Ｈ３０ 第３回 南砺市
行政改革推進委員会

資料１

「南砺市補助金等のあり方に関するガイドライン（案）」に対する論点
（平成 30 年度 第 2 回南砺市行政改革推進委員会（H30.12.25 開催）
）

論点１．[三谷委員]小規模多機能自治について市から支出する金銭は、負担金、補助金、
交付金のどれに分類されるのか？
回答１．①法令又は契約等の定めがない、②補助率の適用がなく、また、原則として精算
行為を伴わない、③実施する事業の全部（又は一部）について特定されていない、の観
点からすると、小規模多機能自治に関して市から支出する金銭は「交付金」である。
論点２．[三谷委員]小規模多機能自治について市から支出する金銭の補助率はいずれ 1/2
以内に見直されるのか？
回答２．論点１のとおり、小規模多機能自治について市から支出する金銭は「交付金」と
して整理されるものであり、交付金については、補助率という概念そのものがなく、あ
る一定の基準（人口や世帯数など）に基づいて支出する性質であるものと考えている。
従って、4 月からスタートを切る小規模多機能自治推進のための「住民自治推進交付金」
には、補助率は適用されない。
論点３．[松本副委員長]イベント事務局と行政センターの関わり合いについて、今後の見
通しを示してほしい。
回答３．行政センター機能のあり方に関する方向性については、今後、地域審議会など、
あらゆる機会を通じて、丁寧な説明に努めることとしている。
なお、次回委員会では、ロードマップを含めた基本的な考え方（人員、処理する事務、
事務局機能移管のスケジュール等）を提示することとしている。
論点４．[小林委員]各種団体補助金等における人件費の縮減目標を立て、3〜5 年の期間に
計画的に進めていけばどうか？
回答４．市長政策部担当部長答弁のとおり。（まずは「一律」（今あるデコボコをならし、
同じレベルで補助金を考えること）を目指していき、次の段階で「目標値を定めて実施」
していくものと考える。
）
論点５．[中野委員]小規模多機能自治に関しては、交付金という考え方でいいのか確認し
たい。
「交付金」である。）
回答５．回答１のとおり。
（
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論点６．[島田委員]地域の社会ニーズ等に応じ、新たな補助金が必要とされた際に、どこ
に相談し、どんな基準で採用されるのかといった指針をガイドラインに示してもらいた
い。
回答６．公益性や公平性、あるいは有効性の判断は、ケースバイケースとなることから、
新たな補助金が必要となった場合における画一的な基準をガイドラインに明記すること
は難しいが、社会情勢の変化や市民ニーズの多様性等により、市に求められる補助金等
は、時代とともに変化するものであることから、新たな補助金等が必要となった場合に
あっては、本ガイドラインに従って、柔軟に対応していくこととする。

＜参考＞「交付金」を冠した要綱一覧（平成 30 年 10 月 2 日現在）
1.南砺市地域づくり交付金交付要綱（平成 23 年告示第 57 号）
2.南砺市ふるさと教育推進事業交付金交付要綱（平成 23 年告示第 59 号）
3.南砺市学力向上支援事業交付金交付要綱（平成 25 年告示第 104 号）
4.南砺市公民館維持管理交付金交付要綱（平成 21 年告示第 42 号）
5.南砺市公民館活動交付金交付要綱（平成 21 年告示第 43 号）
6.南砺市多面的機能支払交付金等交付要綱（平成 23 年告示第 82 号）
7.南砺市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱（平成 23 年告示第 91 号）
※赤字は、国庫補助事業（制度的補助金）
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南砺市補助金等のあり方に関する
ガイドライン（案）新旧対照表
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P1
改正前

改正後

南砺市補助金等のあり方に関するガイドライン

南砺市補助金等のあり方に関するガイドライン

（案）

（案）

平成３０年
南

砺

平成３１年

月
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砺 市
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P3
改正前

改正後

はじ めに

はじめに

本市 では 、2015 年 9 月に 「南 砺幸 せな まち づく り創 生総 合戦 略」（201 5〜2019 年 度） を

本市では、2015 年 9 月に「南砺幸せなまちづくり創生総合戦略」（2015〜2019 年度）を

策定し まし た。

策定しました。

この 戦 略は、 人口 減少 や少子 ・ 高齢 化の進 行に よる地 域 経済 の縮 小 、地 域社会 の 維持 困

この戦略は、人口減少や少子・高齢化の進行による地域経済の縮小、地域社会の維持困

難等の 課 題に対 し、 子育 て支援 や 移住 定住な どの 人口減 少 対策 、起 業 支援 や雇用 創 出な ど

難等の課題に対し、子育て支援や移住定住などの人口減少対策、起業支援や雇用創出など

の「し ごと づくり」 を施策 の中心 に据 え、市民 の「 やる気」 を支 援し、「や りた いこ と」 が

の「しごとづくり」を施策の中心に据え、市民の「やる気」を支援し、「やりたいこと」が

「でき る」 環境の実 現に 向けて取 り組 むことと して います。

「できる」環境の実現に向けて取り組むこととしています。

その 一方 で、2016 年 3 月に は、 持続可能 な財 政運営を 図る ため「第 2 次 南砺 市公 共施 設

その一方で、2016 年 3 月には、持続可能な財政運営を図るため「第 2 次南砺市公共施設

再編計 画」 を策定し たほ か、「 南砺 市第 三セ クタ ー改 革プ ラン 」（ 2016 年 3 月策 定） や「 第

再編計画」を策定したほか、「南砺市第三セクター改革プラン」（2016 年 3 月策定）や「第

2 次南砺 市行 政改革大 綱」（2017 年 3 月 改定 ）等 によ り、 積極 的に 行財 政改 革を 推進 する こ

2 次南砺市行政改革大綱」（2017 年 3 月改定）等により、積極的に行財政改革を推進するこ

ととし てい ます。と りわ け、第 2 次南 砺市行政 改革 実施計画 ［第 2 期］（2017〜 2019 年度）

ととしています。とりわけ、第 2 次南砺市行政改革実施計画［第 2 期］（2017〜2019 年度）

におい て は、補 助金 等の 整理合 理 化と 交付制 度に ついて 、 市民 ニー ズ の変 化や成 果 等を 総

においては、補助金等の整理合理化と交付制度について、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、見 直し を進 める とし てい ると ころ です 。

合的に評価し、効率的で効果的な内容となるよう、見直しを進めるとしているところです。

この よう な基調の 中、 2004 年の 町村 合併 以降 、最 大の 懸案 事項 であ った 統合 庁舎 のあ り

このような基調の中、2004 年の町村合併以降、最大の懸案事項であった統合庁舎のあり

方につ い ての議 論が 進め られて い るほ か、普 通交 付税の 合 併算 定替 え の特 例期間 の 終了 を

方についての方向性が示されたほか、普通交付税の合併算定替えの特例期間の終了を 2020

2020 年度に 控え 、新 たな 総合 計画 に基 づく まち づく りに 取り 組む 必要 があ るな ど、 本市 は

年度に控え、新たな総合計画に基づくまちづくりに取り組む必要があるなど、本市は大き

大きな 改革 期の真っ 只中 にありま す。

な改革期の真っ只中にあります。

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 、統一 し た見 直

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、統一した見直

し基準 が ないま ま今 日に 至って い るた め、今 後は 、補助 金 等の 既得 権 益化 や類似 あ るい は

し基準がないまま今日に至っているため、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 はじ め、補 助 基準 と使途 の明 確化、 補 助金 等交 付 団体 に対す る 市や 市

重複事業の見直しをはじめ、補助基準と使途の明確化、補助金等交付団体に対する市や市

職員関 与等 の標準化 を図 る必要が ある ことから 、本 ガイドラ イン を策定す るも のです。

職員関与等の標準化を図る必要があることから、本ガイドラインを策定するものです。
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P11
改正前

改正後
（３）補助期間の長期化、既得権益化

（３） 補助 期間の 長期 化、既得 権益 化

補助金等の交付の終期が設定されないまま、一度「公益上必要である」という判断に基

補助 金 等の交 付の 終期 が設定 さ れな いまま 、一 度「公 益 上必 要で あ る」 という 判 断に 基

づき補助金等が交付されると、補助金額を見直す機会を失い、当該補助金等が長期にわた

づき補 助 金等が 交付 され ると、 補 助金 額を見 直す 機会を 失 い、 当該 補 助金 等が長 期 にわ た

り存続してしまうほか、既得権益化することが懸念されます。

り存続 して しまうほ か、 既得権益 化す ることが 懸念 されます 。

時代の経過とともに、社会的ニーズや必要とされる政策も変化することから、長期

時 代 の経 過とと もに 、社会 的ニ ー ズや 必 要と される 政策 も 変化 する こ とから 、長 期

間にわたり継続して補助金等が交付されているものについては、その妥当性の検証を

間に わ たり 継続し て補 助金等 が交 付 され て いる ものに つい て は、 その 妥 当性の 検証 を

含め、見直しの仕組みを明確に示します。

含め 、見 直しの仕 組み を明確に 示し ます。

（４）自主自立の阻害

（４） 自主 自立の 阻害

補助金等が長期間にわたり継続して交付されることで、交付を受けている団体等が、補

補助 金 等が長 期間 にわ たり継 続 して 交付さ れる ことで 、 交付 を受 け てい る団体 等 が、 補

助金等の交付を前提とした事業計画や活動を展開する傾向になりやすく、補助金等に強く

助金等 の 交付を 前提 とし た事業 計 画や 活動を 展開 する傾 向 にな りや す く、 補助金 等 に強 く

依存した前例踏襲型の事業や活動等に終始する運営となることが懸念されます。

依存し た前 例踏襲型 の事 業や活動 等に 終始する 運営 となるこ とが 懸念され ます 。

また、市が団体等の事務局機能を担うと、団体等自身の自主性や自立性を阻害するだけ

また 、 市が 団体等 の事 務局機 能 を担 うと、 団体 等自身 の 自主 性や 自 立性 を阻害 す るだ け

でなく、官民の役割分担が不明確になることが懸念されます。

でなく 、官 民の役割 分担 が不明確 にな ることが 懸念 されます 。

市 が 団体 等の事 務局 機能を 担 って いる場 合は 、事務 局 機能 から の 撤退 を推進 し 、団

市が団体等の事務局機能を担っている場合は、事務局機能を段階的に当該団体等に

体等 が 自ら 事務局 機能 を担え る よう 行政と して 助言、 サ ポー ト体 制 を強 化する な ど、

移行することを目指すこととし、団体等が自ら事務局機能を担えるよう行政として助

自主 ・自 立型の事 業や 活動がで きる よう、補 助制 度の見直 しを 図ります 。

言、サポート体制を強化するなど、自主・自立型の事業や活動ができるよう、補助制
度の見直しを図ります。

（５）補助金等交付の効果と検証

（５） 補助 金等交 付の 効果と検 証
補助 金 等は行 政目 的を もって 交 付さ れるも ので すが、 現 在の 仕組 み では 、補助 金 等の 交

補助金等は行政目的をもって交付されるものですが、現在の仕組みでは、補助金等の交

付によ っ て期待 され る行 政目的 が 、ど こまで 達成 された か につ いて 検 証す る仕組 み が確 立

付によって期待される行政目的が、どこまで達成されたかについて検証する仕組みが確立

されて おら ず、補助 制度 の見直し を図 る機会が 失わ れていま す。

されておらず、補助制度の見直しを図る機会が失われています。

補助金等の交付による効果をできる限り数値化して検証するとともに、その結果を広

補 助金 等の 交付 によ る効 果をでき る限 り数値化 して 検証する とと もに、その結 果を 広

く市民に公表するシステムの構築を図ります。

く市 民に 公表 する シス テム の構築を 図り ます。
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P13
改正前

改正後

６．補助金等交付の標準化に向けた取り組み

６． 補助 金等交 付の 標準 化に向け た取 り 組み

本市における補助金等の現状と課題を受け、交付の標準化に向けて、次のとおり取り組

本市 に おけ る 補助 金等 の 現状と 課題 を 受け、交 付 の標 準化に 向け て 、次の とお り 取り組

むこととします。

む こと とし ます 。

（１）補助金等の交付に関すること

（ １） 補助 金等 の交付 に関す る こと

① 交付要綱等の制定

①

各所管課で補助金を交付する場合は、

交付 要綱 等の制定
各 所管 課で補助 金を 交付する 場合 は、

ａ．目的・趣旨

ａ． 目的 ・趣旨

ｂ．補助対象となる事業

ｂ． 補助 対象とな る事 業

ｃ．補助対象となる経費

ｃ． 補助 対象とな る経 費

ｄ．補助率、補助単価、補助金上限額

ｄ． 補助 率、補助 単価 、補助金 上限 額

ｅ．終期

ｅ． 終期

を必須規定項目とする補助金等交付要綱等を制定することを原則とします。

を必 須規 定項目と する 補助金等 交付 要綱 等を 制定 する ことを原 則と しま す。

なお、ａからｅまでの項目は必須規定項目ですが、これら以外にも必要と考えら

な お、 ａからｅ まで の項目は 必須 規定 項目です が、 これら以 外に も必 要と 考え ら

れる項目については、補助金交付目的に応じて適宜追加する取扱いとします。

れる 項目 について は、 補助金交 付目 的に 応じ て適 宜追 加する取 扱い とし ます 。

ｆ．事業計画変更等の承認

ｆ． 事業 計画変更 等の 承認

事業計画変更等の承認については、任意の規定項目とし「補助対象経費の 20％

事 業計 画変更等 の承 認につい ては 、任 意の 規定 項目 とし「補 助対 象経 費の 20％

以上の増減」を標準として、個別の事情に応じて規定する取扱いとします。

以上 の増 減」を標 準と して、個 別の 事情 に応 じて 規定 する取扱 いと しま す。

② 補助金等交付の制限

② 補助 金等 交付の制 限

市の交付する補助金等には「制度的補助金等」、「扶助的補助金等」、「奨励的補助金

市 の交 付 する 補助 金 等には「 制 度的 補助金 等」、「 扶助的 補助 金 等」、「 奨励 的補 助金

等」、
「事業費的補助金等」及び「団体運営費的補助金等」がありますが、このうち、
「団

等 」、
「 事業 費的 補助金等 」及び「団 体運営費 的補 助金等」が あり ます が、この うち 、
「団

体運営費的補助金等」については、交付しない取扱いとします。

体 運営 費的 補助金等 」に つい ては 、交 付し ない取扱 いと します。

ただし、次のいずれかの条件に該当する場合に限り、「団体運営費的補助金等」を交

ただ し、 次のいず れか の条件に 該当 する 場合 に限 り、「 団体 運営 費的 補助 金等 」を交

付するができることとします。

付 する こと ができる こと とし ます 。

ａ．市の行う事務の代替的機能を有し、かつ当該団体等以外にその事務を担う団体

ａ． 市の 行う事務 の代 替的機能 を有 し、 かつ 当該 団体 等以外に その 事務 を担 う団 体

等が存在しない場合

等 が存 在しない 場合

ｂ．他の地方公共団体等との広域的な連携等による調査・研究及び国県等への要望

ｂ ．他 の 地方 公共 団 体等と の広 域 的な連携 等 によ る調査 ・研 究 及び国 県等 へ の要望

など、市民福祉の向上に寄与すると認められる場合

な ど、 市民福祉 の向 上に寄与 する と認 められる 場合

ｃ．当該団体の主たる目的がボランティア的活動であり、設立当初から行政が深く

ｃ ．当 該 団体 の主 た る目的 がボ ラ ンティア 的 活動 であり 、設 立 当初か ら行 政 が深く

関与し、かつ市からの補助金以外に自主財源がないと認められる場合

関 与し 、かつ市 から の補助金 以外 に自 主財源が ない と認めら れる 場合

ｄ．当該団体等が設立後間もないなどの理由で財政基盤が弱く、自主財源による運

ｄ ．当 該 団体 等が 設 立後間 もな い などの理 由 で財 政基盤 が弱 く 、自主 財源 に よる運

営が当面の間、困難な場合

営 が当 面の間、 困難 な場合

③ 補助終期の設定

③ 補助 終期 の設定

補助金等の交付による効果が十分発揮されるよう、その実効性を高めるとともに、

補 助金 等 の交 付に よ る効果 が十 分 発揮され る よう 、その 実効 性 を高め ると と もに、

既得権益化を防ぐため、全ての補助金等に「サンセット方式 ※5 （3 年）」による終期を

既 得権 益化 を防ぐた め、 全て の補 助金 等に 「サンセ ット 方式 ※5 （3 年）」に よる 終期を
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改正前

改正後
③

③ 補助金等交付額の適正化に向けた取組

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

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、当該補助事業における収

事 業 費的 補助 金 等の交 付を 受 けている 団 体等 のうち 、当 該 補助事 業に お ける収

支決算書中、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

支 決算 書中、 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

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

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します（負数の場合は、交付しない取扱いとします）。

年 度の 交付上限 額と します（ 負数 の場 合は、交 付し ない取扱 いと しま す）。
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 ※

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 ※
6

6

が 50％以下かつ繰越金比率 ※7 が 10％以上の団体等にあっては、当該補助事業に

が 50％以 下か つ繰 越金 比率 ※7 が 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 になるま での 間、前 年度交付 額か ら 5％ を減 じた 額を 、当該年

係る繰越金等が 0 円なるまでの間、前年度交付額から 5％を減じた額を、当該年度

度 の交 付上限額 とし ます。

の交付上限額とします。
※6：自己財源比率・・・当該団体等の収入決算額に占める自己財源（会費、会議（視察）負担金、事業収

※6：自己財源比率・・・当該団体等の収入決算額に占める自己財源（会費、会議（視察）負担金、事業収

入、雑入（預金利子等）をいい、国県支出金や上部団体等からの交付金等は含まない）の割合をいいま

入、雑入（預金利子等）をいい、国県支出金や上部団体等からの交付金等は含まない）の割合をいいま
す。

す。

※7：繰越金比率・・・当該団体等の収入決算額に占める前年度繰越金の割合をいいます。

※7：繰越金比率・・・当該団体等の収入決算額に占める前年度繰越金の割合をいいます。

ｂ． 扶助 的補助金 等

ｂ．扶助的補助金等

補助 率等を 1/2 以 内に見直 すこ とを 原則 とし ます 。

補助率等を 1/2 以内に見直すことを原則とします。

ｃ． 奨励 的補助金 等

ｃ．奨励的補助金等
原則として、現行の奨励的補助金等は、2019 年度限りで全て廃止することとし

原則 として、 現行 の奨励的 補助 金等 は、 2019 年度 限り で全 て廃 止す るこ ととし

ます。ただし、人口減少対策に資すると認められる事業にあっては、補助率を 1/2

ま す。ただし、人口 減少 対策に資 する と認 めら れる 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 るこ ととしま す。

以内に見直した上で継続の是非について検討することとします。

ｄ． 事業 費的補助 金等 及び団体 運営 費的 補助 金等

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）された補助金等交付要綱に定める補

本 ガ イド ライ ン に基づ き制 定 （一部改 正 ）さ れた補 助金 等 交付要 綱に 定 める補

助率（1/2 が原則）を適用した補助金額とします（ただし、激変緩和期間を 3 年間

助 率（ 1/2 が 原則）を適 用し た補助金 額と します（ ただ し、激 変緩 和期 間を 3 年間
設 ける 取扱いと しま す。なお 、激 変緩 和措置の 内容 について は後 述し ます ）。

設ける取扱いとします。なお、激変緩和措置の内容について後述します）。

ｅ． 補助 率の設定 がな い補助金 等

ｅ．補助率の設定がない補助金等
補助金等交付要綱に補助率の設定がない補助金等については、現行の補助単価

補 助 金等 交付 要 綱に補 助率 の 設定がな 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 以内に補助単価又は補助上限額を縮減することとします（上

又 は補 助上限額 の 1/2 以内に 補助 単価 又は補助 上限 額を縮減 する こと とし ます（上
記 ｄと 同様、3 年間 の激 変緩 和期 間を 設け る取扱い と しま す）。

記ｄと同様、3 年間の激変緩和期間を設ける取扱いとします）。

④ 補助 金等 により取 得し た財産の 取扱 い

④ 補助金等により取得した財産の取扱い
国では、補助金等により取得した財産の取扱いについて、補助金等に係る予算の執

国 では 、 補助 金等 に より取 得し た 財産の取 扱 いに ついて 、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 条で、「補助事業者等は、補

行 の適 正化 に関する 法律 （昭 和 30 年法律第 179 号）第 22 条で、「 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

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、

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。」と規

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 。」と規

定しています。

定 して いま す。
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改正前

改正後

８．市民・団体等 への公表 及び周知

８．市 民・団体等への公表及び 周知

補助 金等に係る制度の透 明性や客観性を確保するため には、どのような 団体に補助金等

補助金等に係 る制度の透明性や 客観性を確保する ためには、どのよ うな団体に補助金 等

がいく ら交付され、それが どのように使われ、市として どのようにその効 果を検証したか

がいくら交付さ れ、それがどのよ うに使われ、市と してどのようにそ の効果を検証した か

などに ついて広 く説明す る責任が あります 。

などについて広く説明する責任があり ます。

その ため、行革・施設管 理課が中心となり、毎年度検 証を終えたすべて の補助金等につ

そのため、行 革・施設管理課が 中心となり、毎年 度検証を終えたす べての補助金等に つ

いて、 交付団体名、補助率 、補助金額、補助内容等を取 りまとめの上、市 ホームページや

いて、交付団体 名、補助率、補助 金額、補助内容等 を取りまとめの上 、市ホームページ や

情報公 開コーナ ー等を活 用して公 表するこ ととしま す。

情報公開コーナー等を活用して公表す ることと します。

９．経過措置

９．経 過措置

本ガ イドラインに基づき 新たに制定（見直し）された 補助金等交付要綱 の規定で算定さ

本ガイドライ ンに基づき新たに 制定（見直し）さ れた補助金等交付 要綱の規定で算定 さ

れた当 年度補助 金等の額 が、現 行制度で の補助金 等算定額 を下回る 場合、3 年間の経過措置

れた当年度補助金等の額が、現行制 度での補 助金等算定額を下回る場合、3 年間 の経過措 置

期間を 設けて、 段階的に 縮減する こととし ます。

期間を設けて、段階的に縮減すること とします 。

≪事例 ≫補助率 10/10→1/2 の場合

≪事例≫補助率 10/10→1/2 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

本 ガイドラ インに基 づく見直 し後の補 助金算定 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 ※10

2021 年度

640,000 円

前年度（2020 年度）×0.8

2022 年度

512,000 円

2023 年度

500,000 円

⇒

100 万円

本ガイドラインに基づく見直し後 の補助金 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 ※10

2021 年度

640,000 円

前年度（2020 年度）×0.8

前年度（2021 年度）×0.8

2022 年度

512,000 円

前年度（2021 年度）×0.8

補助対象経費の 1/2

2023 年度

500,000 円

補助対象経費の 1/2

経過措 置

※10：①経過措置期間中の縮減額（率）は、現行制度での補助金等算定額と見直し後の補助金等算定額と

経過措置

※10：①経過措置期間中の縮減額（率）は、現行制度での補助金等算定額と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します。

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します。

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ります。

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ります。

なお 、2016 年 3 月に策定された「南砺市第三セクター改革プラン」及び 「第 2 次南砺市

なお、2016 年 3 月に策定された「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 金等のほ か、2015 年 9 月に策

公共施設再編計画」に基づき交付する こととさ れている補助金等のほか、2015 年 9 月に 策

定され た「南砺 幸せなま ちづくり 創生総合 戦略事業 」などの 補助金等 のうち、2019 年度中

定された「南砺幸せなまちづくり創生 総合戦略 事業」などの補助金等のうち、2019 年度 中

までに 交付決定された補助 金等で、複数年度にわたって 交付することとし ている補助金等

までに交付決定 された補助金等で 、複数年度にわた って交付すること としている補助金 等

にあっ ては、従 前の例に よること とします 。

にあっては、従前の例によることとし ます。

また 、2019 年度から交付することとしている「小規模多機能自治」の推進に係る補助金

（削除）

等につ いては、 おおむね 3〜 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 いく取扱 いとしま す。
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