
事務事業・補助金見直し計画

（平成29年度追加版)

平成３０年２月

枚　方　市



 　【注】

　　・本計画は、平成31年度までに見直し等を行う事務事業･補助金の取り組み内容や、それに

　　　伴う効果額を示すものです。

　　・本計画では、事務事業の見直しについては事務事業実績測定における事務事業単位ごと、

　　　補助金の見直しについては補助金ごとに見直し内容を記載しています。

　　・事務事業等のうち、一部の内容のみを廃止する「一部廃止」の場合も【廃止】として記載

　　　しています。

　　　なお、既に廃止が決定されている事業については、【廃止決定済】としています。

　　・本計画は、必要に応じて改訂を行うものとし、計画策定後に新たに発生した見直し等につ

　　　いては、改訂時に反映するものとします。

◇◆ 各表の見方 ◆◇ 

広く社会一般に技能尊重の気風を

浸透させ、技能者の社会的地位と技

能水準の向上を図る本事業の目的

から、より多くの方に技能勤労者の

表彰を受けていただけるよう、平成

30年度からの実施に向け、対象職

種拡大等の見直しを行う。

表彰対象職種の検

討

見直し後の手法で

実施
0

【改善】技能勤労者表彰事業 市民安全部 市民活動課

見直しの内容
取り組み時期等

累計効果額
平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

見直しの概要を記載

しています。 

各年度に取り組む内

容を記載しています。 

平成31年度までの効果額の累計額を記

載しています。 

※特別会計、企業会計に係る効果額

は（）書きで記載しています。 
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１．事務事業の見直し （千円）

市民安全部 市民活動課【改善】技能勤労者表彰事業

見直しの内容
取り組み時期等

累計効果額
平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

表彰対象職種の
検討

見直し後の手法で
実施

平成29年度末を
もって「ひらかたっ
子すくすくメール」
を廃止

0

【改善】友好・交流都市物産展開催事業

広く社会一般に技能尊重の気風
を浸透させ、技能者の社会的地
位と技能水準の向上を図る本事
業の目的から、より多くの方に技
能勤労者の表彰を受けていただ
けるよう、平成30年度からの実
施に向け、対象職種拡大等の見
直しを行う。

見直しの内容
取り組み時期等

廃止時期等

情報発信として実施している、枚
方市パパママ応援メールマガジ
ン「ひらかたっ子すくすくメール」
について、枚方市子育て応援ア
プリ「スマイル☆ひらかたっ子」へ
の機能統合を行うため、平成29
年度末をもって本事業を廃止す
る。

健康部 保健所 保健センター

平成29年度末を
もって「高齢者鍼
灸マッサージ事
業」を廃止

事業開始以来、実施期間や回
数、施術費用などの制度改正を
行ったが、利用者の減少が進ん
でおり、今後の事業継続は困難
であるため、平成29年度末をもっ
て本事業を廃止する。廃止にあ
たっては、事業協力団体へ説明
するとともに、市民への周知を行
う。

平成28年度 平成29年度 平成30年度

11,230

累計効果額

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

平成31年度

累計効果額

0

【廃止決定済】高齢者鍼灸マッサージ事業

見直しの内容

長寿社会部 長寿社会総務課

0

累計効果額
平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

産業文化部 産業振興室 賑わい交流課

見直しの内容
取り組み時期等

より一層の集客の取り組みとし
て、「マルシェ・ひらかた」、「農業
まつり」との合同開催や休日を含
めた期間での開催など、イベント
実施手法を見直す。

他イベントとの合
同開催及び休日
を含む期間で実
施。

前年度の検証を
行い、結果を踏ま
えた見直しを実施

見直し後の手法で
実施

【廃止】母子保健事業

【改善】地域介護予防活動支援事業 長寿社会部 地域包括ケア推進課

見直しの内容
取り組み時期等

累計効果額
平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

「介護予防ポイント事業」（特別養
護老人ホームなどで入所者への
支援活動を行うサポーターに対
するポイント付与事業）の業務委
託先について、高齢者の社会参
加やボランティア活動の支援を
行う法人が増加してきたことから
平成30年度から随意契約ではな
く競争入札により決定する。

契約手法の見直し
見直し後の手法で
実施

（0）
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効果額（平成30年度以降）

平成28年度

【廃止決定済】障害者就労支援強化事業 福祉部 障害福祉室

見直しの内容
平成30年度 平成31年度

217,876

追加効果額

合　　　計

累計効果額
平成29年度

2,262

既存計画効果額

13,492

231,368

事務事業の見直し効果額計
（一般会計一般財源）

廃止時期等

平成29年度末を
もって「就職支度
金の支給」を廃止

平成29年度中に
就職した人に対す
る支給決定に係る
支度金の支給を
行う。(平成30年度
末まで)

障害者就労支援強化事業のう
ち、就職支度金の支給について
は、就労支援の再構築を行って
いく中であり方を見直し、平成29
年度末をもって廃止する。なお、
平成29年度中に支給対象となっ
たものについては、平成30年度
に限り支度金を支給する。
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２．補助金の見直し （千円）

地域活性化支援センターのイン
キュベートルームを使用した後、
市内で事業を行う者に対して、事
務所等の賃借料の一部を補助す
るもの。補助期間について現行
の2年間を1年間へと見直す。

補助期間の見直し 見直し後の手法で
実施

0

【改善】テイクオフ補助金 産業文化部 産業振興室 商工振興課

見直しの内容
取り組み時期等

累計効果額
平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

3,160

見直しの内容
廃止時期等

累計効果額
平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

【廃止決定済】中小企業退職金共済掛金等補助金 市民安全部 市民活動課

実績件数が年々減少しているこ
とから、事業効果等を踏まえて本
補助金のあり方を見直し、平成
29年度末をもって、本補助金を
廃止する。

平成29年度末を
もって中小企業退
職金共済掛金等
補助金を廃止

892

平成28年度 平成30年度

【廃止】枚方宿地区出店促進事業補助金

平成31年度

平成29年度交付
決定に係る補助
金の交付。(平成
31年度末まで)

累計効果額
平成29年度

見直しの内容

産業文化部 産業振興室 商工振興課

枚方宿地区に新規出店する小
売・飲食店事業者に対して、店舗
の賃借料の一部を補助するも
の。補助金の交付実績等を勘案
し、事業手法や補助金のあり方
を検討した結果、平成29年度末
をもって、本補助金を廃止する。

平成29年度末を
もって枚方宿地区
出店促進事業補
助金を廃止

廃止時期等

【廃止】エコ工場化促進奨励金 産業文化部 産業振興室 商工振興課

見直しの内容
廃止時期等

累計効果額
平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

工場等に新規に導入する太陽光
発電システム、ＬＥＤ照明の購入
及び建物、その敷地への設置工
事に係る経費の一部を補助する
もの。実績件数が年々減少して
いることから、事業効果等を踏ま
えて本補助金のあり方を見直し、
平成29年度末をもって、本補助
金を廃止する。

平成29年度末を
もってエコ工場化
促進奨励金を廃
止

10,000

【廃止】環境マネジメントシステム認証取得事業補助金 産業文化部 産業振興室 商工振興課

見直しの内容
廃止時期等

累計効果額
平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

「エコアクション21」「 ISO14001」
の認証取得の一部経費に対し補
助するもの。実績件数が年々減
少していることから、事業効果等
を踏まえて本補助金のあり方を
見直し、平成29年度末をもって、
本補助金を廃止する。

平成29年度末を
もって環境マネジ
メントシステム認
証取得事業補助
金を廃止

1,200

【廃止】新産業創出支援事業補助金 産業文化部 産業振興室 商工振興課

見直しの内容
廃止時期等

累計効果額
平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

地域資源等を活用し、新規性等
に優れたビジネスモデルを企画・
実施する事業者のスタートダッ
シュを支援するもの。補助金の
交付実績等を勘案し、事業手法
や補助金のあり方を検討した結
果、平成29年度末をもって、本補
助金を廃止する。

平成29年度末を
もって新産業創出
支援事業補助金
を廃止

16,000
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良好な景観の形成に取り組む団
体等の活動に要する経費の一部
を補助する本補助金について、
補助対象経費や補助金交付の
目的等が類似する建築協定締結
補助金との統合等について検証
し、補助金のあり方を検討する。

補助金制度のあり
方を検討

0

【改善】景観形成市民活動団体補助金 都市整備部 景観住宅整備課

見直しの内容
取り組み時期等 累計効果額

（千円）平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

枚方宿地区の賑わいを創出する
ために必要な整備に要する費用
について一部補助を行うもの。補
助対象経費の見直しを行った上
で、補助金交付の目的、対象経
費の一部が同一である修景補助
金への統合を行うため、平成29
年度末をもって、本補助金を廃
止する。

平成29年度末を
もって町家情報バ
ンク支援補助金を
廃止

4,368

廃止時期等
累計効果額

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

建築協定の認可を受けた住民組
織に対し、建築協定の締結に要
した費用の一部を補助している
本補助金について、現行25万円
を上限とする全額補助としている
ものを、上限12万5千円、補助率
1/2へと制度を見直す。

上限額及び補助
率の見直し

見直し後の手法で
実施

250

取り組み時期等
累計効果額

平成28年度 平成29年度

【改善】建築協定締結補助金 都市整備部 景観住宅整備課

平成31年度

【廃止】ボランティア体験事業補助金 福祉部 福祉総務課

平成30年度

平成30年度 平成31年度

平成29年度

【廃止】日中活動系サービス新規利用者加算事業補助金

120

見直しの内容

日中活動系の事業所について
年々増加しており、当初の目的
が一定達成されたことを踏まえ、
本補助金を廃止する。

平成 29年度末を
もって日中活動系
サービス新規利用
者加算事業補助
金を廃止

補助金交付対象の解散に伴い、
事業手法や補助金のあり方を検
討した結果、平成29年度末をもっ
て、本補助金を廃止する。

平成28年度 平成29年度

8,834

福祉部 障害福祉室

【廃止】町家情報バンク支援補助金

見直しの内容
廃止時期等

累計効果額
平成28年度

都市整備部 景観住宅整備課

見直しの内容

見直しの内容
廃止時期等

累計効果額

平成29年度末を
もってボランティア
体験事業補助金
を廃止

平成30年度 平成31年度

平成29年度交付
決 定 に 係 る 補助
金の交付。 (平成
31年度末まで)

【廃止】商業振興事業補助金 産業文化部 産業振興室 商工振興課

見直しの内容
取り組み時期等

累計効果額
平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

市内商業団体が行う商業振興及
び育成事業に対し補助するも
の。補助対象を精査した結果、
本補助金の対象区分のうち、研
修事業に対する補助金を平成29
年度末をもって廃止する。

平成29年度末を
もって研修事業に
対する補助金を廃
止

1,000
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効果額（平成30年度以降）

98,144

46,624

144,768

平成31年度

0

【改善】枚方菊づくり普及活動及び菊花展実行委員会補助金 土木部 公園みどり推進室

見直しの内容
取り組み時期等

累計効果額
平成28年度

累計効果額
平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

補助金制度のあり
方を検討

交通安全啓発物品購入について
数量や必要性について精査を行
い補助金の見直しを図る。

補助対象経費の
見直し

見直し後の手法で
実施

平成29年度 平成30年度

菊花展の開催について、菊展示
用の屋形の設置・撤去等は市で
委託するなど、補助金の用途に
ついて精査を行い、補助金の見
直しを図る。

800

土木部 交通対策課

事務事業・補助金の見直し
効果額総合計

（一般会計一般財源）

既存計画効果額

追加効果額

合　　　計

効果額総合計（平成30年度以降）

316,020

60,116

376,136

補助金の見直し効果額計
（一般会計一般財源）

追加効果額

見直しの内容
取り組み時期等

合　　　計

既存計画効果額

【改善】枚方交野交通安全協会補助金
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３．外郭団体等に対する活動補助金の見直し
　外郭団体等に対する活動補助金については、平成28年9月に策定した「補助金の見直しに関する方針」に沿って見直し
を進めてきました。今般、外郭団体等の経営状況等の点検・評価の取り組みにおいても、活動補助金を支出することによ
り各事業の採算性が不明確になることや、指定管理等の公募案件において競争性を阻害する可能性がある事などにつ
いて指摘を受けたところであり、こうしたことなどを踏まえ、活動補助金について以下のとおり見直すものです。
　なお、外郭団体等に対する活動補助金の見直しについては、委託料等への適切な間接経費の算定等を趣旨とするも
のであるため、原則として本計画の効果額としては算入しないものとします。

【廃止】文化観光協会活動補助金 産業文化部 産業振興室 賑わい交流課

社会教育部 スポーツ振興課

社会教育部 文化財課

見直しの内容
平成30年度 平成31年度

見直しの内容
廃止時期等

平成28年度

団体の人員体制や、「経営計画」の取
り組みを踏まえ、活動補助金の廃止に
向けて取り組みを進める。

廃止に向けた取り
組み

平成29年度末を
もって廃止

平成29年度末をもって廃止する。活動
補助金として交付していた間接経費に
ついては、各事業の実態に応じて適
切に算定する。

平成30年度末を
もって廃止

平成31年度

【廃止】体育協会活動補助金

平成29年度 平成30年度

見直しの内容
廃止時期等

平成28年度 平成29年度

廃止時期等

平成30年度末を
もって廃止

平成28年度

平成30年度末をもって廃止する。活動
補助金廃止後の団体への支援のあり
方については、市の高齢者施策の考
え方等を踏まえ、平成30年度中に検
討を行う。

【廃止】枚方市シルバー人材センター補助金

見直しの内容
廃止時期等

平成28年度 平成29年度

【廃止】社会福祉協議会活動補助金

平成30年度 平成31年度

【廃止】文化財研究調査会活動補助金

平成30年度 平成31年度

文化財行政の充実に向けた組織体制
を構築するにあたり、団体との役割を
精査した上で、市の関与を見直し、活
動補助金を廃止する。

平成29年度末を
もって廃止

見直しの内容
廃止時期等

平成28年度 平成29年度

平成31年度末を
もって廃止

【廃止】勤労市民会活動補助金

平成31年度末を活動補助金の終期と
して設定している。団体の自立に向け
て取り組みを進める。

平成30年度 平成31年度

平成29年度末をもって廃止する。活動
補助金として交付していた間接経費に
ついては、各事業の実態に応じて適
切に算定する。

平成29年度末を
もって廃止

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

平成30年度 平成31年度

本市がめざすべき観光振興の考え方
や取り組みを明確にしたうえで、平成
31年度末の廃止を目途に検討を行
う。

廃止に向けた取り
組み

【廃止】人権まちづくり協会活動補助金

見直しの内容
廃止時期等

平成28年度 平成29年度

自立運営に向け
た団体との協議

※本市の外郭団体等のうち、公益財団法人　文化国際財団、株式会社エフエムひらかた、枚方土地開発公社、枚方市
街地開発株式会社に対しては、活動補助金の支出はしていません。

市長公室 人権政策室

市民安全部 市民活動課

長寿社会部 長寿社会総務課

廃止時期等
見直しの内容

平成29年度

福祉部 福祉総務課

廃止に向けた取り
組み
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