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補助金・負担金等の見直しについて 

１．大綱及び実施計画に定める見直し方針 

行政関与の必要性があるか、市の重点施策に沿ったものであるか、あるいは市

民生活に欠かせない真に必要なものであるか等について、個別に検討し、優先度

を勘案しながら見直しを行う。 

（１）行政が関与する補助金等のあり方及び交付ルールの適正化 

  ・補助目的の明確化と有効性に係る効果の検証の徹底 

  ・受益者等が限定的なものや個人の資質・資産価値の向上に資する補助金等の

見直し 

  ・補助対象項目の明確化と期限設定による交付の徹底 

（２）受益者の応分負担の原則 

  ・適正な補助率や受益者負担額の設定 

（３）補助対象者の精査 

  ・所得制限基準の設定による対象者の適正化 

（４）国県補助金の上乗せ補助の見直し 

  ・国、県等の補助制度に基づく事業において義務負担のない市単独の上乗せ補

助は廃止の方向で検討 

２．廃止・縮小予定の補助金・負担金等 ※次葉以降の一覧表のとおり 

区 分 総件数 
左のうち廃止・縮小件数 

廃止 縮小 合計 

補助金 ２５２ ２５ ４７ ７２ 

負担金 ３７３ ８ ３ １１ 

市単独扶助費 １６ ０ ５ ５ 

合 計 ６４１ ３３ ５５ ８８ 

○廃止・縮小による削減額

   １８５．６百万円（Ｈ２６－Ｈ２７当初予算対比） 

３．第１期実施計画に定めた財政効果目標額（Ｈ２４決算対比）に対する状況

区  分 金 額（百万円） 

目標額（Ｈ２７補助金・負担金等の見直し） １８０．０ 

平成２７年度当初予算案における効果額 １７６．９ 



○平成27年度から廃止または縮小予定の補助金・負担金等一覧
（単位：千円）

部局 所管課 補助金・負担金等の名称
平成26年度
当初予算

①

見直し
方針

廃止理由または見直し内容
平成27年度
当初予算

②

差引額
②－①

政策企画課 民間国際交流団体事業補助金 3,000 縮小
補助上限額を１団体あたり30
万円から25万円に見直し

1,640 △ 1,360

広報情報課 日本広報協会負担金 42 廃止
協会加入の意義が希薄になっ
ているため

0 △ 42

ふるさと広場設置事業助成金 3,000 廃止
所期の目的を達成したと考えら
れるため

0 △ 3,000

出雲市集会所建設事業補助金 15,000 縮小
修繕に対する補助上限額を
500万円から300万円に見直し

15,000 0

出雲市地域コミュニティづくり支援補助金 1,000 縮小
3ヶ年のモデル事業終了に伴う
補助金額の見直し

500 △ 500

定住促進住まいづくり助成金
（住宅建築・リフォーム助成金）

30,000 縮小

一般世帯枠を廃止し、新婚世
帯、子育て世帯等の定住・移
住の促進に特化した制度に見
直し

24,700 △ 5,300

出身者会活動支援補助金 2,550 縮小
合併前の旧市町単位の団体に
対する補助金額の段階的な見
直し

1,425 △ 1,125

人事課 職員共済会福利厚生事業補助金 10,000 縮小
補助対象経費の精査による補
助金額の見直し

9,500 △ 500

人権同和政策課 全日本同和会出雲支部補助金 1,800 縮小
補助金額を180万円から150
万円に見直し

1,500 △ 300

出雲市崩落土砂等撤去費助成金 300 縮小
一定規模以上の案件を対象と
するよう補助対象を見直し

300 0

出雲地区防犯協会補助金 11,000 縮小
補助対象経費の精査による補
助金額の見直し

9,900 △ 1,100

出雲市平和祈念活動事業補助金 170 縮小
補助対象経費の精査による段
階的な補助金額の見直し

120 △ 50

出雲市障がい者社会参加促進事業補助
金（ひらた福祉フェスティバル）

250 廃止
特定の地域・団体への長期間
にわたる補助金であり、自主財
源での実施を要請していくため

0 △ 250

ボランティアまちづくりセンター運営事業補
助金

5,500 縮小
補助率を10/10以内から3/4
以内に引き下げ

4,120 △ 1,380

出雲市社会福祉センター管理運営費補
助金

12,330 縮小
補助率を10/10以内から3/4
以内に引き下げ

8,120 △ 4,210

出雲市社会福祉協議会運営費補助金 148,170 縮小
補助対象経費の精査による補
助金額の見直し

137,760 △ 10,410

出雲市障がい者レクリェーション事業補助
金

350 縮小
補助対象経費の精査による補
助金額の見直し

200 △ 150

障がい者自立支援医療（扶助費）

　うち市単独助成

職親委託事業（扶助費） 1,800 縮小 新規委託の廃止 1,800 0

福祉医療費助成事業（扶助費）

　うち市単独助成

総合政策部
自治振興課

縁結び定住課

総務部

防災安全課

健康福祉部 福祉推進課

10,998 縮小

更生医療の一部の見直し
また、平成28年度から精神障
がい者通院交通費助成の見直
し

4,914 △ 6,084

28,547 縮小
県制度への統一に伴う市単独
事業の見直し

16,800 △ 11,747
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部局 所管課 補助金・負担金等の名称
平成26年度
当初予算

①

見直し
方針

廃止理由または見直し内容
平成27年度
当初予算

②

差引額
②－①

高齢者クラブ連合会活動促進補助金 4,900

単位クラブ活動促進補助金 13,550

シルバー人材センター運営費補助金 23,048 縮小
国のルールに沿った段階的な
補助金の減額

19,135 △ 3,913

高齢者日常生活用具給付（扶助費） 100 縮小
給付対象用具及び対象者の
見直し

50 △ 50

島根県食品衛生協会出雲支所食品衛生
指導員活動費補助金

100 廃止
自主財源での活動を要請して
いくため

0 △ 100

研修会参加負担金
（自死防止対策緊急強化事業）

15 廃止 所期の目的を達成したため 0 △ 15

研修会参加負担金
（妊婦・乳児訪問事業）

7 廃止 所期の目的を達成したため 0 △ 7

出雲市私立幼稚園就園奨励費補助金 598 廃止

子ども・子育て支援新制度施
行に伴い、一律であった保育
料は保護者の所得状況に応じ
た額となり、低所得世帯等への
奨励費給付が不要となったた
め

0 △ 598

出雲市私立幼稚園事業費補助金 1,804 廃止

子ども・子育て支援新制度施
行に伴い、当該事業費相当分
は施設給付費に含まれることに
なったため

0 △ 1,804

出雲市第３子以降認可外保育施設保育
料（県補助）

8,522

出雲市第３子以降認可外保育施設保育
料（市単独）

7,478

出雲市第３子以降私立幼稚園保育料無
料化事業費補助金

7,738 縮小
市立幼稚園の第3子以降無料
化事業と同様な基準での見直
し

3,800 △ 3,938

私立認可保育所研修費補助金 23,400 縮小
補助単価5,000円を4,000円と
し、今後も段階的に引き下げる

19,140 △ 4,260

ひとり親家庭等児童入学就職支度金
（扶助費）

3,450 縮小
小中学校入学支度金のみを給
付するよう給付対象者を見直し

2,100 △ 1,350

市民活動支援事業補助金 1,200 廃止

一過性の補助金となっている
傾向があるため廃止し、平成
27年度以降は市民と行政の
「協働」に主眼を置いた支援制
度を創設予定

0 △ 1,200

出雲市総合ボランティアセンター運営委
員会補助金

700 縮小
補助対象経費の精査による補
助金額の見直し

600 △ 100

出雲市地区青少年ネットワーク支援事業
補助金

7,400

出雲市青少年育成市民会議補助金 1,300

アイルランド出雲キャンプ記念事業補助
金

300 廃止
長期間にわたり実施してきた
が、事業効果が希薄となってき
たため

0 △ 300

新日本泥田バレー補助金 200 廃止

特定の地域・団体への長期間
にわたる補助金であるとともに、
大会の継続に関し見直す時期
がきているため

0 △ 200

18,100 △ 350

健康増進課

子育て支援課 縮小
認可保育所の第3子以降保育
料無料化事業と同様な基準で
の見直し

6,800 △ 9,200

健康福祉部

高齢者福祉課

縮小
補助対象を連合会活動に集約
し、県補助金を活用した市負
担の軽減

市民活動支援課

縮小
組織の一本化に伴う補助金の
統合と補助金額の見直し

△ 3,400

文化スポーツ課

5,300文化環境部
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部局 所管課 補助金・負担金等の名称
平成26年度
当初予算

①

見直し
方針

廃止理由または見直し内容
平成27年度
当初予算

②

差引額
②－①

すさのおウォーク開催補助金 429 廃止
市の補助金を必要としない方
法での事業実施とするため

0 △ 429

出雲カップＵ－１８サッカー大会開催負担
金

1,700 廃止
市の負担金を必要としない方
法での事業実施とするため

0 △ 1,700

IZUMOこころのうたコンサート開催補助金 297 廃止
2市4町の合併を機に開催され
たが、合併10周年の区切りを
迎え、目的が達成されたため

0 △ 297

出雲神在月市民芸術文化の祭典開催補
助金

1,539 廃止

各地域での持ち回りで開催して
きたが、開催できない地域が発
生してきたことから、考え方や
手法について再構築する必要
があるため

0 △ 1,539

広域大会開催地補助金 969
縮小
廃止

0 △ 969

出雲市体育協会本部・支部事業費補助
金

18,691 縮小 17,000 △ 1,691

スポーツ大会開催補助金 9,640 縮小 9,000 △ 640

選手強化重点事業補助金 3,500 縮小 2,000 △ 1,500

指導者育成事業補助金 100
縮小
廃止

0 △ 100

出雲の国ツーデーウォーク開催補助金 450 縮小
市の補助金を必要としない方
法での事業実施とするため

250 △ 200

スポーツ少年団運営費補助金 6,000

スポーツ少年団種目別交流事業補助金 1,000

吉岡隆徳記念出雲陸上競技大会開催負
担金

2,700 縮小
補助対象経費の精査による補
助金額の見直し

2,000 △ 700

各地区文化協会補助金 6,790 縮小 自主財源の割合の見直し 5,379 △ 1,411

出雲ドーム2000人の吹奏楽開催補助金 3,150 縮小 事業費の見直し 3,000 △ 150

【新規追加】
出雲芸術アカデミー運営補助金

22,000 縮小

これまでも補助金額の見直しを
行ってきているが、さらに受講
料値上げに対応した見直しを
実施

21,000 △ 1,000

しおかぜ駅伝参加助成金 300 縮小

他の事業（小中派遣、激励金）
との整合性（出場大会レベル）
を図るための段階的な補助金
額の見直し

240 △ 60

いずも古着市補助金 300 廃止
市の補助金を必要としない方
法での事業実施とするため

0 △ 300

こども環境学習補助金 210 廃止

補助対象としているこどもエコク
ラブの登録団体数は横ばい状
況にあり、登録団体以外でも同
様な環境活動等の取組が実施
されているため

0 △ 210

リサイクル団体回収補助金 3,200 縮小
資源物価格の状況による補助
金額の見直し

2,600 △ 600

住宅用太陽光発電システム設置費補助
金

48,000 廃止 所期の目的を達成したため 0 △ 48,000

出雲市新製品等開発支援事業補助金 5,000 廃止
（財）しまね産業振興財団の制
度の廃止のため

0 △ 5,000

体協関係事業の組替え、統合
にあわせた補助対象事業数及
び補助上限額の設定

縮小
補助対象事業数及び補助上
限額の設定

6,000 △ 1,000

文化スポーツ課

文化環境部

環境政策課

産業観光部 産業振興課
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部局 所管課 補助金・負担金等の名称
平成26年度
当初予算

①

見直し
方針

廃止理由または見直し内容
平成27年度
当初予算

②

差引額
②－①

出雲市建設産業新分野進出支援（ソフト）
事業補助金

1,000 廃止
県制度の上乗せ補助であり、
所期の目的を達成したため

0 △ 1,000

出雲市建設産業新分野進出促進（ハー
ド）事業補助金

2,000 廃止
県制度の上乗せ補助であり、
所期の目的を達成したため

0 △ 2,000

平田物産協議会事業費補助金 150 廃止
合併前の旧市町から実施して
おり、所期の目的を達成したと
考えられるため

0 △ 150

斐川町特産開発振興会事業費補助金 200 廃止
合併前の旧市町から実施して
おり、所期の目的を達成したと
考えられるため

0 △ 200

アンテナショップいずも運営協議会負担金 1,000
縮小
廃止

市負担金を必要としない民間
主導による事業実施を構築す
るため

0 △ 1,000

出雲市商工業発展推進事業費補助金 3,413 縮小
補助対象経費の精査による補
助金額の見直し

2,000 △ 1,413

出雲市中小企業団体中央会事業費補助
金

270 縮小
補助対象経費の精査による補
助金額の見直し

150 △ 120

出雲市中心市街地再生支援補助金 3,000 縮小
補助対象経費の精査による補
助金額の見直し

2,000 △ 1,000

出雲市中心市街地賑わい創出イベント開
催支援補助金

5,400 縮小
補助対象イベントの見直し及び
経費の精査による補助金額の
見直し

3,000 △ 2,400

出雲市地域産業振興イベント開催支援補
助金

2,300 縮小
補助対象イベントの見直し及び
経費の精査による補助金額の
見直し

1,500 △ 800

【新規追加】
神在月出雲そばまつり補助金

4,300 縮小
補助対象経費の精査による補
助金額の見直し

3,000 △ 1,300

コンベンション開催支援補助金 6,000 縮小

コンベンション誘致から、冬期
等の閑散期の宿泊者増加対
策に主眼を置いた制度に見直
し

3,000 △ 3,000

まめだがネット活動費補助金 4,640 廃止
助成対象事業の完了に伴う廃
止

0 △ 4,640

【新規追加】
ＦＦＦ事業費補助金（特産・農産・畜産）

70,000 縮小 事業費総額の縮減 65,000 △ 5,000

【新規追加】
ひかわ元気農業支援事業補助金

12,000 縮小 事業費総額の縮減 11,000 △ 1,000

農林基盤課
【新規追加】
パイプライン維持管理補助金

26,926 縮小
補助対象経費の精査による補
助金額の見直し

22,000 △ 4,926

21世紀出雲水産業総合助成事業費補
助金

17,000 縮小

補助率を4/5以内としている事
業について1/2以内に引き下
げるとともに、県事業の上乗せ
補助を廃止

15,000 △ 2,000

出雲市内水面活性化助成事業費補助金 5,000 縮小

種苗放流の補助率を4/5以内
から1/2以内に引き下げるとと
もに、県事業の上乗せ補助を
廃止し、シジミの資源回復に対
する支援に特化した制度に見
直し

3,500 △ 1,500

道路河川維持課 出雲市土木委員会活動助成金 1,979 縮小 補助金の算出基礎の見直し 1,921 △ 58

建築住宅課 用途地域内民間住宅地開発奨励金 7,200 廃止

用途地域内に良好な住環境
（宅地）を確保・誘導するために
実施していたが、所期の目的を
達成したと考えられるため

0 △ 7,200

商工労働課

観光交流推進課

農業振興課

水産振興課

都市建設部

産業観光部

産業振興課
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部局 所管課 補助金・負担金等の名称
平成26年度
当初予算

①

見直し
方針

廃止理由または見直し内容
平成27年度
当初予算

②

差引額
②－①

日本広報協会負担金 14 廃止
協会加入の意義が希薄になっ
ているため

0 △ 14

一畑電車沿線議員連絡協議会負担金 200 廃止
負担金を必要としない方法で
の事業実施とするため

0 △ 200

特別支援学校就学奨励費 970 廃止
県が同種の事業を実施してお
り、また県内他市は実施してい
ないため

0 △ 970

大会派遣費補助金 19,000 縮小

県大会出場に対する補助及び
全国大会連続出場の加算補
助を廃止するとともに、吹奏楽
の楽器輸送費に対する補助率
を全額補助から２/３に見直し

21,000 2,000

学校教育課 島根県へき地教育振興会負担金 4 廃止

現在の活動状況から、会そのも
のの存在意義が薄れており、引
き続き負担金を支出する理由
に欠けるため

0 △ 4

消防本部 警防課 出雲市消防協力組織活動費助成金 1,100 廃止
平成28年度以降に定額助成
から活動実績に応じた手当支
給へ切り替えて廃止

1,200 100

②－①
差引額計

△ 185,584

議会事務局

教育部

教育政策課
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