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第３回土浦市補助金等検討委員会議事録

日時：平成24年８月23日（木曜日）１６時00分～20時30分

場所：市役所本庁舎2階第２会議室

１出席者

検討委員：横須賀委員長，説田副委員長（16時～19時），安達委員，荒木委員，飯田委員

（欠席：飯村委員）

説明者：

133士浦市文化財愛護の会補助金，142士浦薪能開催事業費補助金：（文化課）中野課長，

大塚課長補佐，宮本主査

156教職員研修費補助金，153土浦市生徒指導推進協議会補助金，152士浦市教育研究会補

助金，155生徒指導補助金：（指導課）砂村課長，菊池指導主事，鶴田指導主事，中西

主事

８７花の展覧会事業補助金：（農林水産課）柴沼課長，酒井課長補佐，皆藤主査，中西係長

150かすみがうらマラソン大会補助金，146土浦市体育協会事業補助金：（スポーツ振興

課）林課長，根本課長補佐，武藤主査，永木係長

事務局：中村財政課長，佐藤財政課課長補佐，中島財政課主査，海老原財政課係長，

瀬古淫財政課係長，石引財政課主幹，中川財政課主幹，小川財政課主幹，

菊池財政課主事，服部行政経営課長，羽生行政経営課副参事，

２傍聴者：４名

３議題

（１）開会

（２）委員長挨拶

（３）議事

①第２回委員会議事録について

②第２回委員会での主な御意見とその対応等について

③包括審査について

④個別審査へ

■配布資料

６会議次第

ｂ資料１第２回委員会議事録について

・資料1-1第２回委員会での主な御意見とその対応等について

・資料２前回「廃止」とされた補助金の存続理由

・資料３多額の繰越金のある補助金一覧表
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・資料４少額補助金の現状維持の理由

・資料５個別審査補助金一覧表

・資料６包括審査補助金グループ一覧表

■開会

（事務局）ただ今から第３回土浦市補助金等検討委員会を開催いたします．

なお，本日の会議につきましては，「土浦市審議会等の会議の公開に関する要項」に基

づきまして，会議を公開しておりますので，よろしくお願いいたします。

また，傍聴者される皆様に御案内いたします。本日は，個別審査がございますが，その

結果につきましては，後方のホワイトボードに掲示しておりますので，御参考にしていた

だければと思います。本日は，アンケート用紙をお配りしておりますので，お帰りの際に

は出口に設けました回収ボックスに御投函していただきますようお願い申し上げます。

開会にあたりまして，横須賀委員長から御挨拶を頂戴いたしたいと存じます。

■委員長挨拶

（委員長）非常に暑い中を，傍聴に来ていただいた方も，御苦労さまでございます。ありが

とうございます。それで，開始の時間が中途半端になっていると思いますが，士・日若し

くは平日の夕方で，何方でも来られる時間を確保するという前提の中で，本日は４時から

ということで，最初は包括審査ですので，個別審査に入った段階では来ていただけること

もできる時間ということの設定をしてございます。よろしくお願いいたします。

■議事

(事務局）議事の進行は，横須賀委員長にお願いいたします。

（委員長）それでは早速内容に入りたいと思います。本日の議題は，資料１の前回の議事録

のほかに，資料１－１「第１回委員会での主な御意見とその対応等について」という資料が

ありますが，事務局から説明をお願いいたします。

（事務局）それでは，議事の（１）第２回委員会議事録につきましては，御覧になっていた

だければと思います。続きまして，議事の（２）第２回検討委員会での主な御意見とその

対応等について，資料1-1により御説明いたします。こちらについてはNo.１からNo.４ま

で，貴重な御意見をいただきまして，回答と対応につきましては，この後の資料２から５

を使って説明させていただきます。

（委員長）議題の（１）前回の議事録は後で目を通して，疑義がある時は申し出ていただき

まして，肝心なのは（２）前回の主な御意見とその対応ですけれども，包括審査というこ

とでの資料を作っていただき，御説明いただくわけですけれども，ボリュームがあるがそ

う時間はかけられないので，評価シートをのぞきながら説明が聞けるだけの時間を設定し

たいと思います。

（事務局）今回限られた時間での審査ということもありますので，御質問の時間も考慮いた

しまして，それぞれの内容は，理由書に示させていただいておりますので，理由書につい
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ては，特に補足の説明が必要な補助金につきましてのみ説明させていただきたいと思いま

すが，委員長よるしいでしょうか。

(委員長）説明は良いですから。例えば中身を見る時間をいただいて進めたいと思います。

まず，始めに66番「土浦地域労働者福祉協議会補助金」は，補足説明はありませんか。

.(事務局）こちらは，補足説明はありません。

(委員長）次の，８５番「土浦市青年農業会議所補助金」も，補足説明はありませんか。

(事務局）８５番「土浦市青年農業会議所補助金」につきましては，地域の農業後継者や新規

就農者が少なくなっている中で，地域の担い手の育成強化が必要であると。この青年農業

会議所の構成員として，農業後継者が会員になっており，この後継者の育成，担い手の活

動することにより，優良農地の確保や農地の有効利用にも繋がっていく，それが，耕作放

棄地対策としても極めて重要な意味合いを持つというような理由から，補助金については

支援継続をしており，前回廃止とされたものの現在まで続いている理由です。

(委員長）続いて，９９番「家畜防疫事業補助金」をお願いします。

(事務局）こちらにつきましては，この事業は豚の伝染病であるオーエスキー病の予防対策

として実施しており，オーエスキー病は感染力が非常に強いので，死体というよりは検体

又は国単位で浄化対策に取り組まなければならなく，以前，豚コレラという感染病が同様

の経緯で根絶したことを考えれば，オーエスキー病も清浄化を図ることが，市内養豚農家

の発展につながるため助成を継続するものです。

(委員長）100番「放牧育成牛助成事業補助金」をお願いします。

(事務局）経営規模の小さい農家の乳牛の生産性向上のために，安全な飼料による健全な

乳牛を導入することで経営の改善を図っておりますが，岩手や北海道に放牧するための輸

送費の３分の１を助成しているものです。

(委員長）119番「土浦市幼少年婦人防火委員会運営補助金」をお願いします。

(事務局）幼少年婦人防火委員会は，火災予防思想の普及・啓発，また，訓練等を通じ地域

の防災力を高めようとする団体です。災害の中で各クラブが先頭に立ちまして，様々な行

動で培った能力を発揮することで，被害を最小限に食い止めることができると考えられて

います。また，幼少期からの防災教育を実践することにより，将来的には火災等の人為的

な災害を未然に防止することになり，さらには地域の防災力向上へと繋がるものと考えら

れています。現在，委員会の運営資金は，土浦市からの補助金が全体の６０％を占めていま

す。今後の活動を継続的に実施し，さらには組織を拡大・強化していくためには，運営補

助金は必要不可欠なものと考えられております。

(委員長）125番「学校保健会土浦支部補助金」をお願いします。

(事務局）本件につきましては，学校と学校医などとの連携により，感染症予防，特にイン

フルエンザや感染性の胃腸炎などの最新医療等の状況を学ぶことで，先生から児童生徒へ，

児童生徒から家庭へ，家庭から地域へと知識の広まりが期待でき，さらに，学校と学校医，
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学校歯科医，学校薬剤師との連携により，児童生徒の健康管理に寄与しており，継続的な

組織活動によって，幼児，児童生徒及び学校職員の健康保持増進とその福祉の増進に繋が

るものであると思われます。

(委員長）129番「土浦子供を守る母の会運営費補助金」をお願いします

(事務局）こちらにつきましては，厳しい青少年非行情勢に対処するため，母親同士が相互

に関係機関・団体との連携を強めながら，有害環境浄化活動，広報及び啓蒙活動等を行い，

青少年の健全育成・非行防止を図っています。

しかし，この会については，活動財源が行政及び市の補助金によるもので，市の補助金

が廃止された場合，様々な活動が難しくなってまいります。

市といたしましても，地域社会全体で青少年を見守り育てていくことができるような地

域力の強化や，地域と企業との連携，団体等の協働が重要と考えられますので現状維持と

するものです。

(委員長）131番「土浦地区更生保護女性会補助金」をお願いします。

(事務局）青少年の犯罪のみならず，子育てのベテランとしての役割として，地域の子育て

に不安をもつ，父母を対象とし，地域の子育て交流サロン等においてのイベントや，相談

等を通して，子育ての不安の解消を図っております。

前回検討で「廃止」とされていますが，社会状況においては，未成年者の薬物乱用や，

傷害などの犯罪が悪質化していることや，少子化などによる，母親同士の交流の場が少な

くなるなど，状況が決して好転しているわけではありません。そういった傾向に対して，

地域での紳や見守り体制の希薄さが叫ばれている昨今においては，よりこの事業の重要度

が増しており，市としても，積極的に事業推進の補助を図ってゆく必要が強くなっている

ため継続しております。

(委員長）133番「土浦市文化財愛護の会補助金」をお願いします。

(事務局）文化財愛護の会は土浦市域の文化財を市民の財産として後世に伝えるため，文化

財の保護及び活用に努め，文化財愛護精神と郷土愛を深めることを目的として組織された

団体であり，土浦市の文化財保護行政においても，献身的に御協力をいただいている団体

です。

「土浦市文化財愛護の会」のように広域的に文化財愛護活動を行っている団体は県内で

は唯一の団体であり，これまでの会の積極的な活動に対し「文部大臣」や「茨城県知事」

等から高い評価をいただき各種の賞を受賞しています。本会の活動によって，土浦市の貴

重な文化財の保護の充実が図られている状況にあることから，今後も継続的な補助が必要

だと考えられます。

(委員長）140番「土浦交響楽団補助金」をお願いします。

(事務局）土浦交響楽団はγ昭和５１年１１月２０日に結成され，県内６市にしかない数少な

い市民オーケストラの中の１つとして，土浦市及び近隣市町村で，交響楽団の演奏活動を
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行い，クラシック音楽の普及及び地域文化の向上を図っております。

市では，交響楽団の支援及び地域文化の向上のため，土浦市文化振興事業補助金交付要

'綱に基づき，予算の範囲内で補助金を交付しております。

県内において，市民オーケストラのある都市が数少ない中で，「土浦」の名前を冠した

交響楽団があるということは，市外の会場で演奏を行ったとしても，本市の文化水準の高

さをアピールできるものと考えられます。

以上のことから，今後とも土浦交響楽団の維持・運営を支援していくことが必要なもの

であります。

(委員長）156番「教職員研修費補助金」をお願いします。

(事務局）教育関係の補助金については，今回の審査対象に多く挙げられているわけですが，

教育関連については総合的に言えることでありますが，１０年前とくらべ，教育を取り巻く

社会情勢は大きく変化を続け，学校現場を見ると，いまも大きく問題となっておりますが，

いじめ・不登校等の生徒指導の課題，などが挙げられます。

つきましては，教職環境の整備や教職員の資質の向上を図ることをねらいとする，研修

の機会の確保，質の確保をする意味で補助金は欠かせないものとなっています。

(委員長）それでは，廃止とされた理由が明確に書いてないので，判断しづらいところがあ

るので，事務方では，もう一度チェックいただきたいと思います。それぞれ，委員から御

意見があれば。

(委員）廃止とされた補助金の存続理由は，各事業立派な理由はあるし，公益的な目的があ

るのですが，中身について，どういう活動をして何に幾ら使われているのか書かれていな

いところが多いので，存続理由が分からない。例えば，８５番青年農業会議所補助金ですが，

活動の内容が全く書かれていないし，会員数も分からないし，活動しているのが何なのか

分からないし，評価シートを見ると，ほとんどが食事代になっていますけれど，農業の後

継者が必要だし，担い手が必要なのは分かりますが，何をしているのかというと皆で集ま

って食事をしましょうではしょうがないと思います。だから，何を具体的にしているのか，

全て書いていただいて内容を精査していただかないと判定出来ないと思います。

(委員長）これが，内容がはっきりしていまして，飲食費に全て行っており，これからの審

査の中では，ほぼノーの話になっていくと思います。包括審査の内容についても，これか

らの審査の意見で一般的に出される意見とつじつまが合わない中身のものは検討していた

だかなくてはならない。はっきりするものが出てきたので，はっきり考えていただきたい。

これは非常にちゃんと書いていただいているから分かりやすいが，それ以外のものは，食

料費がどれだけであるとか書いていない。会議費と書いてあり，会議費の比率の金額が割

と高い｡そういう意味で行くと，本当は要らなかったのかという考え方もある。団体は，

無いよりあった方が良いが，現実の問題として，広報紙の印刷製本費や会議費の比重が高

く，数字に疑問がある。それではない，例えは，放牧育成牛助成事業補助金は，輸送費の
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３分の１の補助金ですが，平成13年に廃止とされたものの存続理由がこれで良いのかとい

う感じもあります。

それぞれの事業は大変立派なことをしていると思うが，とは言えどこの誰が事業をすべ

きなのか，もう一度厳しい目で見ていただくということになると思う。

(委員）具体的に数字がないということと，中身を見ていきますと，例えば，１２５番の学校

保健会土浦支部補助金は，はっきりと研修会が目的となっておりますので，教育委員会の

予算として計上すれば，補助金としてお渡しする必要がないと印象を受けました。

それから，１４０番の土浦交響楽団補助金は，練習の回数を重ねれば重ねるほど音が良く

なりますが，ただ，収入と支出を考えてみると，支出の方が収入の３倍位かかっていて，

補助金をもらうことを目的としてやっているように受け取られてしまうので，どの事業も

中身を精査してスリム化するようなことを考えていただきたい。

(委員）飲食費の割合が高いものは，昼食代と宴会代では性格付けは違うと思うが，受益者

負担が原則であるとのことと，慶弔費の問題の是非は，もちろん日本の文化・伝統もあり

ますので，一概にその行為はダメとは言えないが，はたしてそれを団体の公費として出す

べきかどうか，今後の全てにおいて着目しなければならない。いずれにしても，士浦市民

の貴重な税金で賄われているものなので，それを払っている人が見たときに納得されるも

のなのか視点を持つことが必要である。

(委員）存続理由書を読んだ限りでは，具体的なイメージは湧きませんでしたが，各団体の

収支を見るとどういう活動がされているのか，実際的な活動しているのか，少しずつ見え

てきたように思う。視点を変えてみると，廃止とされた存続理由書の中で，１１９番の土浦

市幼少年婦人防火委員会運営補助金は平成８年度からで，１２９番の土浦子供を守る母の会

運営費補助金は昭和４５年度から，131番の土浦地区更生保護女性会補助金も古いが，いず
、

れもこれらの団体名Iま過去の名称であると思う。母の会等を名称に付けるのは昔の話だっ

たなと思う。更生保護女性会についても，内容を読ませていただいて，今後存続してこの

少ない補助金で活動してもらうのも如何なものかと思いました。特にこの３つに関して古

い体質であり，今後活動していくにはネーミングも変えて》母の会だけではなく父，婦人

だけではなく一般市民，女性会は更正保護を行う全体の会として運営していくことが必要

であると思います。

このことから，廃止と判断れたものについては，今後見直しをしながら廃止に向けてや

って行くというのが率直な意見です。

(委員長）これについては，個票を集める事はないが，以前に廃止と判断されており，それ

が生きているということは，今回廃止と判断しても，同じ結果になる中身であると思える

ので，これらを存続させるかどうかは，もう一度以前に戻って，現状と合わせてきちっと

考えていただく。我々の審査上は，廃止である。

それぞれ，立派な理由があり，廃止することには色々なアレルギーはあると思うが，中
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身を精査して，廃止を前提として御検討いただきたい。

(委員長）次に，多額の繰越金のある補助金に行きたいと思います６２６番「土浦市家庭排水

浄化推進協議会補助金」をお願いします。

(事務局）繰越しと繰越しの理由については表のとおりですが，現在まで繰越しがある理由

としましては，平成１８年の新治村との合併で，旧新治村家庭排水浄化推進協議会からの

繰越金を引き継いだことによるものであり，現在はその繰越金は少しずつ減少傾向でござ

います。

(委員長）３６番「リフトタクシー運行費補助金」をお願いします。

(事務局）本件は，４社のタクシー会社への車検費用やガソリン等のみの１０/１０実費補助で

あり，うち２社が多額の繰越金がありますが，実際は，補助事業車検とガソリンについて

の繰越しはなく，シート上に，利用者料金や人件費などを含んでいるため，繰越しがあり

となっています。

(委員長）３８番「認可外保育施設運営費補助金」をお願いします。

(事務局）こちらの理由としまして，この補助金は２つの法人に交付されていますが，うち，

「マナ愛児園」で，決算後の４月分職員給与に160～170万円必要なための繰越金であり

ます。

(委員長）８６番「土浦市穀物改良協会補助金」をお願いします。

(事務局）理由としまして，協会の事業の一つに高品質米の推進があり，例年，グレーダー

という米選別機や水分計を購入した生産者への助成，及び土浦農協等の米穀取扱事業者や

生産者へ品質改善資材の配布を行っております。

平成２３年度予算の執行については，平成２４年度からの新事業として県推奨の業務用早

生水稲新品種の普及を目的とした該当種子の購入に対し，新品種米取組支援助成を行うた

め，予算を一部繰り越ししたものであります。

(委員長）９６番「担い手生産組織育成事業補助金」をお願いします。

(事務局）理由については，平成２３年度は１０団体に対し補助金を交付し，その内，３団体

において，１０万円以上の繰越金が発生しております。

ＪＡ土浦花き部会青年部につきましては，研修会費用について，自己負担金を徴収する

変更を行い，平成２４年度以降は，各地で行われている展覧会等のイベントへの積極的な

参加や市場へのＰＲ活動に取り組むなどの見直しを行ったため。

土浦れんこん研究会につきましては，東日本大震災の影響により，予定されていた研修

会の回数が例年通り開催出来なかったことによる繰越しです。

ＪＡハウス土浦部会につきましては，補助金は，生産技術向上と調査研究に利用される

ものであり，また，運営事業費捻出のため，部会員の機械装置を活用して，害虫防除の作

業を請負う事業を行っており，繰越金については，防除受託から発生しているものです。

(委員長）９１番「農業公社活動費補助金」をお願いします。
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(事務局）農業公社の事業は，市が行うという性格の公益的事業と収益を上げるべき収益事

業がありますが，市からの補助金は，本来市が行うべき公益的な目的の事業費に充てられ，

繰越しなく100％使われており，繰越金については，そば・みそなどの収益事業における

利益が繰り越されていたもので，その繰越金は，企業でいう留保資金や引当金というもの

に近く，そばの種及びそば契約栽培農家から買入れする玄そばの仕入れ，また，味噌作り

のための大豆・米・塩などの原材料及び乾麺などの商品の仕入れなどの必要な財源であり，

また，備品などを整備するための，将来の備えという性格をもっており，そこに書いてあ

るとおり，今年度は石臼の製粉機とそばを保管する冷蔵庫を購入したものです

(委員長）それでは，委員さん御意見はありますか。

(委員）２６番の家庭排水事業ですが，新治村との合併に伴い繰越金が増えたという説明です

が，その年は確かに増えると思いますが，その後既に５年が経過しているにもかかわらず，

高い繰越金をキープしている現実ですね。他の市町村は数年前から自治体からの補助金を

打ち切りしているのが現状ですので，土浦市がこれだけの繰越金がありながら，まだ補助

金を支出しているのか，市の担当課も疑問を持ってもらっても良いのではないかという感

想です。このようなことから，補助金を打ち切るという方向付けをしていただけたらと思

います。

(委員長）これを見せていただいて，補助金額が何故１８万円なのか１００万円なのか，理由

が無いとしか思えない。それは，昨年が１８万円，１００万円だから同額としている以外にき

ちっと説明できないのではないかと思う。現実に３０万円以上の繰越金が発生していると

すれば，１年補助をやめてもいいと思う。必要性があれば形式上１千円の予算を付けて科

目計上とする，そして交付しない。どうしても交付しなければならない状況が発生すれば

予備費でも充用して交付すれば良いと思う。

繰越金があるというのは，外側に公のお金が残っているという風に，補助金を出してい

る限りは思った方が良い。

それと，補助金額の根拠をもう一度整理してもらいたい，そうすると，繰越金ももう少

し整理できると思う。この様な手法も含めて御検討ください。

(委員長）続いて，１０万円以下の少額補助金のうち，担当課で「現状維持」の方向性を出し

ている補助金に行きたいと思います。５０番「介護保険住宅改修費支給申請理由書作成業務

支援事業補助金」をお願いします。

(事務局）こちらについては，介護バリアフリー住宅改修費の助成を受けるためには，その

必要書類に介護などの資格を持っているが作成する「理由書」というものが必要となりま

す。

介護認定を受けていて介護事業者などとケアプラン契約をして介護サービスを受けてい

る人はその「理由書」については契約している担当ケアマネなどがケアプランの一環とし

て書いてもらえますが，介護認定を受けていても，介護事業者の介護サービスを受けてな
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い人は，当然担当ケアマネがいないので，理由書だけを書いてももらうためにケアマネ等

の資格のある人に頼まないとできません。しかし，その場合は，理由書を書くだけのため

に料金徴収することはできない規定があるため，事業者はお金にならないということで，

理由書を書くことを拒否される懸念があります。そのため代替として，ケアマネなど資格

のある人が理由書を作成した場合，一回につき２千円を市から補助し理由書作成を促進し

ようというしくみです。

このようなことから，補助金がなくなると，ケアプランを結んでない介護認定者が円滑

に申請できなくなるので，この補助事業を引き続き実施するということであります。

(委員長）５４番「土浦市歯科医師会口腔ケア講習会開催補助金」をお願いします。

(事務局）土浦市歯科医師会が主催する口腔ケア講習会は，年１回，一般市民を対象に開催

され，口腔ケアの重要性を説明・指導し，口腔ケアに関する知識の普及・啓発に努めるも

のです。

高齢化社会が続く中，噛むことなどの機能を低下させないことは，健康の基本を維持す

ることに寄与することや，誤l燕性肺炎，老人に多い胃液の誤飲や口腔疾患の予防に大変有

効であり，その重要性を広く知らしめるための講習会への補助金を交付することは,､市民

の健康増進を支えるうえで必要なものであり，現状維持とするものです。

(委員長）６６番「土浦地域労働者福祉協議会補助金」をお願いします。

(事務局）理由としまして，労働者の労働環境は，先行き不透明な経済情勢や突発的に起こ

る自然災害等に大きく影響されることから，刻々と変化する労働者福祉対策のニーズに対

応できるよう継続的な補助を続けていくため，現状維持とするものであります。

(委員長）８６番「士浦市穀物改良協会補助金」をお願いします。

(事務局）この補助金つきましては，先ほど多額の繰越金でも御説明しましたが，現状維持

の理由としましては，改良協会の事業により，本市などはコシヒカリが中心でありますが，

さらに，高品質米の生産を目指した取り組みを実践しているもので，本市としても農業経

営の安定と農業生産力の確保を推進するために，現状維持とするものであります。

(委員長）１００番「放牧育成牛助成事業補助金」をお願いします。

(事務局）この補助金は，こういう補助金もあるというもので，育成牛を北海道や岩手など

の環境の良い牧場で放牧するため輸送費の３分の１を補助するものですが，現状維持の理

由としまして，経営規模の小さく，餌が輸入で，依然として酪農家の経営状態は厳しい状

況にあるということや，土浦の最後の２軒の乳牛農家ということから，こちらを守る目的

から現状維持とするものであります。

(委員長）125番「学校保健会土浦支部補助金」をお願いします。

(事務局）インフルエンザや感染症胃腸炎などの最新医療等の状況を学ぶことで，先生から

児童生徒へ，児童生徒から家庭へ，家庭から地域へと知識の広まりが期待できること，さ

らに，学校と学校医，学校歯科医，学校薬剤師との連携により，児童生徒の健康管理に寄
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