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単位：千円

NO 所属課等 名　称 補助事業者 補助金の性質
Ｈ30
予算額

H24
提言内容

審査区分，
グループ分類

審査の判定 判定の主な理由，意見等

1 政策企画課
地域資源を活用したまちづくり事業費補
助金

土浦青年会議所 団体事業補助 200 要改善 包括審査 D 不要
広告料収入が増加しており，補助金がなくとも事業実施は可能であり，補助金の役割
は終了している。

2 総務課 地方改善対策団体事業費補助金
全日本同和会茨城県連合会土
浦支部，部落解放愛する会茨
城県連合会土浦支部

団体事業補助 2,000 要改善 包括審査 E 要改善 会員数に比して補助額が高く，減額を検討すべきである。

3 総務課 土浦地区保護司会補助金 土浦地区保護司会 団体事業補助 320 継続 包括審査 G 要改善 繰越金が補助額より大きいため，検証が必要である。

4 総務課 土浦市更生保護女性会補助金 土浦市更生保護女性会 団体事業補助 100 不要 個別審査 G 不要
補助金を受けていない類似の団体との公平性の観点から，補助金は不要であり，会
費や寄付の範囲内で活動するべき。

5 総務課 社会を明るくする運動事業補助金
社会を明るくする運動土
浦市推進委員会

団体事業補助 150 要改善 包括審査 G 不要 同様の活動，団体に対する補助金と整理統合すべきである。

6 総務課 自主防災組織運営補助金 各地区自主防災会 団体事業補助 1,250 継続 包括審査 C 要改善
防災関係の補助金は整理統合を検討すべきである。また，終期の設定についても検
討されたい。

7 総務課
自主防災組織資機材等整備事業補助
金

各地区自主防災会 団体事業補助 1,500 継続 包括審査 C 要改善
防災関係の補助金は整理統合を検討すべきである。また，終期の設定についても検
討されたい。

8 総務課 自主防災組織結成事業補助金
市内町内会（自主防災組
織未結成地区）

団体事業補助 200 継続 包括審査 C 要改善
防災関係の補助金は整理統合を検討すべきである。また，終期の設定についても検
討されたい。

9 総務課 自主防災組織運営（訓練）補助金 各地区自主防災会 団体事業補助 1,250 継続 包括審査 C 要改善
防災関係の補助金は整理統合を検討すべきである。また，訓練補助については補助
金交付団体が固定化されており，新規団体が参入する仕組を検討すべきである。

10 総務課 防災井戸整備補助金 町内会 団体事業補助 9,000 H26新規 個別審査 C 要改善
需要見込みについて精査し，特に必要な地区を対象とした制度とすべきである。ま
た，終期の設定についても検討されたい。

11 人事課 職員福利厚生事業補助金 土浦市職員互助会 団体事業補助 6,231 要改善 包括審査 H 要改善
市の直接経費とすることを検討すべきである。また，市の財政状況を踏まえて，減額
することも検討されたい。

12 課税課 土浦市たばこ販売組合補助金 土浦市たばこ販売組合 団体事業補助 150 要改善 包括審査 G 不要 禁煙への流れの中で，補助金の役割は終了している。

13 環境保全課 住宅用環境配慮型設備導入補助金 個人 個人事業補助 1,250 審査対象外
対象外

（国県制度） 審査対象外 国県等補助制度のため審査対象外

14 環境保全課
土浦市家庭排水浄化推進協議会補助
金

土浦市家庭排水浄化推
進協議会

団体事業補助 100 要改善 包括審査 G 継続

15 生活安全課 自主防犯組織育成補助金 町内会 団体事業補助 50 継続 包括審査 C 要改善 終期の設定を検討すべきである。

16 生活安全課 防犯灯設置等補助金 町内会 団体事業補助 37,000 継続 包括審査 C 継続
防犯に関する補助については，個別でなく全体で効率的，弾力的に運用できる制度も
検討すべきである。また，LED化の進捗状況から，終期の設定を検討すべきである。

17 生活安全課 防犯灯電気料金補助金 町内会 団体事業補助 22,274 継続 包括審査 C 要改善 LEDのみ補助対象とすることを検討すべきである。

18 生活安全課 青色防犯回転灯設置費補助金
青色防犯パトロール登録
団体

団体事業補助 20 H25新規 包括審査 C 不要 近年実績がなく，補助金の役割が認められない。制度の見直しが必要である。

19 生活安全課 土浦地区交通安全協会補助金 土浦地区交通安全協会 団体事業補助 3,300 要改善 包括審査 F 要改善 同種他団体の補助金との整理統合を検討すべきである。

20 生活安全課 土浦市交通安全母の会補助金 土浦市交通安全母の会 団体事業補助 500 要改善 包括審査 E 要改善 同種他団体の補助金との整理統合を検討すべきである。

21 生活安全課
土浦市交通安全対策推進協議会補助
金

土浦市交通安全対策推
進協議会

団体運営補助 450 要改善 包括審査 B 要改善 同種他団体の補助金との整理統合を検討すべきである。

22 生活安全課 幼児２人同乗用自転車購入費補助金 個人 個人事業補助 600 審査対象外 包括審査 I 継続

23 環境衛生課 合併処理浄化槽設置事業補助金 個人 個人事業補助 16,861 審査対象外
対象外

（国県制度） 審査対象外 国県等補助制度のため審査対象外

24 環境衛生課 単独処理浄化槽撤去事業補助金 個人 個人事業補助 720 審査対象外
対象外

（国県制度） 審査対象外 国県等補助制度のため審査対象外

25 環境衛生課 生ごみ処理容器購入費補助金 個人 個人事業補助 1,044 審査対象外 包括審査 I 継続 コンポストの普及に合わせ，補助額の検証が必要である。

26 市民活動課 土浦市地区長連合会補助金 土浦市地区長連合会 団体運営補助 1,589 要改善 包括審査 B 要改善 親睦を目的とした経費や記念品代等は，補助対象から外すべきである。

27 市民活動課 地域公民館建設費補助金 町内会 団体事業補助 41,660 継続 包括審査 C 要改善 防災拠点としての活用を補助の条件とすることを検討すべきである。
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NO 所属課等 名　称 補助事業者 補助金の性質
Ｈ30
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提言内容
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28 市民活動課 コミュニティ事業補助金 町内会 団体事業補助 5,000 審査対象外
対象外

（国県制度） 審査対象外 国県等補助制度のため審査対象外

29 市民活動課 まちづくり市民会議補助金
土浦市まちづくり市民会
議

団体運営補助 2,700 要改善 包括審査 B 要改善 事業内容がマンネリ化している。団体の名に恥じない活動を検討すべきである。

30 市民活動課
協働のまちづくりファンド事業補助金（ソ
フト事業）

各種団体 団体事業補助 1,700 H27新規 包括審査 D 要改善 補助事業の効果について検証すべきである。

31 市民活動課 土浦市国際交流協会補助金 土浦市国際交流協会 団体運営補助 2,000 要改善 包括審査 B 要改善 補助率が高いため，見直しが必要である。

32 市民活動課 中学生交換交流事業補助金 土浦市国際交流協会 団体事業補助 4,085 要改善 包括審査 E 要改善
一部の生徒のみが恩恵を受けられる補助金であり，補助率も高いため，見直しが必
要である。

33 市民活動課 土浦市女性団体連絡協議会補助金
土浦市女性団体連絡協
議会

団体運営補助 250 要改善 包括審査 B 不要
目的が具体的でなく，活動内容も目的達成に貢献しているか疑問である。女性を特別
扱いする時代ではなく，補助金の役割は終了している。

34 各地区コミセン 地区市民委員会補助金 各地区市民委員会 団体事業補助 8,000 要改善 包括審査 C 要改善 地区によって使途にばらつきがあり，検証が必要である。

35 社会福祉課 土浦市遺族会運営事業補助金 土浦市遺族会 団体運営補助 320 要改善 包括審査 B 要改善 会員が減少しているにもかかわらず補助額が一定であり，減額を検討すべきである。

36 社会福祉課
民生委員児童委員協議会連合会事業
費補助金

土浦市民生委員児童委
員協議会連合会

団体運営補助 13,145 要改善 包括審査 B 継続

37 社会福祉課
社会福祉協議会補助金（高齢福祉課分
含む）

土浦市社会福祉協議会 団体運営補助 156,378 審査対象外
対象外

（外郭団体運営費） 審査対象外 外郭団体運営費補助のため審査対象外

38 社会福祉課 住居確保給付金 個人
扶助的補助，
利子補給

3,674 審査対象外
対象外

（国県制度） 審査対象外 国県等補助制度のため審査対象外

39 こども福祉課 チャレンジクラブ事業補助金 各地区市民委員会 団体事業補助 1,840 審査対象外 包括審査 C 要改善 地区市民委員会事業との整理，事業内容の見直しが必要である。

40 こども福祉課 結婚新生活支援事業費補助金 個人
扶助的補助，
利子補給

1,200 H29新規
対象外

（3年未経過） 審査対象外 創設3年以内のため審査対象外

41 こども福祉課 多子世帯保育料軽減事業費補助金 個人
扶助的補助，
利子補給

28,895 H29新規
対象外

（3年未経過） 審査対象外 創設3年以内のため審査対象外

42 こども福祉課 民間活力導入円滑化事業費補助金 保育事業者 団体事業補助 354 H28新規
対象外

（3年未経過） 審査対象外 創設3年以内のため審査対象外

43 こども福祉課
母親クラブ運営費補助金
（地域子育て支援センター）

地域子育て支援センター母
親クラブ

団体運営補助 160 要改善 包括審査 B 要改善 会員数に比して補助額が高く，減額を検討すべきである。

44 こども福祉課
保育所入所待機児童解消支援事業費
補助金

保育事業者 団体事業補助 1,000 H26新規 個別審査 G 要改善
0歳児保育の需要増への対応として，補助額の増や保育士確保策を検討すべきであ
る。

45 こども福祉課 病児，病後児保育事業費補助金 保育事業者 団体事業補助 8,452 H27新規 個別審査 F 要改善 利用しやすい制度となるよう，内容を検証すべきである。

46 こども福祉課
民間保育所等乳児等保育事業費補助
金

保育事業者 団体事業補助 13,541 H28新規
対象外

（3年未経過）
審査対象外 創設3年以内のため審査対象外

47 こども福祉課 保育体制強化事業費補助金 保育事業者 団体事業補助 8,640 H29新規
対象外

（3年未経過）
審査対象外 創設3年以内のため審査対象外

48 こども福祉課 認可外保育施設運営費補助金 認可外保育事業者 団体運営補助 448 要改善 包括審査 B 継続 認可外保育所も一定の質を保つ必要があり，補助制度について検証が必要である。

49 こども福祉課 障害児保育事業費補助金 保育事業者 団体事業補助 1,440 H26新規 包括審査 F 継続 より多くの施設で実施できるようにしてもらいたい。

50 こども福祉課 延長保育促進事業補助金 保育事業者 団体事業補助 19,989 審査対象外
対象外

（国県制度） 審査対象外 国県等補助制度のため審査対象外

51 こども福祉課 一時預かり事業補助金 保育事業者 団体事業補助 22,941 審査対象外
対象外

（国県制度） 審査対象外 国県等補助制度のため審査対象外

52 こども福祉課 民間保育所等運営費補助金 保育事業者 団体事業補助 56,700 H30新規
対象外

（3年未経過）
審査対象外 創設3年以内のため審査対象外

53 児童館 児童館母親クラブ運営費補助金 各児童館母親クラブ 団体運営補助 160 要改善 包括審査 B 不要
補助金の使途が目的に合致していない。地区を限定した団体であり，補助金の役割
は終了している。

54 高齢福祉課 高齢者クラブ活動費補助金 各町内会高齢者クラブ 団体事業補助 4,469 審査対象外
対象外

（国県制度）
審査対象外 国県等補助制度のため審査対象外
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55 高齢福祉課 シルバー人材センター補助金
土浦市シルバー人材セ
ンター

団体事業補助 10,978 継続 包括審査 G 継続

56 高齢福祉課 高齢者と子供のふれあい事業補助金 各町内会高齢者クラブ 団体事業補助 1,000 要改善 包括審査 C 要改善
高齢者クラブ補助金の中での対応を検討すべきである。使途についても精査が必要
である。

57
介護保険
特別会計

生きがい対応型デイサービス事業補助
金

デイサービス事業者 団体事業補助 44,264 要改善 包括審査 E 要改善 補助額が高額であり，内容を精査し検証すべきである。

58
国民健康保険
特別会計

特定健診関連人間ドック等補助金 個人
扶助的補助，
利子補給

23,055 審査対象外
対象外

（国県制度）
審査対象外 国県等補助制度のため審査対象外

59
国民健康保険
特別会計

生活習慣病検診補助金 個人
扶助的補助，
利子補給

12,685 審査対象外
対象外

（国県制度）
審査対象外 国県等補助制度のため審査対象外

60
国民健康保険
特別会計

人間ドック検診補助金 個人
扶助的補助，
利子補給

32,865 継続 包括審査 J 継続

61
国民健康保険
特別会計

脳ドック検診補助金 個人
扶助的補助，
利子補給

9,782 継続 包括審査 J 継続

62
後期高齢者医
療特別会計

人間ドック検診補助金 個人
扶助的補助，
利子補給

9,900 審査対象外 包括審査 J 継続

63
後期高齢者医
療特別会計

脳ドック検診補助金 個人
扶助的補助，
利子補給

2,700 審査対象外 包括審査 J 継続

64 健康増進課 土浦市献血推進協議会補助金 土浦市献血推進協議会 団体事業補助 1,050 審査対象外 包括審査 E 継続 事業を日赤経費で実施することも検討すべきである。

65 健康増進課 土浦市医師会付属准看護学院補助金
土浦市医師会准看護学
院

団体運営補助 400 要改善 包括審査 B 要改善
長期間に及ぶ補助で補助率も低く，補助金の役割に疑問があることから，検証が必
要である。

66 健康増進課 病院群輪番制病院運営費補助金
土浦協同病院，東京医科大学
茨城医療センター，霞ヶ浦医療
センター

団体事業補助 25,930 継続 包括審査 F 継続

67 健康増進課 公的医療機関運営支援補助金 土浦協同病院 団体事業補助 166,666 H26新規 包括審査 F 継続

68 健康増進課 救急医療体制強化支援補助金 神立病院，県南病院 団体事業補助 6,383 H26新規 包括審査 F 継続

69 健康増進課
茨城県歯科医師会口腔センター土浦移
転整備費補助金

茨城県歯科医師会 団体事業補助 1,830 H30新規
対象外
（H30限り） 審査対象外 平成30年度限り予算化された補助金のため審査対象外

70 健康増進課 不妊治療費補助金 個人
扶助的補助，
利子補給

9,050 審査対象外 包括審査 J 継続

71 障害福祉課 リフトタクシー運行費補助金 リフトタクシー事業者 個人事業補助 500 継続 包括審査 I 継続

72 商工観光課 土浦市産業祭補助金
土浦市産業祭実行委員
会

団体事業補助 3,500 要改善 包括審査 D 継続 補助率が高いため，見直しが必要である。

73 商工観光課 自治振興金融保証料補給金 中小企業者
扶助的補助，
利子補給

67,000 継続 包括審査 J 継続

74 商工観光課 自治金融制度利子補給金 中小企業者
扶助的補助，
利子補給

58,203 継続 包括審査 J 継続

75 商工観光課 中小企業労働者共済会保証料補給金 中小企業勤労者
扶助的補助，
利子補給

161 継続 包括審査 J 継続

76 商工観光課 中小企業労働者共済会利子補給金 中小企業者
扶助的補助，
利子補給

318 継続 包括審査 J 継続 補給率を市中金利や公定歩合に合わせて引き下げることも検討すべきである。

77 商工観光課
中小企業退職金共済制度加入促進補
助金

中小企業者 個人事業補助 382 継続 包括審査 I 継続

78 商工観光課 土浦商工会議所事業補助金 土浦商工会議所 団体事業補助 10,750 要改善 包括審査 F 要改善
そもそも補助が必要なのか疑問がある。具体的な事業への補助とし，補助率を設定
すべきである。

79 商工観光課 土浦市新治商工会補助金 土浦市新治商工会 団体事業補助 4,325 要改善 包括審査 E 要改善
商工会議所と比較して補助率が高い。そもそも補助が必要なのか疑問がある。年限
を定めて商工会議所補助金と統合することも検討すべきである。

80 商工観光課 企業誘致奨励金 企業者 個人事業補助 108,001 継続 包括審査 I 継続 他市の事例と比較するなど，検証が必要である。

81 商工観光課 中心市街地活性化支援事業補助金
つちうらカリー物語事業者部
会，特定非営利法人まちづくり
活性化土浦

団体事業補助 400 継続 包括審査 G 継続
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単位：千円
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82 商工観光課 中心市街地開業支援事業補助金 事業者 個人事業補助 5,000 H26新規 包括審査 I 継続 補助事業の効果の検証が必要である。

83 商工観光課 活性化バス運行事業補助金
特定非営利法人まちづく
り活性化土浦

団体事業補助 21,079 継続 包括審査 F 継続

84 商工観光課 土浦市観光協会事業補助金 土浦市観光協会 団体事業補助 27,805 要改善 包括審査 H 要改善 管理費が大きい。補助金の効果的な活用のため内容を精査すべきである。

85 商工観光課 産業文化事業団本部運営補助金 土浦市産業文化事業団 団体運営補助 86,033 審査対象外
対象外

（外郭団体運営費）
審査対象外 外郭団体運営費補助のため審査対象外

86 商工観光課 土浦発小さな旅事業補助金 土浦市観光協会 団体事業補助 200 継続 包括審査 D 要改善
観光協会の一事業とすることも検討すべきである。事業内容についても，効果の検証
が必要である。

87 商工観光課 土浦キララまつり補助金
土浦キララまつり実行委
員会

団体事業補助 9,000 要改善 包括審査 D 要改善
補助率が高いことから，市の財政状況も踏まえて，市民参加による財源の確保や支
出の抑制を検討すべきである。

88 商工観光課 土浦桜まつり補助金
土浦桜まつり実行委員
会

団体事業補助 2,000 要改善 包括審査 D 要改善
補助率が高いことから，市の財政状況も踏まえて，市民参加による財源の確保や支
出の抑制を検討すべきである。

89 商工観光課 土浦ウインターフェスティバル補助金
土浦ウィンターフェスティ
バル実行委員会

団体事業補助 3,300 要改善 包括審査 D 要改善
補助率が高いことから，市の財政状況も踏まえて，市民参加による財源の確保や支
出の抑制を検討すべきである。

90 商工観光課 土浦菊まつり補助金 土浦霞菊協会 団体事業補助 600 要改善 包括審査 D 要改善
補助率が高いことから，市の財政状況も踏まえて，市民参加による財源の確保や支
出の抑制を検討すべきである。

91 商工観光課 土浦皐月まつり補助金 土浦皐月会 団体事業補助 90 要改善 包括審査 D 要改善
補助率が高いことから，市の財政状況も踏まえて，市民参加による財源の確保や支
出の抑制を検討すべきである。

92 商工観光課 霞ヶ浦観光にぎわい事業補助金 土浦市産業文化事業団 団体事業補助 6,000 H27新規 包括審査 D 要改善
補助率が高いことから，市の財政状況も踏まえて，市民参加による財源の確保や支
出の抑制を検討すべきである。

93 商工観光課 花火大会事業補助金
土浦全国花火競技大会
実行委員会

団体事業補助 73,000 継続 包括審査 D 要改善 桟敷席収入の増や支出の抑制を検討すべきである。

94 農林水産課
土浦市農業用廃プラスチック処理事業
補助金

土浦市廃プラスティック
適正処理推進協議会

団体事業補助 140 継続 包括審査 G 継続

95 農林水産課 農作物有害鳥獣被害対策補助金 土浦農業協同組合 団体事業補助 1,357 継続 包括審査 E 継続 周辺市町と連携し，強化すべきである。

96 農林水産課 新規狩猟免許取得補助金 個人 個人事業補助 182 H29新規
対象外

（3年未経過） 審査対象外 創設3年以内のため審査対象外

97 農林水産課
農業次世代人材投資資金（旧青年就農
給付金）

農業者 個人事業補助 22,500 H25新規
対象外

（国県制度） 審査対象外 国県等補助制度のため審査対象外

98 農林水産課 農協営農指導推進事業補助金 土浦農業協同組合 団体事業補助 8,000 要改善 包括審査 F 要改善 対象経費が具体的でなく，精査が必要。そもそも市が補助する必要があるのか疑問。

99 農林水産課 産地づくり対策支援事業補助金 農業者 個人事業補助 9,000 継続 包括審査 I 継続

100 農林水産課 経営所得安定対策推進事業費補助金 土浦市農業再生協議会 団体事業補助 6,173 審査対象外
対象外

（国県制度）
審査対象外 国県等補助制度のため審査対象外

101 農林水産課
農業経営基盤強化資金利子助成補給
金

農業者
扶助的補助，
利子補給

300 継続 包括審査 J 継続

102 農林水産課 土浦市家畜衛生指導協会補助金
土浦市家畜衛生指導協
会

団体事業補助 175 継続 包括審査 G 継続

103 農林水産課 優良牛改良事業補助金 畜産業者 個人事業補助 210 継続 包括審査 I 継続

104 農林水産課 家畜防疫事業補助金 畜産業者 個人事業補助 552 継続 包括審査 I 継続

105 農林水産課 放牧育成牛助成事業補助金 畜産業者 個人事業補助 94 継続 包括審査 I 継続 酪農家の減少対策も検討すべきである。

106 農林水産課 揚水機運営費補助金 各土地改良区 団体事業補助 12,000 審査対象外 包括審査 E 要改善
用水の実態が不明であり，確認が必要である。また，受益者にも一定の負担を求める
べきである。

107 農林水産課 土地改良事業補助金 各土地改良区 団体事業補助 3,393 要改善 包括審査 G 要改善 持続可能な農業への投資とするため，内容の精査が必要である。

108 農林水産課 緑の少年隊育成事業補助金 各小学校緑の少年隊 団体事業補助 78 審査対象外
対象外

（国県制度）
審査対象外 国県等補助制度のため審査対象外



単位：千円

NO 所属課等 名　称 補助事業者 補助金の性質
Ｈ30
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109 都市計画課 霞ヶ浦広域バス運行対策費補助金
関鉄グリーンバス株式会
社

団体事業補助 812 H25新規 包括審査 E 継続 より利用しやすくなるよう，関係自治体と協議してもらいたい。

110 都市計画課 景観まちづくり事業補助金 各種団体 団体事業補助 300 審査対象外 包括審査 G 要改善 補助の必要性に疑問があり，内容の検証が必要である。

111 都市計画課 協働のまちづくりファンド事業補助金 個人，各種団体 個人事業補助 15,000 H26新規 包括審査 I 継続 利用しやすい制度となるよう，内容を検証すべきである。

112 都市計画課
ノンステップバス導入促進事業費補助
金

関東鉄道株式会社 団体事業補助 700 継続 包括審査 F 継続

113 都市計画課
中心市街地活性化協議会運営事業補
助金

土浦市中心市街地活性
化協議会

団体運営補助 100 審査対象外 包括審査 B 要改善 経費の大半が旅費となっている。事業内容について検証が必要である。

114 都市計画課 まちなか賃貸住宅家賃補助金 個人 個人事業補助 8,348 H26新規 包括審査 I 継続 補助対象者の年収に上限を設定することも検討すべきである。

115 都市計画課 まちなか住宅建替え・購入補助金 個人 個人事業補助 10,000 H26新規 個別審査 I 要改善 中心市街地活性化のため，より効果的な制度となるよう検証が必要である。

116 建築指導課 既存建物耐震改修費補助金 個人 個人事業補助 400 審査対象外
対象外

（国県制度） 審査対象外 国県等補助制度のため審査対象外

117 建築指導課 住宅等災害復旧資金利子補給金 個人
扶助的補助，
利子補給

1,961 審査対象外 個別審査 J 継続 より良い制度としていってもらいたい。

118 住宅営繕課 住宅リフォーム助成事業 個人 個人事業補助 15,000 H26新規 包括審査 I 継続

119
下水道事業
特別会計

雨水貯留施設等設置助成事業 個人 個人事業補助 450 H26新規 包括審査 I 継続 需要がなくなった時点で終了とすべきである。

120
下水道事業特
別会計

湖沼水質浄化下水道接続事業補助金 個人 個人事業補助 800 審査対象外 包括審査 I 継続 需要がなくなった時点で終了とすべきである。

121 公園街路課 土浦市地域児童遊園地整備補助金 中村南五丁目自治会 団体事業補助 261 継続 包括審査 C 継続

122 公園街路課 土浦市生垣設置奨励補助金 個人 個人事業補助 100 要改善 包括審査 I 継続 ブロック塀からの転換に対しては，補助の増額も検討すべきである。

123 消防本部
土浦市幼少年婦人防火委員会運営補
助金

土浦市幼少年婦人防火
委員会

団体事業補助 100 不要 個別審査 G 要改善 経費が目的に沿っていないため，改善が必要である。

124 消防本部 土浦市消防団運営補助金 土浦市消防団 団体運営補助 8,876 継続 包括審査 B 継続

125 消防本部
土浦市老朽化施設解体及び撤去事業
費補助金

個人，町内会 個人事業補助 350 審査対象外 包括審査 I 継続

126 教育総務課 奨学生育英事業補助金 個人
扶助的補助，
利子補給

4,032 審査対象外 包括審査 J 継続

127 教育総務課 私立幼稚園保護者助成補助金 個人
扶助的補助，
利子補給

55,008 審査対象外 包括審査 J 継続 保育園との公平性に疑問があることから，効果の検証を行うべきである。

128 教育総務課 私立幼稚園就園奨励費補助金 個人
扶助的補助，
利子補給

99,851 審査対象外
対象外

（国県制度）
審査対象外 国県等補助制度のため審査対象外

129
文化生涯学習
課

ミュージックフェス土浦開催事業費補助
金（旧世界名曲鑑賞のつどい補助金）

土浦市小・中学校PTA連
絡協議会

団体事業補助 650 継続 個別審査 D 不要
事業の継続が目的化しており，補助金の役割は終了している。PTAの活性化が目的
ならば，PTAが自主的に実施すれば良い。

130
文化生涯学習
課

土浦市文化財愛護の会補助金 土浦市文化財愛護の会 団体事業補助 100 要改善 包括審査 G 要改善
視察や会報作成への補助は，活動補助とは言えない。補助金を廃止し，自助努力と
することも検討すべきである。

131
文化生涯学習
課

大畑からかさ万灯事業補助金
大畑からかさ万灯保存
会

団体事業補助 200 継続 包括審査 D 継続

132
文化生涯学習
課

日枝神社流鏑馬祭事業補助金
日枝神社流鏑馬祭保存
会

団体事業補助 200 継続 包括審査 D 継続

133
文化生涯学習
課

田宮ばやし事業補助金 田宮囃子保存会 団体事業補助 150 継続 包括審査 G 継続

134
文化生涯学習
課

指定文化財修理費等補助金 個人 個人事業補助 200 継続 包括審査 I 継続

135
文化生涯学習
課

「愛宕神社本拝殿」修理費補助金 愛宕神社 団体事業補助 848 H30新規
対象外
（H30限り）

審査対象外 平成30年度限り予算化された補助金のため審査対象外

7
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136
文化生涯学習
課

文化協会運営費補助金 土浦市文化協会 団体事業補助 3,321 要改善 包括審査 D 要改善 収入増の検討や，市が会場費を直接支出することなど，内容の見直しが必要である。

137
文化生涯学習
課

小中学校児童生徒各種大会参加補助
金

各市立小・中学校 団体事業補助 120 要改善 個別審査 E 要改善
雑費の取扱いについて整理が必要である。また，補助が漏れている事例がないか検
証する必要がある。

138
文化生涯学習
課

土浦薪能開催事業費補助金 土浦薪能倶楽部 団体事業補助 3,500 要改善 包括審査 D 要改善 補助率を引下げ，最終的には自主運営が可能となるよう，見直しが必要である。

139
文化生涯学習
課

土浦市子ども会育成連合会事業補助
金

土浦市子ども会育成連
合会

団体事業補助 1,000 要改善 包括審査 F 要改善
繰越金が増加しており，検証が必要である。事業内容についても，時代に合ったもの
となるよう見直すべきである。

140
文化生涯学習
課

土浦市青少年相談員連絡協議会運営
費補助金

土浦市青少年相談員連
絡協議会

団体運営補助 120 要改善 包括審査 B 要改善
主な行事が総会等となっている。補助額は事業費を超えない範囲とするよう見直すべ
きである。

141
文化生涯学習
課

土浦子供を守る母の会運営費補助金
土浦市子どもを守る母の
会

団体運営補助 30 要改善 包括審査 B 不要 同種他団体への補助金と整理統合するべきである。

142 スポーツ振興課
土浦市スポーツ推進委員協議会運営
費補助金

土浦市スポーツ推進委
員協議会

団体事業補助 226 要改善 包括審査 E 要改善 補助金の使途について検証すべきである。

143 スポーツ振興課 土浦市体育協会事業補助金 土浦市体育協会 団体事業補助 9,875 要改善 包括審査 E 要改善 総務費が繰越金で賄われており，内容の検証が必要である。

144 スポーツ振興課 土浦市小学校体育連盟事業補助金 土浦市小学校体育連盟 団体事業補助 200 継続 包括審査 G 要改善
同種の補助金について，整理統合を検討すべきである。また，使途についても精査す
べきである。

145 スポーツ振興課 土浦市中学校体育連盟事業補助金 土浦市中学校体育連盟 団体事業補助 1,000 継続 包括審査 F 要改善
同種の補助金について，整理統合を検討すべきである。また，使途についても精査す
べきである。

146 スポーツ振興課
土浦市スポーツ少年団育成事業補助
金

土浦市スポーツ少年団 団体事業補助 450 要改善 包括審査 E 要改善
同種の補助金について，整理統合を検討すべきである。また，使途についても精査す
べきである。

147 スポーツ振興課
小・中学校児童生徒各種大会参加等補
助金

小・中学校体育連盟，各
連盟加入校

団体事業補助 8,191 継続 個別審査 F 要改善 中体連登録種目のみとなっている対象種目について，見直しを検討すべきである。

148 スポーツ振興課 かすみがうらマラソン大会補助金
かすみがうらマラソン大
会実行委員会

団体事業補助 13,000 要改善 包括審査 D 継続

149 指導課 土浦市教育研究会補助金 土浦市教育研究会 団体事業補助 1,500 要改善 包括審査 E 要改善 支出内容，事業の実施状況について検証すべきである。

150 指導課 土浦市生徒指導推進協議会補助金
土浦市生徒指導推進協
議会

団体事業補助 180 要改善 包括審査 C 要改善
各学校の直接経費とすることを検討すべきである。また，そもそも必要な団体である
のか検証が必要である。

151 指導課 観劇，音楽鑑賞一部補助金
各市立小・中学校，義務
教育学校

団体事業補助 4,980 審査対象外 個別審査 E 要改善
複数校での合同開催や，演目の再考など，目的や手法の見直しを検討すべきであ
る。

152 指導課 進路指導対策補助金
各市立中学校，義務教
育学校

団体事業補助 1,600 要改善 個別審査 E 不要 市の直接経費として予算化するべきであり，補助金の役割が認められない。
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