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第４回北広島市行政構造改革委員会会議録 

と き：平成１５年１１月４日（火）１５：００～ 

ところ：北広島市役所 本庁舎 ２階会議室 

 
出席者：横山委員長、小山委員、谷本委員、佐藤委員  《欠席者 安田委員》 

説明者：三上企画財政部理事、 

■政策評価推進チーム：高橋班長（企画調整課長）、浜田主査 

    ■市民参加・協働推進チーム：木村班長（まちづくり推進課長） 

桜井主査、折原主査 

    ■財政健全化推進チーム：佐藤班長（介護保険課長） 

○補助金・交付金検討部会：佐藤班長兼務、八町主査 

     ○受益と負担検討部会：川幡部会長（市民課長）、田中主査 

     ○財源確保の方策検討部会：安富部会長（税務課長） 

     ○民間活用（ＰＦＩ）・コスト縮減検討部会：児玉部会長（都市整備課長） 

    ■行政運営システムの改革推進チーム：  

     ○行政の守備範囲・民間機能活用検討部会：村上主査 

     ○行政組織・職員定数・人事制度検討部会：青山部会長（管理課長） 

     ○行政サービス向上方策・人材育成手法検討部会：広吉部会長（芸術文化ホールセンター長） 

    ■事務局：中村主査、花田主任 

傍聴者 1 名 

〔事務局からの議案説明は省略〕 

 

委員長 

 ただ今の事務局からの説明では、議案書の市補助金制度に関する検討結果報告の中で、

検討経過、現状分析を踏まえて、補助金・交付金の課題が８つほど（６ページ）あると、

挙げられています。それでは少し議論に入りたいと思います。どうぞ、ご意見を出してい

ただければと思います。８ページ以降については、また後でご意見をとりたいと思います。

６ページの課題のところまでで、こういう課題性はいいんでしょうか、というような質問

でもいいですし、ご意見でもいいですし、この通りですからもっと付け加えるものもある

のでは、などいろいろあるかと思います。 

 

事務局 

 ８項目いろいろと問題提起しているんですけれども、実は今までも補助金を根本からの

見直しを検討してきておりますが、なかなかできてこなかったことが実態でありまして、
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補助金の総額が落ちてきていているのは、どういうことかと言うと、平成６年度ぐらいか

ら毎年、経常費の１０％、５％削減の部分の中で、１０万円ですと１０％削減ですから１

万円を減らします、と短絡的といったら失礼なんですけれども、単純の操作の中で見直し

をしてきておりまして、補助金総体が落ちてきているのが現状であります。ですから今回

の補助金につきましては、システムを根本から変えるための現状解析を、こういった形で

行ったということであります。長年このまま補助金が継続してきていることで問題が内在

していると考えております。 

 

委員長 

 要するに補助金の金額自体は減っているんだけれども、それはどちらかというと一律カ

ットみたいな感じできた。だけどやはり時代のニーズを考えた時に、スクラップするもの

はスクラップしなければいけない。ビルドするものもあるかもしれない。こういう判断で

すね。 

団体運営費という考え方というのは、なかなか難しいんですよね。事業に対する委託費

は自治体からすれば、いいんですけれども。なんとなく団体からすると運営費の補助でも

らった方がありがたいというのが、あるかもしれないですね。その辺をどのように見直し

をしていくかということもまた、大事な視点になるんですけれども。 

 我々の私立大学なんかは私立大学経常費補助金をもらっているんですけれども、まさに

運営費補助なんです。今は、事業費優先で、目立った事業などの特別な事業費補助みたい

なものがあるんです。そういうものと比べると、やはり運営費補助の方が都合はいいです

よね。おそらく似たようなことは、各団体にもあると思うんですが、その辺がまた難しい

部分ですけれども、切り込んでいかないといけない課題ではあるんでしょうね。 

私から事務局に質問ですが、（6 ページの）課題の整理はこの８つぐらいですかね。こう

いう課題整理をされた時に、本当はもう１つ、２つあったんだけど、それを削除したとか

はないですか。やはりこの８つでちょうどよかったということですか。 

 

事務局 

 視点を変えれば、いろんなところで出てくるのだろうと思っておりますが、大きく分け

てこの８つ。部会で検討した中では、廃止すべき補助金もあるかなという部分も、中には

あったようです。あえて課題の中で提起はしておりませんが、これは今後見直しする中で

検討すべき補助金も多少あったということです。 

 

委員長 

 なるほど。廃止した方がいい補助金があったんですね。 
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委員 

 大変失礼ですが、かなり細かい補助金もありますよね。これを管理するのは、それぞれ

同じぐらいの手間がかかるんですか。それとも、それぞれ違うんですか。中には簡単に終

わるものもあるんですか。 

 

事務局 

 額は違いますけれども、基本的には同じです。 

 

委員 

申請の仕方も同じですか。 

 

事務局 

 はい。 

 

委員 

 決算書を取ったりというような最終的なチェックはかなり厳しくされているんですか。 

 

事務局 

 原課でそれぞれ対応することになりますけれども、決算書を含めて収集した中で、適正

に執行されているかどうか確認します。 

 

事務局 

 数年度ごとにですが、北広島市の監査委員が補助団体の監査に入りますから、制度とし

ては整備された状況にはなっています。ただ使途については、先ほど言いましたようにい

ろんな問題点だとかは、内在しているでしょうけれども、公金の支出時点では正規な手続

きを経て、行っているところでございます。 

 

委員 

 ８項目の３番に繋がるんですが、要するに小額の補助金が一杯あって、これは本当に補

助金かなと気になったもので。 

 

委員長 

 ほかにございませんか。なければ８ページ、９ページ、１０ページのところを議論して

いきましょう。８，９，１０ページに関わる全体のイメージ図が７ページということです

ね。７ページを見ながら、８，９，１０ページのところを行きたいと思います。かなり具

体的なことが書いてありまして、北広島市補助金等に関する基準の策定というところでは、
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基準づくりが大切だということで、その時原則的に運営費補助から事業費補助に切り替え

ていくということですね。運営費補助を廃止して、事業費補助に切り替えることを基本と

し、定率もしくは定額の補助金を出す。それから、補助金等の見直しを含めた終期設定と

いうものを考える。次のページを見ますと、団体事務の行政部局への委任の禁止というこ

とです。つまり、市で事務局を受けているというものです。補助が必要なものは同時に事

務局も必要であるということになるわけです。そういう問題は止めましょうということで

す。それから、類似補助金の統廃合。あとは補助金の審査方法の確立という５つが謳われ

ています。 

 この５つについてどうでしょうか。 

 

委員 

 非常に妥当な案だと思うのですが、最後の審査方法の確立のところで、公共性、公益性

を数量化するということは、非常に理想的なんですが、それぞれが公共性、公益性がある

と思っていますので、例えば完全には１０，９，８，７と点数がつけられないと思うんで

す。ですからＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅの５段階に分けるとかの方法があります。 

次に、言いたいのは中立的な審査会を設けるという制度をつくらないと、決まらないよ

うな感じがします。北広島市の人が集まって、最終的に優先度を北広島市民に決めてもら

う、すなわち審査会を通じて評価してもらわない限りは、なかなか決まらないのではない

かという感じです。 

 

委員長 

 それは、後で出てくる補助金と審査会の設置ということに繋がるんでしょうが。 

 

事務局 

 確かに今、ご指摘の通り得点化するのが非常に難しいと考えております。今言った５段

階ぐらいの評価で、ある程度得点化し、それを市民レベルで判断をしていただいて、審査

していくことになっていくのかなと思っております。 

 

委員長 

 運営費補助から事業費補助への切り替えという時に、どんな問題が起こってくるんでし

ょうか。補助金を渡していたのに対して、今度は事業をやる。事業に対しての評価という

形で委託金を出す形になるんでしょうか。つまり、事業に公益性があるかないか。公益性

はあるんだけれども、運営費でもらった方が、活動としてはしやすいとか。そういう団体

はどうなるんでしょうか。かなりあるんでしょうか。これは団体のヒアリングでもしてみ

ないと、分からないですけれども。 
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事務局 

 その団体が何の活動をするか、その団体自体が公益性を追求している社会福祉協議会や

５つの団体がありますけれども、それを除く団体は、ほとんどが任意団体ですから、その

団体の設置が公益性ではなく、事業内容で見ていくことなのかなと。 

ですから、団体自体は公益性のある社会福祉協議会という部分については、少し違うの

かなという部分がありますし、それと市民参加とか協働のなかで、ほとんどが本来は税が

負担しなければならない事業を市民がいろんな形で団体をつくったり、事業をやるために

つくった場合については、これはもう助成金ではなくて、委託であるのかなと。そういっ

た種分けの変更をしていかなければならないのか、また、団体自体も思い切った見直しが

必要でしょうから、すぐに来年からやります、とはならないと思っているところです。 

 

委員長 

 その場合はどうなんでしょうか。社会福祉団体は明らかに性格が違います。１つ目は、

そういうものがどのくらいあるのか。つまり落差があるのか、ないのか。これは精査しな

くては分かりませんが。おそらく精査はされていると思います。 

 今度、事業費補助に切り替えていった時に、たくさんの任意団体があるが、いきなり全

部やってしまうのでしょうか。それとも、徐々に切りかえいくのか。その辺の難しさがあ

りますよね。 

 

事務局 

 今回の行政改革は補助金に限らず全体がそうなんですが、あるべき姿を模索して、そこ

に一気にステップアップをするか、段階的に行くのかについては、ものによりますけれど

も、それは両方とも使わなければならないのかなと思います。やはりソフトランディング

しなければならないものと、一気に改革しなければならないものと区分は当然しなければ

ならないと考えております。３０年ぐらい続けて来た補助金が翌年から急になくなるとい

う形には、なかなかならないでしょうから、補助金についても段階的に実施すべき項目の

１つかと思っております。 

それと社会福祉法人と言われるような公益法人的な非営利法人に対しては、北広島市の

社協の補助金と、定額ですけれども、市内の社会福祉施設の建設費の一部を市が助成して

います。公益法人的な形で助成をしているものでは、比較的近い事例は、シルバー人材セ

ンターに、国と同額の補助をすることがあると思います。あと商工会は中小企業の商業者、

工業者の支援で、「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」の奨励

補助金で商工会事務局職員の人件費の一部を助成しているということであります。 

 

委員長 

 運営費補助から事業費補助に切りかえた時に、実際に事業をやっていない団体もあるわ
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けですよね。 

 

委員 

 運営費と事業費の分け方はすごく難しいですよね。いい事業をやっているんだけれども、

それが運営費と分類されてしまい、それがなくなってしまえば、いい事業がなくなってし

まいます。全体が事業で、その内の一部を運営に混ぜていこともあります。運営自体も事

業なんです。ですから、運営費だとか事業は観念的にはいえるけれども、実際の現場では

分けづらいと思います。 

 

事務局 

 今言った社会福祉協議会などの団体を除けば、人件費に補助している補助団体はほとん

どありません。ですから、このように人件費に補助している補助団体を事業費補助に切り

替える場合には、工夫が必要と思いますが、他の補助団体は、それぞれ負担しあって運営

していることもあり、それほど大きな課題にはならないのではないかと考えております。 

 

委員 

 一般論だと運営費を事業費に切り替えるのが望ましいかどうかは微妙ではないかと思い

ます。私がもし経営者だったら、定額負担なら事業量は拡大しないけれども、もし事業費

補助が定率だとしますと、事業費拡大で補助をくれると言ったら、金儲け主義みたいな発

想になってしまいます。一部運営の委託量を下げて事業量を拡大して定率負担でもらって

くるのが一番いい金儲けだというような、感覚を多少は持ちますよね。つまり、交付のシ

ステムを変えると逆にそれに併せて団体が予算の配分を変えてしまって、なるだけお金を

たくさんもらえるように配分を考えるのではないでしょうか。一応福祉なのに、得のこと

を考えてしまう。だから、実際合っているかどうかということは微妙なところなんだと思

います。 

 運営費から事業費にしますと言った時に、団体というのは、本当に社会のために尽くし

てくれるとういうようにナイーブでぼくとつしてスッとしているわけではなくて、意外と

本心を多少変えてやってしまうのではないかと懸念があり、それが本当に社会にとって望

ましいのかどうか、と考えてしまうのではないでしょうか。 

 

委員長 

 運営費から事業費に切り替えることができる部分もあるだろうけれども、それだけでは

行かないってところがありますね。 

 

委員 

 少し怖い感じがしますよね。 
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委員長 

 やはり事業費、運営費ではなくても、ともかく要らなくなった不必要なものがあると思

うんですよね。そうしたら、それはおそらくもう廃止でいいんですよ。でも、例えばこれ

は身体障がい者と障がい者の団体の運営費がありますよね。ここら辺は事業費に切り替え

られないでしょう。そういうものがあると思うんですよね。中身が分からないんですけれ

ども、精神障がい者家族会補助金とか。こういうのは事業ではなくて、運営なんです。だ

から、運営から事業に切り替えられるかと言ったらば、ちょっと違うでしょう。また、事

業補助にするということは、ほとんど委託金にするということでしょうから、それはそう

簡単に全部は行かないと思うんですよね。 

それが１つと、もう１つは先ほども言いましたように、運営であるとか事業であるとい

うのではなくて、特に時代ニーズに合わないものがあったら、それは廃止するというのが、

あるんですけれども。 

 

事務局 

 確かにご指摘があったように、基本的に事業費に切り替えるにしても、中には本当に育

成すべき団体をどうしていくかが今後の課題だと思います。 

 

委員長 

 おそらく、原則運営費補助から事業費補助に切り替えるという文章に、さらに今言った

ように、いくつか加えなければいけないのでしょうね。 

 

委員 

 運営費と事業費のウエイトを半々にしてという感じで、ウエイト付けのような感じがす

るんですけれども。 

 

事務局 

 ８ページのなかでは、市が育成すべきと判断する団体という項目を１つ入れてはありま

す。そういう視点もあるだろうと思っておりますので、全てがスパッと切り替えれるかと

いうと、私も全体で見ていくなかでは疑問に思う部分もあります。ただ、原則的にはそう

いう方向に向けていくべきだと思っております。 

 

委員長 

 その辺の議論はどうでしょうか。 

 

委員 

 基本的には先生がおっしゃる通りなんです。運営費補助の方が使い道が特定されてない
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ことから、融通がきく一方、民法から見ると、事業費を特定した方がいろいろ、正体を絞

れていいのかなと思うんですけれども。 

北広島市の場合だと、運営費補助にしておいてもらった方がいいのではないかなと思う

団体がたくさんありますので、その辺はとりあえずピックアップして、それを除いてこれ

を当てはめるというやり方がいいのかなと思うんです。数はそんなに多くないと思います。

それをこの規則に落とし込むというのは、難しいかもしれないですけれども。 

 

委員長 

 これからＮＰＯ団体に対する補助金が出てくると思うんです。そうした時に、運営費補

助というのが意味を持つと思うんです。私はＮＰＯにも３年なら３年とか補助金の期限を

切るべきだと思っているんですが、確か、我孫子市や野田市がそういうやり方をしている

と思うのですけれども。ただＮＰＯみたいな団体の場合は、出している間はやはり運営費

補助の方がいいのかなということも感じたりもするんですけれども。 

 

事務局 

 先ほど、担当に確認しましたけれども、基本的には軸足を事業補助に切り替えようとい

う部分で、激変緩和の話をしました。一部団体自体が公益性のあるという部分については、

先ほど言いましたような、運営費の一部分も当然ありうるだろうと想定はしています。で

すから、先生がおっしゃったように団体には公共性、公益性があり、委員長がおっしゃら

れたＮＰＯが非営利法人としていろんな社会活動をしようという中では、その団体に公益

性がある部分が補助の対象になるでしょうけれども、例えば家族会に公益性があるだろう

かという疑問も出てきます。団体に公益性があるのであれば、そこに対する助成も出てく

るでしょう。しかし、その家族会とかに公益性がないとすれば、その団体に助成をしてい

るのはあまり適当ではないと考えるところです。ですから、いろいろな団体があるでしょ

うから、一概には申し上げられませんが、公金、税金をそこに充てるという客観的妥当性

という部分は、設置団体自体が公益性がないとすれば、事業に公益性を求めるのがやはり

筋なのかなと考えますし、そうならざるを得ないというのが基本と思っているところであ

ります。 

 ですから、公益性がないからいきなりというわけには行きませんから、サンセット（終

期設定）方式になるのかどうか分かりませんが、そういったことの検討も当然しなければ

いけないと思っているんですけれども。 

 

委員長 

 家族会とかは、どういうことをやっているか分かるのではないでしょうか。おそらく１

つの事業をやっているのではなくて、いろいろなことをやっていると思うんです。それが

極めてプライベートな運営ではなくて、かなり公共性の高いものをいろんな形でやってい
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るとしたら、団体からすればやはり運営費補助の方がやりやすいんです。何か特定の事業

に対する委託金だと非常に行いにくいわけです。ちょっと、そんなことを感じました。だ

から、それもそれぞれ精査して行くしかないんだと思います。 

私が書くなら、原則これでもいいと思いますけれども、それに２，３ちゃんと付け加え

なければいけないと思います。全部を運営費補助から事業費補助にして、それから漏れた

のは廃止です、ではいけないと思うのです。だから、事業費補助に行けないのはみんな廃

止するのではなくて、もう時代のニーズには合わないし、やっていることが古いから廃止

にするのは廃止でいいと思うんです。 

 次に、補助金と終期設定についてはどうでしょうか。実際にはもう２０年も３０年も続

いているという経過があるわけですけれども。国、道の補助事業に関連する補助金の交付

金は終期を国、道に合わせる。これはもうしょうがないですよね。継続されている補助金

については、平成１６年度設置する審査会において、継続すべきかどうか審査する。新規

を含め継続されている補助金は、原則３年間を補助期間とする。ただし、補助年限終了後

にその補助事業のあり方を総合的に審査し、継続が必要かどうか判断する。 

終期設定はどうでしょうか。私はこれは非常にいいことだと思っているんです。ＮＰＯ

団体は大体そうなんですけれども、もらった時は大喜びしたんだけれども、３年経ったら

もう終わりですと言ったら、猛反発される。やはり３年間である程度、成果を出してもら

うというのが大事だと思うんです。それで、いろいろなことをやりそうだというのであれ

ば、さらに特例で延長することもあるかもしれないけれども、基本はやはり、３年で見直

しというのが非常に大事な感じがするんです。一回もらったら、既得権のようにしてしま

うことではないと思うんです。 

 

委員 

 この場合は平成１６年度に設置する審査会で継続すべきかどうか審査する。その時、と

りあえず今、補助しているのは３年間だけ保証しますという意味ですか。 

 

事務局 

 いいえ、毎年です。今まで継続された補助金は１回、平成１６年度でまず廃止するかど

うかも含めて、判断します。継続すべきだというものは、また基本的には３年間という判

断です。 

 

委員 

 次の新規の補助金を含むというのは、見直し後、継続が必要と認められた補助金を３年

間という意味ですか。 
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事務局 

 はい、そうです。 

 

委員 

 はい。分かりました。 

 

事務局 

 原則、長くて３年間ということで、金額は将来を担保するものではなくて、毎年の事業

内容によって変わるという形です。 

 １６年，１７年というのは、仮定で入っているということで理解しておいていただきた

いと思います。いつの話になるか見えないですので。事務レベルとしては最短で行ったら、

１６年，１７年というタイムテーブルではないのかな、ということで入れてあるので、ご

理解いただきたいと思います。 

 

委員長 

 これはどうでしょう。各委員の先生方、３年というのは適当でしょうか。 

 

委員 

 これ自体には、私は全然問題はないだろうと思います。 

 

委員 

 原則となっていますから。 

 

委員長 

 今までは、やはりどちらかと言うと既得権でずっと来ているような感じがあったのと、

どうしても自治体も切れないから予算が減った時には、定率みんな一緒に１割削減となっ

てしまうんですよね。おそらくもう、そういう時代ではないんだと思いますから。しかも、

おそらくＮＰＯをも含めた、あらゆる団体全部について同じように３年というのを設定す

る必要があると思うんです。 

 その次はどうでしょうか。団体事務の行政部局への委任の禁止。補助金をもらっている

団体は実は、補助金を出している所に仕事を委任しているということです。つまり、独立

した事務局のない団体には補助しないという考え方なんですが。いつまで経っても事務局

ができない団体ならば、たいしたことをやっていないという評価になるんでしょうかね。 

 

委員 

 ２８件ほどあるんですけれども、どのようなところですか。 
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委員長 

 ちょっと事例をいくつか、３つぐらい挙げていただけますか。 

 

事務局 

交通安全活動団体事業費補助金、それから、防犯活動団体補助金、納税貯蓄組合補助金

があります。 

 

委員 

その団体が必要だから市が認めて来ていたので、その補助金を廃止して困りませんか。 

 

事務局 

 特に気にかかるのは、観光協会が市に事務局があります。本来は商工会で、その振興を

図るべきものだとは思っているんですが、この部分が一番育成を図るための指導をしてい

かなければならないという側面があります。後は直接やる方法もありますし、完全に委託

する方法もあります。特に気になるのは、観光協会に対して打ち出すことによって、担当

部局の動きが、また新たなものとして出てくるかなと思っております。 

 

委員 

 観光協会は例えば、商工会やどこかに本来はあるべきです。それ以外の行き所のないも

のが、市で扱っていると思うんです。 

 

事務局 

 １００かゼロかではなくて、もう少し、弾力的に考えた方がいいかもしれませんね。消

防団の運営の補助金にしても、消防団の事務局はどこだって、消防本部でやっていますよ

ね。もともとそういう性格ですから、そのような物を絶対にダメだというわけには、なか

なかならないような気がするんです。 

 

委員 

 事務処理能力が基礎的にない補助団体が、それを仮に北広島市で受けないということに

なったら、どうするんでしょうか。ボランティアでやってもらうということになるんでし

ょうか。 

 

事務局 

そういう母体のある団体と、全く母体のない例えば消防団一人一人の団員が生命と財産

を守るという形で、参加をしていただいている部分はどう見たって、消防本部でやらなけ

ればならないんです。ですから、そういった部分からすると、提案していて私がこうやっ
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て言うのは変ですけれども、弾力的に考えた方がいいのかも知れません。 

 

委員 

 私が保守的なのかもしれませんが、市に事務局があるというのは、そもそも行政がやり

やすいというか受け皿がないので、そういう制度が維持されている。それを変えてしまう

と、かえって行政サービスの水準が低下してしまうというような感じが、なんとなくして

しまいます。 

 

事務局 

 ここでの検証の１つは、市が補助金を出して、市の職員自らがその団体の事務局を兼ね

てやるというのは基本的には好ましくないだろうと。団体に対する助成であれば、その団

体に主権を委ねるべきではないのかというところがあります。 

もう１つはそこまで市の職員が関わらなければならないとすれば、それは補助金ではな

くて市の本来業務か、全く違う委託方式にするか。漫然と補助金とか交付金制度を使って

のやり方を見直そうというところから始まっています。 

ゼロか１００かという話になっているので、もうちょっと弾力的にその辺を考えなけれ

ばならない部分なのかもしれません。団体の印鑑も預かって、何でも預かって全部市の職

員がやっているという、その準公金的な扱いを極力避けるべきだと思うんです。 

 

委員長 

 そうですね。ここの課題は弾力的にもう少し考えられるものがあるということですね。 

次に類似補助金等の統廃合です。これはどうですか。要するに全然違う課で扱っている

類似補助金は結構ありますか。例えば、市民生活課と社会福祉課で似たような補助金があ

るとか、そういうものはありませんか。 

 

事務局 

 出先は一本だけれども、補助金では全部違います。 

 

委員長 

 なるほど。担当部局の中でということですね。部署をまたがって類似というものはない

ですね。 

 

事務局 

ないです。 
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委員長 

 はい。そうすると、統廃合しやすいということですね。 

 これはどうですか。類似補助金の統廃合。前回も話が出ました、公募型補助金がこれか

ら導入された場合に余計、類似型補助金の統廃合が意味を持ってくるかもしれないですね。 

 その次の補助金等の審査方法の確立。これは次の２番とも関わってきますので、改めて

設定して議論しなければならないんですけれども。今、数量化云々の議論もありましたの

で、少しこの審査方法の確立というところで議論したいと思うんですが。 

 

委員 

 公共性、公益性を数量化するということは、１００点満点中５０点とか６０点とかいう

のは非常に難しくて、やはりＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅの５段階くらいのほうが良い。さらに難

しいのは、（議案）9 ページの中段に、補助金を審査するための新たな仮称補助金チェック

表の導入。この補助金チェック表とはどのようなものを意味するのか、ちょっと教えてい

ただきたいのですが。 

 

事務局 

 実は、つくば市で公募型の補助金というのを導入しています。ここでは補助金を数量化、

得点化した表、いわゆるチェック表を作って評価をしております。これを受けまして、非

常に得点化、数量化することは難しいんですが、それだけでは十分評価ができないという

側面も現状として生じているようですので、この辺は十分にこの組織を作ったなかで、論

議をして方向付けをしていただきたいなと思います。今の段階では、そのように考えてお

ります。 

 

委員 

 確認しますが、仮称補助金チェックシートというのは、公募型の場合を念頭に置いてい

るのか、あるいは補助金全体を置いているんでしょうか。 

 

事務局 

 来年から対応しますので、基本的には継続されたもの全部です。 

 

事務局 

 来年、補助金全部が評価の対象になっていまして、その中で文言表現だけでも公益性な

どの整理をしますので、それを先生がおっしゃったような１００点満点の点数を出すのは

無理な話ですけれども、ランク別を３段階か５段階という中で評価をして、その評価した

もの自体を市民、審査会に公開をしてご意見をいただくというようなやり方でしようとし

ています。形的にはまだ何段階かというのは分かりません。 
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委員長 

 これはつくば市だけですか。 

 

事務局 

 つくば市の場合は６段階で評点をしています。 

 

委員長 

 もし、つくば市のことをもう少し詳しくお知りでしたら、教えて欲しいんですけれども。

そういうことをやって、課題とか見えてきましたか。それとも万々歳、非常に素晴らしい

という評価になったでしょうか。 

 

事務局 

 担当者レベルで聞いたのですが、数量化自体が結構難しいです。 

問題の１つとしては、こういう形でチェック表をつくって客観的な基準で１つの答えが

出るんですけれども、今度は市としての判断が別の次元で生じまして、必ずしも審査会の

結論と最終的な市の結論が一致しないものもあるんです。そういうものは逆に言うと、説

明責任が生じるんです。どうして市はこういう審査会の意見に対して、違う結果を出した

のかを説明しなければならなくなるんです。その辺が一番難しい、ということを担当者か

らお聞きしました。 

 

委員 

 実際に補助があたっている人はＡと評価すると思うのですけれども、審査会では実用性

などで評価すると思うのです。難しいですよね。 

 

委員長 

公共性、公益性を数量化で判断するという手法は、今までにはないんでしょうかね。 

 

事務局 

 評価は結構難しいと思います。今事務事業評価をやっていますけれども、ほとんどが定

性的文語表現で客観的な係数で出せればいいですけれども、かなりのものが出せません。

ですから、担当者レベルで判断しながら、いろんな項目をいろんな観点からどう評価して

いくか。必ずしも例えば５段階評価をやっていて、この部分については５点だ、この部分

については４点だということでやっているわけではありませんから。それぞれの項目ごと

に定性的に評価をしながら、その積み重ねで総合的に評価しているわけですから、なかな

か難しい部分が相当あります。 
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委員長 

 費用対効果の議論もそうですが、まだ確立されてはいないんですよね。検討しなければ

ならないものも一杯あるかと思うんですけれども、課題１番のところはいろんな形で意見

を出しましたので、整理して欲しいと思います。 

 ２番で、補助金等審査会の設置ということですけれども、来年度に実施する補助金等の

事業評価の実施にあわせ、その評価に基づきその内容を審査する機関として補助金等審査

会を設置する。平成１７年度からスタートする予定の公募型補助金の審査を含むと。補助

金等審査会を設置したいと言うことですね。それで、設置年度は平成１６年度予定。審査

する範囲は、以下を除く補助金ということで、債務負担行為に基づく補助金、市の条例に

根拠を置く補助金、補助対象事業の一部に国・道補助金を伴う補助金。それから審査会設

置にあたっての留意事項として、補助金の公共性、公益性を数値化、得点化することによ

る客観性を確保。これはこれから、検討しなくてはならないことですけれども。審査会で

の審査範囲の特定、一定額以上の補助金に対するヒアリング等の実施ということなんです

が、これらが補助金等審査会ということです。 

債務負担行為に基づく補助金について、説明したいというお話だったので、その部分だ

け先にお話していただけますか。 

 

事務局 

 債務負担行為は、先ほど言いました社会福祉法人に対する建設費が、特に特別養護老人

ホーム的な建物を社会福祉法人が建てる時に、国と道の補助金を受けまして、市の補助金

も条例で出すことになっているんですが、時に多額な費用がかかるということもありまし

て、基本的に銀行から借り入れをいただいて、将来その部分の金額の償還金を市が助成を

するというやり方をしています。本来なら１年で終わるところですけれども、単純で１０

年賦で払っています。つまり、将来の債務を担保しているという形の債務負担行為の設定

をして助成をしているということで、単年度の判断ではなくて、手法として、そういうよ

うな形のようなものを行っているので、今回の審査会の対象から外すべき内容ということ

でございます。 

 

委員 

 では、9 ページ下段の外すべきものの○印に市の条例と書いてあるんだから、最初の債務

負担行為に基づく補助金の項目はいらないのではないですか。 

 

事務局 

 それ以外にも債務負担行為の対象として、農業奨励補助金の利子補給がありますので。 
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委員長 

 はい、後どうでしょうか。 

 

委員 

 審査会とはどのくらいの人数を想定して、どういう人を集めるのでしょうか。かなりこ

れは難しいのではないかと思うんですが。 

 

事務局 

 これは１０名程度で、あくまでも利害関係のない一般の方を対象にするということを考

えている程度です。具体的にどういう人選をするかは決まっていません。 

 

委員 

 法律に基づかないというと、農業や文化振興とか非常に限られてくると思うんです。ほ

とんどは法律で縛られて、そうすると自由なものは限られてくるから、利益団体がかなり

難しいですよね。果たして説明責任が果たせるのかどうかと思います。 

 

委員長 

 そうですね。そこが課題ですよね。つくるにあたってどういうメンバーでやるのかとい

うのも非常に大きい問題になると思いますね。 

 

事務局 

 今までのずっと続いてきた慣例だとかこだわらず、公募型の補助金もそうですが、我々

の目線よりも市民の方から見てこういう補助金はどうなのか、というように検討していた

だく方が、この時代に合った形のやり方の方法なのかなと。いろんな団体から要望、陳情

の結果、予算に反映するという従来型の方式を市民のところで実際に検討していただく中

では若干難しい部分があるかも分かりませんけれども、こういった形で思い切って補助金

をシフトしていった方がいいのかなと。今は、明確に着地点を持っていないんですけれど

も、何名で、団体代表なのか公募型なのかもまだ決めていないですけれども、切り替えの

スタートとしてはやはりそういう形に持って行きたいと考えています。 

 

委員長 

 市民の方もある程度、力量が必要なんでしょうね。一定額以上の補助金に対するヒアリ

ングなどもやらないといけないんですから。 

 

委員 

 これは本当に今の時代ですから、お気持ちは分かるんですけれども。補助金の交付決定
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は市長の専管事項ですから。それに参考意見として聞くというイメージだと思うんですけ

れども、これは例えば、メニュー補助金とか一定の枠のあるようなものならばいいんです

が、全部の補助金について民間の意見を聞くというのは悩むところです。 

 

事務局 

国の補助と一緒にやるような、事業というものは市民の判断材料から外し、全く純粋に

単独事業で市の裁量だけでやれるものに限定して、市民の皆さんからご意見を聞こうと思

っております。 

 

委員 

 市の単独補助は９１％あるんですけど、その 1 つ 1 つの補助金はこの審査会をくぐると

いうことになるんですか。 

 

委員長 

 そこで数量化されたものができれば、いいんですけれども。その数量化が客観性が担保

されないと、非常に難しい問題になるのかなという気がします。数量化の議論が発展途上

ですから、その辺も含めて、ちょっとまだ課題が残されるのかなというように思います。 

 それでは、今日は２つ目の議題の受益と負担検討部会の方が難しいと思いますので、一

応補助金部会の議論を全てやってしまいたいと思います。１０ページ、広く市民の補助金

制度を開かれたものにするため、『公募型補助金』制度を、平成１７年度から導入する。公

募型補助金の相対枠は、補助金の基準づくりによって削減できた補助金と平成１６年度設

置する補助金等審査会で審査した結果、削減できた額の一定枠の範囲とする。留意事項と

して、年度ごとの総枠設定、公募範囲の特定、要綱・要領の作成ということなんですが、

いかがでしょうか。あくまで一方で補助金を削減して、こちらの公募型補助金をビルドす

るという考え方になっていますね。主旨は時代のニーズに合ったものをつくってみよう、

ということです。この辺どうでしょうか。 

 

事務局 

市民がいろんな活動を行い、公益性の強いような事業については、公募ができるような

システムに切り替えようということで、まずそういった制度をつくるということでご理解

いただければと思います。 

 

委員長 

 はい。どうでしょうか。制度をつくるかどうかということですね。基本は一方で補助金

をスクラップして、ビルドしたいというのが市の意向のようですが。 

公募型でこういうのをやってみようというのは、やはり時代の新しいニーズを反映する
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ような形で、こういった補助金をつくりたい。こういった主旨ですね。 

 

委員 

 それは大変結構だと思います。前段で議論してきたように、運営費はダメだとか小額は

ダメとか、こういうものが付いてくると実質、住民に使い勝手がある補助金になるかどう

か懸念もありますが、こっちの公募型のつくり方いかんですね。 

 

委員長 

 例えばＮＰＯみたいな団体でしたら３年でいいと思っています。ただ、そういう段階で

したらば、おそらく運営費補助金みたいな方が使い勝手がいいですよね。ですから、そう

いったところの判断というものも必要になってくるのかなと思います。 

 

委員 

 私は全体的にすごくいい案ではないかなと思います。ただ色々問題があって、行政とい

うのはやはり、行政の立場をから言うと補助金というのは、行政から見て本当にあげるべ

きだと思うところに補助金をあげるべきなのに、手を上げた人はもらえるけれども、手を

上げない人は（補助金を）あげないという公募型にするのでは、やはり問題があるのでは

ないでしょうか。スクラップするのはいいんだけど、ビルドする時に公募型に制限するの

ではなくて、もうちょっと行政の広い範囲から手を上げない人にもちゃんと補助する配分

を取っておかないと、問題が起きるのかなと思います。 

 

委員長 

 やはり情報公開でしょうね。みんなに周知徹底しないといけないでしょう。 

 

事務局 

今までは基本的に提案制度は全くありませんでしたから、従来の必要性を行政が判断を

して、議会で審議していただいて補助するという制度は基本的に残ります。その中で市民

の積極的ないろんな発案による、逆に公益事業に意欲を持っていただいてつくる併用方式

で、当分公募型は規模的にいうと少なくなると思います。 

 

委員長 

 なかなか行政で分からないようなニーズがあったりするので、そういう面でいうと公募

は必要かと思うんですけれども。ただ、その時に先生がおっしゃるように、ちゃんと情報

公開しないと、知らぬ間にということが出てきてしまいます。特定の団体だけが知ってい

て、本当は出したいんだけどいつ締め切ったんですかとか、そんな話はそもそもあったん

ですかとなっては困るわけで、そういうところの情報公開は徹底しないとダメでしょうね。 
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 ほかの委員さんはどうでしょうか。 

 

委員 

 結構だと思います。運営の仕方に気をつければいいのではないかと。 

 

委員長 

 では、こちらも先ほどの補助金等審査会というところで審査をするということです。そ

う言ったら、補助金等審査会のメンバーをどのようにするのかとか、その辺が課題の１つ

でしょうね。 

 

事務局 

 いずれにしても、審査会方式を実施したことはありません。市民で主体的に意見を出し

て合っていただくスタンスに全体を切り替えたいというのがあるものですから、いわゆる

任意性のある補助金などを、審査会という名前は硬そうなんですが、市民がこの補助金を

もう止めてもいいのではないですか、という行政と団体だけではなくて、市民全体でこれ

は伸ばすべきだとかこれは止めた方がよいのではないだろうかとかいろいろな意見が出て

くる。これらを参考にして実際の予算には反映させたいと思っています。 

 ですから、逆に言うと手続きが１つ増えることになります。審査会の人数や規模などは

決まっていませんが、その方が血の通った本当の補助金になるかなという部分があります。 

 

委員 

 このような制度はチャレンジだと思うんですけれども、先進事例はあるんですか。もし

かしたら、公募型補助金は北広島市がある意味では最初なのではないでしょうか。 

 

事務局 

 先ほど申し上げたように、つくば市がもうすでに公募型補助金を導入しています。全国

的な例は調べてはおりません。 

 

委員 

 でも、少数ですよね。 

 

事務局 

 そうではないかと考えております。 

委員長 

 そういう意味では先駆的になるかもしれないですね。 
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事務局 

 冒頭に言いましたけれども、１６年、１７年はちょっと置いといてくださいという話を

しましたけれども、やはり全体的につくればいいのではなくて、機運を盛り上げながら最

終的には行革案自体も市民との関わりの中で出てくる部分では、１６年、１７年は１年ぐ

らいずれる可能性も出てくるでしょうし、まだ今の段階では目標の早いタイムスケジュー

ルを言っているだけで、市民の皆さんがそういう意識になってくれないと、難しい部分が

結構出てくるかもしれないです。 

 

委員長 

公募型補助金の方が、審査会は何とかできるのかなと。既存の補助金の評価の方がどう

なるのかなということが疑問ですね。そこら辺はもう少し詰めていく必要があるという風

に思いますけれども。 

どうでしょうか。全体を通して８ページ、９ページ、１０ページの今回の案です。いろ

んな意見が出たと思うんですけれども。特にまとめなくてもいいんですよね。意見を聞い

て、あと事務局の方で整理をしてもらうということで。 

 

事務局 

 できれば、補助金につきましては、これからいろんなテーマが一杯出てくるものですか

ら、区切りを打ちたいと思っています。次回の１４日には、今いろんなご意見をいただき

ました運営費補助から事業費補助への切り替えにあたっての調整とか、事務局の委任の禁

止の部分をもっと断続的にするとか、公共性、公益性の数量化問題についてももう少し検

討してみること、審査会についても整理をして、案を出したいと思っています。その中で

ご意見をいただいて、補助金の部分については１つのピリオドという形で、次のテーマを

検討していただきたいと思います。 

 

委員長 

 分かりました。それでは、そういう形でよろしいですね。 

 それで、時間的にこれから受益と負担部会報告の審議に入ると、ちょっと間に合わない

と思いますので、今日はここまでにしたいと思います。次回に受益と負担の検討の部分と、

それから今事務局から言われた、補助金報告の修正提案を受けて審議するということとし

ます。 

  

（次回の開催を１１月１４日午後３時からを確認して終了 １７：５０） 


