的補助金
（10％）
57事業

831,277千円
39.1％

扶助的補助金
（3％）
15事業

12,832千円
0.6％

奨励的補助金
（7％）
43事業

138,189千円
6.5％

事業費的補助金（36％）
208事業

595,778千円
28.0％

団体運営費的補助金
（40％）
233事業
85,970千円
4.0％

事業費的＋団体
運営費的補助金
（4％）
26事業

464,363千円
21.8％

合計 582事業 2,128,409千円

３．補助率の状況

４．補助終期の有無

要綱あり（67％）
213事業

要綱なし（33％）
107事業

2分の1（17％）
54事業

定額（19％）
60事業

補助率なし（37％）
117事業

その他（27％）
89事業

終期設定なし（82％）
264事業

終期設定あり
（18％）
56事業

調 査：平成29年10月～12月
調査対象：19節から支出された事業費
決算年度：平成28年度
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≪一覧≫

補助金等の標準化に向けた取組項目

（１）補助金等の交付に関すること （４）補助効果の検証
① 交付要綱等の制定
② 補助金等交付の制限 （５）見直しの時期
③ 補助終期の設定

（６）補助金等の公表
（２）補助金額に関すること
① 適正な補助金額（補助率）の設定① 適正な補助金額（補助率）の設定
② 補助対象経費の考え方
③ 補助金等交付額の適正化に向けた取組
④ 補助金等により取得した財産の取扱い

（３）補助団体に関すること
① 間接補助（迂回補助）の是正
② 交付団体と行政の関わり方
③ 団体等からの事業計画書・収支予算書の提出
④ 団体等の法令順守
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６．補助金等の標準化に向けた取組

（１）補助金等の交付に関すること
① 交付要綱等の制定
＜規定内容（原則）＞

a.目的、趣旨
b.補助対象となる事業（限定列記）b.補助対象となる事業（限定列記）
c.補助対象経費（限定列記）
d.補助率、補助単価、補助金上限額
e.終期（附則規定）

（ｆ．事業計画変更等の承認：任意規定（補助対象経費の20%超の増減））
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② 補助金等交付の制限
＜原則＞
市が交付する補助金等には、「制度的補助金」、「扶助的補助金」、
「奨励的補助金」、「事業費的補助金」及び「団体運営費的補助金」が
あるが、このうち「団体運営費的補助金」は交付しない取扱いとする。
ただし、下記に該当する場合に限り、「団体運営費的補助金」を交付
することができることとする。

ａ．市の行う事務の代替的機能を有し、かつ他に当該事務を行う者がａ．市の行う事務の代替的機能を有し、かつ他に当該事務を行う者が
いない。 （南砺市社会福祉協議会等）
ｂ．他の地方公共団体等との広域的な連携等により、市民福祉の向
上に寄与する。（全国市長会等）
ｃ．ボランティア的団体で、その設立に行政が深く関与しており、市補
助金以外の自主財源がない。（保護司会等）
ｄ．設立後間もない団体等で、財政的援助が必要（現在なし）

③ 補助終期の設定
サンセット方式（3年）の導入を原則
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（２）補助金額に関すること
① 適正な補助金額（補助率）の設定

補助率の設定に当たっては、補助基本額（補助対象経費）の1/2以内
を原則とし、行政の担うべき役割（責任）に応じて設定する。（現行の補
助金交付要綱に定める補助率（補助金額）を超えないこと。）
ただし、公益性の特に高い事業は、1/2以上の補助率（上限は4/5）を
例外的に認める取扱いとする。（例：世界遺産保存事業等）

区 分 補助対象経費 補助率等

制度的補助金等 ・法令等の規定に基づくもの
・規約又は債務負担行為等に基づくもの

法令等、規約又は債務負担行
為等に基づく補助（負担）率を適
用用

扶助的補助金等 ①自然災害等により、被災者の生活支援に要する見
舞金
②自然災害等により、事業者が当面の運転資金の融
資を受けた際の利子補給金
③児童、生徒の健全育成のため、経済的支援が必要
と認められるもの（保育料の軽減、多子世帯又はひと
り親世帯への経済的支援金）

①１世帯当たり100万円以内
（別途加算措置を認める場合
有）
②償還利子の1/2以内
③対象経費の1/2以内

奨励的補助金等 市の政策上、奨励する事業に対する経費 対象経費の1/2以内

事業費的補助金等
公益的事業に要する経費 原則1/2以内

資産形成に要する経費（備品購入費） 原則1/3以内

団体運営費的補助金等 団体の運営に必要な基礎的経費

原則1/2以内
※事業費補助率と同等もしくは
それ以下

※2020年度以降の補助金等については、当分の間、本ガイドラインに基づくこととし、当初予算編成方針における
シーリングの対象外とする。
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② 補助対象経費の考え方
・補助対象経費は、個別要綱に規定することを必須とする。

・補助対象経費の積算は、最も効率的かつ経済的な方法で行い、必要
最低限のものに限定する。
・補助対象経費として認められるのは、当該事業を実施するため密接
に関係があり、かつ真に必要な最低限の経費のみに限定する。

補助対象経費と認める経費は、次ページの表を基準として、当該補助事
業の目的や求める成果等に応じて、要綱に限定列記する取扱いとする。
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≪補助対象経費≫

区 分 補助対象経費

制度的補助金等 ・法令等の規定に基づくもの
・規約又は債務負担行為等に基づくもの

扶助的補助金等 ・自然災害等により、被災者の生活支援に要する見舞金
・自然災害等により、事業者が当面の運転資金の融資を受けた際の
利子補給金
・児童、生徒の健全育成のため、経済的支援が必要と認められるもの
（保育料の軽減、多子世帯又はひとり親世帯への経済的支援金）
※障がい者に対する住宅（自動車）改修費用や作業所等への通所費用に対する助成等
は、「扶助費」として取扱うこととする。は、「扶助費」として取扱うこととする。

奨励的補助金等 ・市の政策上、奨励する事業に対する経費
※宿泊料に対する補助については定額制を採用し、事業目的に応じて補助金の上限額
を定める取扱いとする。

事業費的補助金等
団体運営費的補助金等

・賃金、報償費、旅費、消耗品費、燃料費、食糧費（会議時における湯
茶に限る。）印刷製本費、光熱水費、修繕料、役務費、委託料、使用
料及び賃借料、工事請負費、原材料費、備品購入費、償還金利子
・法令等により設置されている公共的団体及び市の行う事務の代替
的機能を有し、かつ他に当該事務を行う者がいない団体へは、上記の
ほか、給料、職員手当、共済費を補助対象経費とする。
※公共的団体：南砺市商工会、南砺市社会福祉協議会、南砺市シルバー人材セ
ンター、南砺市友好交流協会、南砺市観光協会、南砺市防犯協会、南砺市体育
協会 等々
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≪補助対象外経費≫

区 分 補助対象外経費 説 明

事業費的補助金等 宿泊料 研修、視察等に伴う宿泊料は、事業推進に直接結びつくこ
とは考えらないことから、対象外経費とする。（講師に係るも
のを除く。）

団体運営費的補助
金等

人件費 団体運営のための人件費は、事業に直接結びつかないこ
とから対象外とする。ただし、事業の推進に必要な業務に
係る人件費については、官民間における果たすべき役割の
程度に応じ、補助対象経費とする。

宿泊料 研修、視察等に伴う宿泊料は、事業推進に直接結びつくこ宿泊料 研修、視察等に伴う宿泊料は、事業推進に直接結びつくこ
とは考えらないことから、対象外経費とする。（講師に係るも
のを除く。）

交際費、慶弔費、
食糧費、懇親会費、
土地建物賃借料

事業推進に直接結びつかないと考えられることから、対象
外経費とする。（食糧費中、会議時の湯茶代は除く。）

負担金等 上部（下部）団体等に対する負担金は、補助金交付の効果
を検証することが困難なため、原則として対象外とする。

その他 上記以外に、社会通念上、公費で負担することが適当でな
い経費については対象外とする。
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③ 補助金等交付額の適正化に向けた取組
ａ．繰越金・積立金等がある場合
事業費的補助金等の交付を受けている団体等のうち、繰越金や積
立金等（以下「補助事業に係る繰越金等」という。）がある場合には、当該
補助事業に係る繰越金等が0円となるまでの間は、交付要綱に定める補
助金等の算定額から、当該補助事業に係る繰越金等を減じた額を、当該
年度の交付上限額とする。（負数の場合は、交付しない。）
また、団体運営費的補助金等の交付を受けている団体等のうち、自己
財源比率が50％以下かつ繰越金比率10％以上の団体等にあっては、当財源比率が50％以下かつ繰越金比率10％以上の団体等にあっては、当
該補助事業に係る繰越金等が0円となるまでの間は、前年度交付額から
5％を減じた額を、当該年度の交付上限額とする。
ｂ．扶助的補助金等
補助率を1/2以内に見直すことを原則とする。

ｃ．奨励的補助金等
原則、現行の奨励的補助金等は、2019年度限りで全て廃止する。
ただし、当該廃止することとした奨励的補助金等のうち、人口減少対策
に資する事業にあっては、補助率を1/2以内に見直した上で、継続の是
非について検討する。
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ｄ．事業費的補助金等及び団体運営費的補助金等
本ガイドラインに基づき制定（一部改正）された補助金交付要綱に定め
る補助率（原則1/2以内）を適用した補助金額とする。（ただし、3年間の激
変緩和期間を設ける。）
ｅ．補助率の設定がない補助金等
補助金交付要綱に補助率の定めがない補助金等については、現行の
補助単価又は補助上限額の1/2以内を原則として、補助単価又は補助上
限額を縮減することとする。（ただし、3年間の激変緩和措置期間を設け
る。）る。）
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④ 補助金等により取得した財産の取扱い
「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」

（昭和30年法律第179号）
第22条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加
した政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金
等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保
に供してはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。

上記規定を参考に、南砺市補助金等交付規則第18条の規定に基づき、適上記規定を参考に、南砺市補助金等交付規則第18条の規定に基づき、適
切に取り扱うよう、市として助言する。

「南砺市補助金等交付規則」（平成16年南砺市規則第36号）
(財産の処分の制限等)
第18条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち次に掲げるものを、市長の承認を受けないで、補助金等の
交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び耐用年数を考慮
して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要と認めて市長が指定するもの
2 市長は、前項に規定する財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようと
するときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべきことを命ずることができる。
3 市長は、前2項に規定する財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようと
するときは、補助事業者に対し文書を交付して通知するものとする。
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（３）補助団体に関すること
① 間接補助（迂回補助）の是正
・直接補助への見直し

② 交付団体と行政の関わり方
・民間と行政の役割分担の明確化
・行政は、助言・サポート役

③ 団体等からの事業計画書・収支予算書の提出
・事業内容の明確化・事業内容の明確化
・経理状況の確認

④ 団体等の法令順守
・「双方代理」の回避

※双方代理：同一人が法律行為の当事者双方の代理人になることをいう。（民法第108条
本文後段）
例：南砺市長（一般会計）と南砺市病院事業開設者 南砺市長（病院事業会計）との契約は、
同一人による契約に当たることから、契約当事者のどちらか一方が、契約権限を第三者（例
えば、病院事業管理者＝副市長）に委任した上で契約することが望ましい。
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（４）補助効果の検証
・事業成果の見える化（数値化、ＫＰＩの設定）
・費用対効果の検証

（５）見直しの時期
・３年ごとに見直すことを原則－ PDCAサイクルの確立
（見直しのサイクルは、次ページ参照）

（６）補助金等の公表
・団体名、補助率、補助金額、事業内容、費用対効果 等々・団体名、補助率、補助金額、事業内容、費用対効果 等々
・市ホームページ、情報公開コーナーでの公開
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≪補助金等の見直しのサイクル≫
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７．補助金等の審査・検証手順
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■チェック項目

大分類 具体的なチェック項目

書 類 ①必要な書類が不備なく提出されているか（領収書の確認等）

公益性

①市が果たすべき役割であるか、又はその範囲内か

②行政目的・需要に沿ったものであるか

③社会情勢から見て必要性（社会重要）はあるか

④客観的に見て、公益上必要があると認められるか（補助対象とすることへの合理性）

⑤受益者が特定の者に限定されていないか

①同一目的・類似のものが他にある中で、それらとの整合性は図られているか

（ケースによっては、統廃合することにより効率性が向上するものではないか）

②補助事業と同種 類似の事業を国県又は市が実施しているため 事務事業が重複していない

公平性

②補助事業と同種・類似の事業を国県又は市が実施しているため、事務事業が重複していない

か

③同種、類似の補助金等に比べ、補助率、補助金額にかい離が生じていないか

④他団体に比べ、補助率、補助金額にかい離が生じていないか

⑤同一団体に対し、複数の補助金が交付されていないか

有効性

効率性

①交付期間が長期間にわたり、固定化・既得権益化していないか。

②施策の浸透、普及等により、事業目的がすでに達成されている事務事業ではないか。

③補助効果がしっかりと確定し、今後もその効果が上がることが期待できるか。

④社会情勢が変化したことなどにより、当初の補助目的にある効果が薄れてきてはいないか。

⑤形成的、慣例的に補助されているため、補助対象事業の内容等がはっきりとせず、補助金等

の使途が不明瞭になっていないか。
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大分類 具体的なチェック項目

適正性

①補助金等の支出根拠が不明確でないか
②補助金等の使途及び会計処理が不適切でないか
（例：
・交際費、慶弔費、懇親会等の飲食に対して補助していないか
・団体経費の大半が運営費でないか
・決算額に対し、会議費の割合が高くないか など ）

③繰越金（剰余金）や積立金が補助金額を超えていないか
④単年度補助事業以外の補助金等で、交付期間の終期が設定されているか
⑤補助金等交付団体等が、他団体又は個人に対して再補助していないか

適格性

①会費を徴収する等、自主財源の確保に努めているか
②市が事務局機能を持つ団体等にあっては、自主自立に向けた取り組みがなさ
れているか
③法人税法（昭和40年法律第34号）をはじめとする各種法令等に抵触する事実
がないか
④団体等の事業活動内容が、団体の設立目的に合致しているか

-29-



８．市民・団体等への公表及び周知

■公表内容
・補助金等交付団体名
・補助率
・補助金額
・補助内容

補助金制度における

「透明性」「客観性」を・補助内容
・費用対効果 等々

■公表手段■
・市ホームページ
・情報公開コーナー 等々

「透明性」「客観性」を
担保
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９．経過措置
（１）経過措置１

ガイドライン制定後の激変緩和措置として、３年間の経過
措置を設ける。

≪例≫補助率10分の10→2分の1の場合
2019年度補助金等交付決定額 １００万円2019年度補助金等交付決定額 １００万円

⇒ ガイドラインによる見直し後の補助金等算定額 ５０万円

2019年度 1,000,000円

2020年度 800,000円 前年度（2019年度）×0.8※

2021年度 640,000円 前年度（2020年度）×0.8

2022年度 512,000円 前年度（2021年度）×0.8

2023年度 500,000円 補助対象経費の1/2

※1：経過措置期間中の縮減額（率）は、見直し後の補助金等算定額との差額を３等分した金額又は定率を乗じることを基本とする。
※2：経過措置期間中における減額率は、現行の補助事業における補助率によって異なる。

経
過
措
置
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（２）経過措置２
下記に該当する補助金等については、2019年度までの例
による。（本ガイドラインの対象外とする。）
① 平成28年3月策定の「南砺市第三セクター改革プラ
ン」及び「第2次南砺市公共施設再編計画」に基づき交
付することとされている補助金等

（例：福野まちづくり株式会社運営事業補助金、（仮称）社会福祉施設再編
改修等補助金 等々・・・）改修等補助金 等々・・・）

② 平成27年9月策定の「南砺幸せなまちづくり創生総合
戦略事業」等の補助金等のうち、2019年度中まで交付決
定された補助金等で、複数年度にわたり交付することとし
ている補助金等
（例：奨学資金支援助成金、起業家育成支援事業補助金、定住促進雇用対
策事業奨励金、民間賃貸住宅居住補助金、三世代同居奨励事業補助金、
観光資源発掘事業補助金 等々・・・）
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（３）経過措置３
2019年度から交付することとしている「小規模多機能自
治」に係る補助金等については、おおむね3から5年程度の
経過措置期間を設けることとし、その後、本ガイドラインの
趣旨に基づき、所要の見直しを随時進めていく。
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今後のスケジュール（案）
月 日 内 容

2018年07月24日 行革推進本部会議にて、「ガイドラインの方向性（案）」について協議、確認

2018年08月06日 全員協議会にて、「ガイドラインの方向性（案）」について協議

2018年08月08日、09日 「ガイドラインの方向性（案）」に対する職員説明会の開催

2018年08月23日 行革推進委員会にて、「ガイドラインの方向性（案）」について協議

2018年08月～随時 「ガイドラインの方向性（案）」に基づき、補助金等交付団体への周知・説明（所管課）

2018年08月下旬～ 「ガイドラインの方向性（案）」を市ホームページ・情報公開コーナーでの周知

2018年11月～12月 行革推進本部会議にて、「ガイドライン（案）」の協議、確認

2018年11月～12月 全員協議会にて、「ガイドライン（案）」について協議

2018年12月下旬 行革推進委員会にて、「ガイドライン（案）」の協議

2019年10月～ ガイドラインに基づく2020年度当初予算要求 予算査定 予算（案）の確定

2020年04月～ ガイドラインに基づく新たな補助金交付制度の運用開始
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