
【レジメ補足資料】

（レジメｐ．５、下シート「取り組みの概況（１）」）

補助金交付事業数 （Ａ） 363
↓青数字青数字青数字青数字：Ｈ２４をもって完了した事業（１４事業）

見直しにより、終了することになった事業数 （Ｂ） 31

見直しにより、科目変更することになった事
業数

（Ｃ） 12

見直しにより、他の事業へ統合することに
なった事業数

（Ｄ） 13

見直しにより、２つの事業に分割することに
なった事業数

（Ｅ） 2

見直し後の事業数
（Ａ）－（Ｂ）－（Ｃ）－（Ｄ）＋（Ｅ）

309

（レジメｐ．６、上シート「取り組みの概況（２）」）

見直し後の事業数
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）

309

適　　　　合 （Ａ） 183

要事業補助検討
(終期までに事業費補助化を検討するもの)

（Ｂ） 10

基本方針に適合せず、適否の判断が必要
（Ｄ）＋（Ｅ）

（Ｃ） 116

うちＨ２５予算額またはＨ２６予定額の
一般財源額が100万円以上

（Ｄ） 70

うちＨ２５予算額またはＨ２６予定額の
一般財源額が100万円未満

（Ｅ） 46

　また、（Ｅ)の残りの38事業については、総務部が二役と協議38事業については、総務部が二役と協議38事業については、総務部が二役と協議38事業については、総務部が二役と協議
し、その適否を判断した。

補助金交付事業数の推移（所管課による検討結果）補助金交付事業数の推移（所管課による検討結果）補助金交付事業数の推移（所管課による検討結果）補助金交付事業数の推移（所管課による検討結果）

3333世界連邦運動協会大津支部運営、54545454障害児地域活動支援事業費、60606060民間障害児者社会福祉施設整備費、63636363重症心身障害者通所施設運営費、71717171低年齢児保
育保育士特別配置費、82828282子育て支援環境緊急整備事業費、85858585待機児童解消特別対策、90909090社会福祉事業団経営、99999999介護保険推進事業、114114114114滋賀県断酒同友会大
津支部運営事業、115115115115滋賀県断酒同友会堅田支部運営事業、118118118118法定期限後の結核予防接種（ＢＣＧ）の実施に係る接種費用、148148148148雇用対策協議会管理運営費、
175175175175戦国大津物語実行委員会、176176176176来て見てディスカバー大津事業、177177177177「ちはやふる・大津」キャンペーン実行委員会事業、184184184184生産調整事業、201201201201環境農業支援
交付金、217217217217大津市伝統野菜育成事業費、223223223223森林組合作業厚生会助成事業、235235235235ふるさと農村支援事業、255255255255コンポスト容器活用モデル事業、275275275275市街地再開発
事業、276276276276都市再生住宅整備事業、280280280280改良住宅譲渡代価資金延納償還金、281281281281住宅新築資金等貸付金利子補給事業、305305305305青年協議会活動事業、317317317317学区対抗イ
ンディアカ大会開催、324324324324スポーツ少年団創立４０周年記念事業、349349349349消防団互助会活動、362362362362天然ガススタンド運営維持費

48484848精神障害者生活支援推進事業、49494949精神障害者地域定着支援事業、51515151重度障害者地域生活支援事業、52525252障害者生活ホーム運営補助費、53535353知的障害者自立生
活支援ホーム運営費、55555555おおつ障害者週間開催、64646464成年後見制度利用支援事業、166166166166メディア広報ＰＲ事業、187187187187農業再生協議会運営経費、293293293293特別支援教育推
進委員会事業費、294294294294特別支援教育連盟事業費、350350350350滋賀県消防協会大津支部

154154154154観光情報発信パワーアップ事業、164164164164観光客受入対策事業、167167167167国際観光推進事業、169169169169日吉大社山王祭事業、170170170170船幸祭事業、174174174174真野浜水泳場イベント事
業、240240240240市場青果仲卸組合運営、241241241241市場水産仲卸組合運営、242242242242市場関連卸組合運営、243243243243市場関連事業者むつみ会運営、277277277277保護地区等助成金、318318318318新春び
わこ健康マラソンｉｎなぎさ開催、325325325325学区対抗競技参加費

239239239239公設地方卸売市場活性化推進事業、308308308308体育協会事務局運営

所管課検討結果の基本方針への適合状況所管課検討結果の基本方針への適合状況所管課検討結果の基本方針への適合状況所管課検討結果の基本方針への適合状況

18181818自治連合会運営、96969696軽費老人ホーム事務費、109109109109医師会立看護専修学校運営事業、110110110110堅田看護専門学校運営事業、111111111111華頂看護専門学校運営事業、239239239239公
設地方卸売市場団体運営、248248248248おおつ環境フォーラム、270270270270中心市街地活性化協議会運営事業、307307307307社会教育関係団体、346346346346生涯学習センターボランティア団体活
動

下記の別紙対象事業一覧表参照

別紙「平成２５年度事務事業評価二次評価（補助金交付事業）対象事業一覧表」参照

別紙「平成２５年度事務事業評価二次評価（補助金交付事業）対象事業一覧表」及び「平成２５年度補助金交付事業
要判断案件（１００万円未満）一覧表」参照

　（Ｄ）の70事業および（Ｅ)のうち特に二役が必要と判断した８事
業の計78事業を二次評価の対象計78事業を二次評価の対象計78事業を二次評価の対象計78事業を二次評価の対象とした。

事業名の先頭に付している数字は、計画額一覧の既存基準

番号を表します。
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（レジメｐ．８、下シート「事務事業評価二次評価の結果」）

対象事業数
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）＋（Ｄ）

78

見直しにより基準に適合させた （A） 22

見直しにより科目変更した （B) 1

見直しにより他の事業へ統合した （C） 1

１／２超だが市長が認めた （D） 54

（レジメｐ．９、上シート「総務部と二役の協議の結果」）

対象事業数
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）＋（Ｄ）

38

見直しにより基準に適合させた （A） 14

見直しにより科目変更した （B) 6

見直しにより他の事業へ統合した （C） 0

１／２超だが市長が認めた （D） 18

１／２超だが市長が認めたの合計 72 ←「事務事業評価二次評価の結果」の（Ｄ）と「総務部と二役の協議の結果」の（Ｄ）の和

事務事業評価二次評価の結果事務事業評価二次評価の結果事務事業評価二次評価の結果事務事業評価二次評価の結果

30303030青少年育成市民会議活動推進事業費、31313131初発型非行防止対策協議会運営、32323232大津っ子まつり、50505050障害者働き・暮らし応援センター事業費、93939393老人クラブ連合
会活動、94949494単位老人クラブ活動、146146146146一般財団法人大津市勤労者互助会事業費、234234234234土地改良区運営、245245245245琵琶湖を美しくする運動実践本部、246246246246ヨシ保全事業、
267267267267まちなか食と灯りの祭事業、289289289289私道整備工事、291291291291私立幼稚園運営費、297297297297私立幼稚園保育料、302302302302三田川水辺の楽校事業、303303303303「人権・生涯」学習推進協議
会活動、306306306306家庭教育推進事業、310310310310学区体育団体活動、314314314314スポーツ推進委員協議会運営、338338338338小学校体育連盟活動助成、340340340340中学校運動部活動競技力向上事
業、342342342342全国中学校体育大会選手派遣事業

339339339339中学校体育連盟活動助成

301301301301大津っ子夢・未来体験活動推進事業

1111（公財）大津市国際親善協会運営、14141414パワーアップ・市民活動応援事業、16161616わがまちづくり市民運動推進会議活動、19191919子ども安全リーダー連絡協議会活動事業、
20202020安全なまちづくり事業費、22222222防犯協会活動事業、35353535社会福祉協議会運営事業、36363636民生委員児童委員協議会連合会、46464646社会的事業所等用地等賃借料、47474747障害
者支援施設用地賃借料、61616161障害者施設整備資金借入償還金、62626262指定障害者支援施設運営費、72727272入所円滑化助成、73737373障害児保育保育士特別配置費、74747474地域担
当保育士特別配置費、76767676調理担当員特別配置費、77777777職員研究活動促進事業費、79797979延長保育促進事業費、80808080家庭支援推進保育事業費、86868686３歳児保育保育士特
別配置費、108108108108大津赤十字志賀病院交通機関確保事業費、116116116116結核健康診断費、117117117117定期予防接種の県外接種費用助成、152152152152（公社）びわ湖大津観光協会運営事
業、157157157157ライトアップ事業、160160160160地域観光振興、168168168168大津三大祭事業、171171171171志賀観光協会運営事業、172172172172湖族の郷資料館運営事業、178178178178文化観光振興助成、228228228228土地
改良事業等補助金（ほ場整備事業）、229229229229土地改良事業等補助金（市単土地改良事業）、230230230230土地改良事業等補助金（土地改良事業調査）、231231231231土地改良事業等補
助金（県営造成施設管理体制整備促進事業）、232232232232土地改良事業等補助金（農地災害復旧事業）、233233233233土地改良事業等補助金(農業用施設災害復旧事業)、250250250250再
生資源利用促進事業、257257257257生ごみ堆肥化支援事業、259259259259地区環境整備事業、268268268268はまおおつフェスタ事業、282282282282特定生活路線運行費、292292292292遠距離通学者通学費、
296296296296私立幼稚園等就園奨励費、298298298298特定地域バス路線維持費、308308308308体育協会事業費、308308308308体育協会事務局運営、326326326326まちづくり健歩運動推進事業、327327327327体育協会加
盟競技団体活動支援事業費、330330330330指定文化財等の管理及び修理補助、331331331331無形文化財奨励金、337337337337学校給食会運営事業、352352352352消防団運営交付金、353353353353女性防火ク
ラブ連合会、356356356356終末処理場地元調査研修等活動事業

総務部と二役の協議の結果総務部と二役の協議の結果総務部と二役の協議の結果総務部と二役の協議の結果

126126126126医師会公衆衛生活動事業、127127127127歯科医師会口腔公衆衛生活動、128128128128薬剤師会公衆衛生活動、300300300300部活動（文化部）等大会出場にかかる派遣、309309309309レクリエーショ
ン協会運営、311311311311滋賀県民体育大会選手派遣事業費、312312312312学区体育団体連絡協議会運営、315315315315少年水泳教室、319319319319滋賀県民体育大会開催費、321321321321国際親善スポー
ツ交流事業補助金（派遣事業）、322322322322国際親善スポーツ交流事業補助金（招聘事業）、323323323323日中国交正常化○○周年記念日中友好交流都市○○交歓大会派遣事
業、333333333333医師会学校保健事業、341341341341近畿中学校総合体育大会選手派遣事業

299299299299学校支援総合推進事業運営、332332332332学校保健連絡協議会事業、343343343343学校保健主事会事業、344344344344養護教諭研究会事業、345345345345養護職員会事業、351351351351
滋賀県消防操法訓練大会出場

2222国際交流員住居費、4444男女共同参画推進団体連絡協議会活動、7777自治連合会、自治会等建設事業費、8888自治連合会、自治会等運営費、9999自治連合会館管理運営
費、10101010自治連合会、自治会等活動事業費、34343434市民提案による地域福祉推進事業、81818181産休等代替職員設置費、226226226226間伐材有効活用事業、236236236236土地改良事業利子補
給金、264264264264生活道路拡幅整備奨励金、284284284284大津市南部三学区新名神対策協議会運営、285285285285大津放水路促進協議会活動、286286286286大鳥居地域開発協議会活動、287287287287大
戸川ダム対策協議会活動、288288288288牧町大戸川ダム対策調査活動、360360360360自家用汚水ポンプ施設設置等、361361361361生活保護世帯水洗便所改造等
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（参　　考）

①必要不可欠な団体で自主財源がない
9

②マニフェスト関連事業

25

③国等の補助事業の規定
8

④過去の協定や契約に基づく
5

⑤債務負担行為が設定されている
1

⑥他に財源があり、一財２分の1以下
5

⑦法の規定・解釈による
3

⑧国県施策の推進のため
5

⑨住民の最低限度の生活を守る
1

⑩上記以外で特に政策上必要
7

②＋③
1

②＋⑦
1

④＋⑧
1

計 72

7777自治連合会、自治会等建設事業費、8888自治連合会、自治会等運営費、9999自治連合会館管理運営費、10101010自治連合会、自治会等活動事業費、178178178178
文化観光振興助成

1111国際親善協会運営補助金、4444男女共同参画推進団体連絡協議会活動、16161616わがまちづくり市民運動推進会議活動補助、35353535社会福祉協議会運
営、36363636民生委員児童委員協議会連合会、308308308308体育協会事業費、308308308308体育協会事務局運営、327327327327体育協会加盟競技団体活動支援事業費、337337337337学校
給食会運営事業費
2222国際交流員住居費、34343434市民提案による地域福祉推進事業、46464646社会的事業所等用地等賃借料、47474747障害者支援施設用地賃借料、62626262指定障害者支援施設運営費、
72727272入所円滑化助成、73737373障害児保育保育士特別配置費、74747474地域担当保育士特別配置費、76767676調理担当員特別配置費、77777777職員研究活動促進事業費、80808080家庭支援推
進保育事業費、81818181産休等代替職員設置費、86868686３歳児保育保育士特別配置費、117117117117定期予防接種の県外接種費用、152152152152（公社）びわ湖大津観光協会運営事業、157157157157
ライトアップ事業、160160160160地域観光振興、168168168168大津三大祭事業、171171171171志賀観光協会運営事業、172172172172湖族の郷資料館運営事業、250250250250再生資源利用促進事業、264264264264生活道
路拡幅整備奨励金、331331331331無形文化財奨励金、351351351351消防団運営交付金、353353353353女性防火クラブ連合会

226226226226間伐材有効活用事業、228228228228土地改良事業等補助金（ほ場整備事業）、230230230230土地改良事業等補助金（土地改良事業調査）、231231231231土地改良事業等
補助金（県営造成施設管理体制整備促進事業）、232232232232土地改良事業等補助金（農地災害復旧事業）、233233233233土地改良事業等補助金(農業用施設災
害復旧事業)、268268268268はまおおつフェスタ事業、296296296296私立幼稚園等就園奨励費

108108108108大津赤十字志賀病院交通機関確保事業費、236236236236土地改良事業利子補給金、259259259259地区環境整備事業、326326326326まちづくり健歩運動推進事業、356356356356終
末処理場地元調査研修等活動事業

61616161障害者施設整備資金借入償還金

補助率１／２超の特例を認める判断基準補助率１／２超の特例を認める判断基準補助率１／２超の特例を認める判断基準補助率１／２超の特例を認める判断基準 （事務事業評価二次評価の結果）

116116116116結核健康診断費、360360360360自家用汚水ポンプ施設設置等、361361361361生活保護世帯水洗便所改造等

284284284284大津市南部三学区新名神対策協議会運営、285285285285大津放水路促進協議会活動、286286286286大鳥居地域開発協議会活動、287287287287大戸川ダム対策協議会
活動、288288288288牧町大戸川ダム対策調査活動

282282282282特定生活路線運行費

14141414パワーアップ・市民活動応援事業、19191919大津市子ども安全リーダー連絡協議会活動事業、20202020大津市安全なまちづくり事業費、22222222大津市防犯協会
活動事業、229229229229土地改良事業等補助金（市単土地改良事業）、292292292292遠距離通学者通学費、298298298298特定地域バス路線維持費

79797979延長保育促進事業費

330330330330指定文化財等の管理及び修理

257257257257生ごみ堆肥化支援事業

3



（レジメｐ．９、下シート「二次評価後の概況（１）」）

補助金交付事業数 （Ａ） 363
↓青数字青数字青数字青数字：Ｈ２４をもって完了した事業（１４事業）

見直しにより、終了することになった事業数 （Ｂ） 31

見直しにより、科目変更することになった事
業数

（Ｃ） 19

見直しにより、他の事業へ統合することに
なった事業数

（Ｄ） 14

見直しにより、２つの事業に分割することに
なった事業数

（Ｅ） 2

見直し後の事業数
（Ａ）－（Ｂ）－（Ｃ）－（Ｄ）＋（Ｅ）

301

（レジメｐ．１０、上シート「二次評価後の概況（２）」）

見直し後の事業数
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）

301

適　　　　合 （A） 219

要事業補助検討
(終期までに事業費補助化を検討するもの)

（B) 10

１／２超だが市長が認めた （C） 72

二次評価後の基本方針への適合状況二次評価後の基本方針への適合状況二次評価後の基本方針への適合状況二次評価後の基本方針への適合状況

18181818自治連合会運営、96969696軽費老人ホーム事務費、109109109109医師会立看護専修学校運営事業、110110110110堅田看護専門学校運営事業、111111111111華頂看護専門学校運営事業、239239239239公
設地方卸売市場団体運営、248248248248おおつ環境フォーラム、270270270270中心市街地活性化協議会運営事業、307307307307社会教育関係団体、346346346346生涯学習センターボランティア団体活
動

補助金交付事業数の推移補助金交付事業数の推移補助金交付事業数の推移補助金交付事業数の推移

1111（公財）大津市国際親善協会運営、2222国際交流員住居費、4444男女共同参画推進団体連絡協議会活動、7777自治連合会、自治会等建設事業費、8888自治連合会、自治会
等運営費、9999自治連合会館管理運営費、10101010自治連合会、自治会等活動事業費、14141414パワーアップ・市民活動応援事業、16161616わがまちづくり市民運動推進会議活動、19191919
子ども安全リーダー連絡協議会活動事業、20202020安全なまちづくり事業費、22222222防犯協会活動事業、34343434市民提案による地域福祉推進事業、35353535社会福祉協議会運営事
業、36363636民生委員児童委員協議会連合会、46464646社会的事業所等用地等賃借料、47474747障害者支援施設用地賃借料、61616161障害者施設整備資金借入償還金、62626262指定障害者
支援施設運営費、72727272入所円滑化助成、73737373障害児保育保育士特別配置費、74747474地域担当保育士特別配置費、76767676調理担当員特別配置費、77777777職員研究活動促進事業
費、79797979延長保育促進事業費、80808080家庭支援推進保育事業費、81818181産休等代替職員設置費、86868686３歳児保育保育士特別配置費、108108108108大津赤十字志賀病院交通機関確保
事業費、116116116116結核健康診断費、117117117117定期予防接種の県外接種費用助成、152152152152（公社）びわ湖大津観光協会運営事業、157157157157ライトアップ事業、160160160160地域観光振興、168168168168
大津三大祭事業、171171171171志賀観光協会運営事業、172172172172湖族の郷資料館運営事業、178178178178文化観光振興助成、226226226226間伐材有効活用事業、228228228228土地改良事業等補助金（ほ
場整備事業）、229229229229土地改良事業等補助金（市単土地改良事業）、230230230230土地改良事業等補助金（土地改良事業調査）、231231231231土地改良事業等補助金（県営造成施設管
理体制整備促進事業）、232232232232土地改良事業等補助金（農地災害復旧事業）、233233233233土地改良事業等補助金(農業用施設災害復旧事業)、236236236236土地改良事業利子補給
金、250250250250再生資源利用促進事業、257257257257生ごみ堆肥化支援事業、259259259259地区環境整備事業、264264264264生活道路拡幅整備奨励金、268268268268はまおおつフェスタ事業、282282282282特定生活
路線運行費、284284284284大津市南部三学区新名神対策協議会運営、285285285285大津放水路促進協議会活動、286286286286大鳥居地域開発協議会活動、287287287287大戸川ダム対策協議会活
動、288288288288牧町大戸川ダム対策調査活動、292292292292遠距離通学者通学費、296296296296私立幼稚園等就園奨励費、298298298298特定地域バス路線維持費、308308308308体育協会事業費、308308308308体育
協会事務局運営、326326326326まちづくり健歩運動推進事業、327327327327体育協会加盟競技団体活動支援事業費、330330330330指定文化財等の管理及び修理補助、331331331331無形文化財奨励
金、337337337337学校給食会運営事業、352352352352消防団運営交付金、353353353353女性防火クラブ連合会、356356356356終末処理場地元調査研修等活動事業、360360360360自家用汚水ポンプ施設設置等、
361361361361生活保護世帯水洗便所改造等

239239239239公設地方卸売市場活性化推進事業、308308308308体育協会事務局運営

3333世界連邦運動協会大津支部運営、54545454障害児地域活動支援事業費、60606060民間障害児者社会福祉施設整備費、63636363重症心身障害者通所施設運営費、71717171低年齢児保
育保育士特別配置費、82828282子育て支援環境緊急整備事業費、85858585待機児童解消特別対策、90909090社会福祉事業団経営、99999999介護保険推進事業、114114114114滋賀県断酒同友会大
津支部運営事業、115115115115滋賀県断酒同友会堅田支部運営事業、118118118118法定期限後の結核予防接種（ＢＣＧ）の実施に係る接種費用、148148148148雇用対策協議会管理運営費、
175175175175戦国大津物語実行委員会、176176176176来て見てディスカバー大津事業、177177177177「ちはやふる・大津」キャンペーン実行委員会事業、184184184184生産調整事業、201201201201環境農業支援
交付金、217217217217大津市伝統野菜育成事業費、223223223223森林組合作業厚生会助成事業、235235235235ふるさと農村支援事業、255255255255コンポスト容器活用モデル事業、275275275275市街地再開発
事業、276276276276都市再生住宅整備事業、280280280280改良住宅譲渡代価資金延納償還金、281281281281住宅新築資金等貸付金利子補給事業、305305305305青年協議会活動事業、317317317317学区対抗イ
ンディアカ大会開催、324324324324スポーツ少年団創立４０周年記念事業、349349349349消防団互助会活動、362362362362天然ガススタンド運営維持費

48484848精神障害者生活支援推進事業、49494949精神障害者地域定着支援事業、51515151重度障害者地域生活支援事業、52525252障害者生活ホーム運営補助費、53535353知的障害者自立生
活支援ホーム運営費、55555555おおつ障害者週間開催、64646464成年後見制度利用支援事業、166166166166メディア広報ＰＲ事業、187187187187農業再生協議会運営経費、293293293293特別支援教育推
進委員会事業費、294294294294特別支援教育連盟事業費、299299299299学校支援総合推進事業運営、332332332332学校保健連絡協議会事業、339339339339中学校体育連盟活動助成、343343343343学校保健
主事会事業、344344344344養護教諭研究会事業、345345345345養護職員会事業、350350350350滋賀県消防協会大津支部、351351351351滋賀県消防操法訓練大会出場

154154154154観光情報発信パワーアップ事業、164164164164観光客受入対策事業、167167167167国際観光推進事業、169169169169日吉大社山王祭事業、170170170170船幸祭事業、174174174174真野浜水泳場イベント事
業、240240240240市場青果仲卸組合運営、241241241241市場水産仲卸組合運営、242242242242市場関連卸組合運営、243243243243市場関連事業者むつみ会運営、277277277277保護地区等助成金、301301301301大津っ子
夢・未来体験活動推進事業、318318318318新春びわこ健康マラソンｉｎなぎさ開催、325325325325学区対抗競技参加費

4



（レジメｐ．１０、下シート「平成２６年度予算計上の概況（１）」）

補助金交付事業数 （Ａ） 363
↓青数字青数字青数字青数字：Ｈ２４をもって完了した事業（１４事業）

見直しにより、終了することになった事業数 （Ｂ） 35

見直しにより、科目変更することになった事
業数

（Ｃ） 18

見直しにより、他の事業へ統合することに
なった事業数

（Ｄ） 12

見直しにより、２つの事業に分割することに
なった事業数

（Ｅ） 2

新たに認められた事業 （Ｆ） 12

見直し後の事業数
（Ａ）－（Ｂ）－（Ｃ）－（Ｄ）＋（Ｅ）＋（Ｆ）

312

3333世界連邦運動協会大津支部運営、54545454障害児地域活動支援事業費、60606060民間障害児者社会福祉施設整備費、63636363重症心身障害者通所施設運営費、71717171低年齢児保
育保育士特別配置費、82828282 子育て支援環境緊急整備事業費 、85858585待機児童解消特別対策、90909090社会福祉事業団経営、99999999介護保険推進事業、114114114114滋賀県断酒同友会大
津支部運営事業、115115115115滋賀県断酒同友会堅田支部運営事業、118118118118法定期限後の結核予防接種（ＢＣＧ）の実施に係る接種費用、135135135135中心市街地空き店舗活用事
業、148148148148雇用対策協議会管理運営費、175175175175戦国大津物語実行委員会、176176176176来て見てディスカバー大津事業、177177177177「ちはやふる・大津」キャンペーン実行委員会事業、
183183183183農業近代化資金利子補給、184184184184生産調整事業、201201201201環境農業支援交付金、213213213213畜産環境整備事業、217217217217大津市伝統野菜育成事業費、223223223223森林組合作業厚生会
助成事業、235235235235ふるさと農村支援事業、244244244244公設地方卸売市場生ごみ処理機設置事業、255255255255コンポスト容器活用モデル事業、275275275275市街地再開発事業、276276276276都市再生
住宅整備事業、280280280280改良住宅譲渡代価資金延納償還金、281281281281住宅新築資金等貸付金利子補給事業、299299299299学校支援総合推進事業運営、305305305305青年協議会活動事業、
317317317317学区対抗インディアカ大会開催、324324324324スポーツ少年団創立４０周年記念事業、349349349349消防団互助会活動、362362362362天然ガススタンド運営維持費

48484848精神障害者生活支援推進事業、49494949精神障害者地域定着支援事業、51515151重度障害者地域生活支援事業、52525252障害者生活ホーム運営補助費、53535353知的障害者自立生
活支援ホーム運営費、55555555おおつ障害者週間開催、64646464成年後見制度利用支援事業、166166166166メディア広報ＰＲ事業、187187187187農業再生協議会運営経費、293293293293特別支援教育推
進委員会事業費、294294294294特別支援教育連盟事業費、299299299299 学校支援総合推進事業運営、332332332332学校保健連絡協議会事業、339339339339中学校体育連盟活動助成、343343343343学校保健
主事会事業、344344344344養護教諭研究会事業、345345345345養護職員会事業、350350350350滋賀県消防協会大津支部、351351351351滋賀県消防操法訓練大会出場

154154154154観光情報発信パワーアップ事業、164164164164観光客受入対策事業、167167167167国際観光推進事業、169169169169日吉大社山王祭事業、170170170170船幸祭事業、174174174174真野浜水泳場イベント事
業、240240240240市場青果仲卸組合運営、241241241241市場水産仲卸組合運営、242242242242市場関連卸組合運営、243243243243市場関連事業者むつみ会運営、277277277277 保護地区等助成金、301301301301大津っ子
夢・未来体験活動推進事業、318318318318 新春びわこ健康マラソンｉｎなぎさ開催、325325325325学区対抗競技参加費

239239239239公設地方卸売市場活性化推進事業、308308308308体育協会事務局運営

新1(p.10)新1(p.10)新1(p.10)新1(p.10)子育て支援環境緊急整備事業（家庭的保育改修等事業）、新2(p.10)新2(p.10)新2(p.10)新2(p.10)子育て支援環境緊急整備事業（保育士等処遇改善臨時特例事業）、新3(p.18)新3(p.18)新3(p.18)新3(p.18)大津市
男性従業員育児休業取得奨励、新4(p.18)新4(p.18)新4(p.18)新4(p.18)（公社）びわ湖大津観光協会家賃等補助、新5(p.21)新5(p.21)新5(p.21)新5(p.21)歴史的観光資源活用補助、新6(p.21)新6(p.21)新6(p.21)新6(p.21)食のおみやげ出展チャレンジ
促進事業、新7(p.21)新7(p.21)新7(p.21)新7(p.21)温泉施設等設備投資資金利子補給、新8（p.24）新8（p.24）新8（p.24）新8（p.24）地産地消推進事業（野菜産地強化支援）、新9(p.32)新9(p.32)新9(p.32)新9(p.32)中心市街地活性化推進事業、新10(p.38)新10(p.38)新10(p.38)新10(p.38)
企業局ガスヒートポンプ方式空調設備普及促進補助、新11(p.38)新11(p.38)新11(p.38)新11(p.38)企業局ガス吸収式空調設備普及促進補助、新12(p.39)新12(p.39)新12(p.39)新12(p.39)企業局ダブル発電売電促進助成

補助金交付事業数の推移補助金交付事業数の推移補助金交付事業数の推移補助金交付事業数の推移
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（レジメｐ．１１、上シート「平成２６年度決算時の概況（１）」）

補助金交付事業数 （Ａ） 363
↓青数字青数字青数字青数字：Ｈ２４をもって完了した事業（１４事業）

見直しにより、終了することになった事業数 （Ｂ） 35

見直しにより、科目変更することになった事
業数

（Ｃ） 18

見直しにより、他の事業へ統合することに
なった事業数

（Ｄ） 12

見直しにより、２つの事業に分割することに
なった事業数

（Ｅ） 2

新たに認められた事業 （Ｆ） 33

見直し後の事業数
（Ａ）－（Ｂ）－（Ｃ）－（Ｄ）＋（Ｅ）＋（Ｆ）

333

新1(p.12)新1(p.12)新1(p.12)新1(p.12)子育て支援環境緊急整備事業（家庭的保育改修等事業）、新2(p.12)新2(p.12)新2(p.12)新2(p.12)子育て支援環境緊急整備事業（保育士等処遇改善臨時特例事業）、新3(p.22)新3(p.22)新3(p.22)新3(p.22)大津市
男性従業員育児休業取得奨励、新4(p.22)新4(p.22)新4(p.22)新4(p.22)（公社）びわ湖大津観光協会家賃等補助、新5(p.25)新5(p.25)新5(p.25)新5(p.25)歴史的観光資源活用補助、新6(p.25)新6(p.25)新6(p.25)新6(p.25)食のおみやげ出展チャレンジ
促進事業、新7(p.26)新7(p.26)新7(p.26)新7(p.26)温泉施設等設備投資資金利子補給、新8（p.29）新8（p.29）新8（p.29）新8（p.29）地産地消推進事業（野菜産地強化支援）、新9(p.38)新9(p.38)新9(p.38)新9(p.38)中心市街地活性化推進事業、新10(p.45)新10(p.45)新10(p.45)新10(p.45)
企業局ガスヒートポンプ方式空調設備普及促進補助、新11(p.45)新11(p.45)新11(p.45)新11(p.45)企業局ガス吸収式空調設備普及促進補助、新12(p.46)新12(p.46)新12(p.46)新12(p.46)企業局ダブル発電売電促進助成、新新新新
13(13(13(13(p.13)p.13)p.13)p.13)大津市民間保育所等自動体外式除細動器設置促進事業費補助金、新14(p.13)新14(p.13)新14(p.13)新14(p.13)大津市保育緊急確保事業費補助金（保育体制強化事業）、新16(p.16)新16(p.16)新16(p.16)新16(p.16)大津
市老人クラブ連合会創立50周年事業補助金、新17(p.29)新17(p.29)新17(p.29)新17(p.29)融資主体補助型経営体育成支援事業（融資主体型補助事業）、新18(p.29)新18(p.29)新18(p.29)新18(p.29)融資主体補助型経営体育成支
援事業（追加的信用供与補助事業）、新19(p.29)新19(p.29)新19(p.29)新19(p.29)被災農業者向け経営体育成支援事業（融資主体型補助事業）、新20(p.29)新20(p.29)新20(p.29)新20(p.29)被災農業者向け経営体育成支援事業
（追加的信用供与補助事業）、新21(p.29)新21(p.29)新21(p.29)新21(p.29)条件不利地域補助型経営体育成支援事業、新22(p.34)新22(p.34)新22(p.34)新22(p.34)地区環境整備事業補助金（ハード事業　自治会館建設補助事業
用地取得費造成費）、新23(p.34)新23(p.34)新23(p.34)新23(p.34)地区環境整備事業補助金（ハード事業　自治会館建設補助事業　新築））））、、、、新24(p.35)新24(p.35)新24(p.35)新24(p.35)地区環境整備事業補助金（ハード事業　自治
会館建設補助事業　増築）、新25(p.35)新25(p.35)新25(p.35)新25(p.35)地区環境整備事業補助金（ハード事業　自治会館建設補助事業　改築・建替）、新26(p.36)新26(p.36)新26(p.36)新26(p.36)地区環境整備事業補助金（ハー
ド事業　自治会館建設補助事業　改修・大規模修繕）、新27(p.36)新27(p.36)新27(p.36)新27(p.36)地区環境整備事業補助金（ハード事業　防災倉庫建設補助事業）、新28(p.36)新28(p.36)新28(p.36)新28(p.36)地区環境整備事業
補助金（ソフト事業　自治振興対策事業）、新29(p.37)新29(p.37)新29(p.37)新29(p.37)近隣景観形成協定等推進補助金、新31(p.40)新31(p.40)新31(p.40)新31(p.40)大津市英語検定料補助金、新32(p.40)新32(p.40)新32(p.40)新32(p.40)大津市教員英語力検定
試験助成金、新33(p.45)新33(p.45)新33(p.45)新33(p.45)大津市ガス年埋設内管改善工事補助金、新34(p.45)新34(p.45)新34(p.45)新34(p.45)大津市ガス経年埋設内管改善奨励金、新38(p.43)新38(p.43)新38(p.43)新38(p.43)社会教育関係海外派遣等に伴う激
励金

補助金交付事業数の推移補助金交付事業数の推移補助金交付事業数の推移補助金交付事業数の推移

3333世界連邦運動協会大津支部運営、4354545454障害児地域活動支援事業費、60606060民間障害児者社会福祉施設整備費、63636363重症心身障害者通所施設運営費、71717171低年齢児
保育保育士特別配置費、82828282 子育て支援環境緊急整備事業費 、85858585待機児童解消特別対策、90909090社会福祉事業団経営、99999999介護保険推進事業、114114114114滋賀県断酒同友会
大津支部運営事業、115115115115滋賀県断酒同友会堅田支部運営事業、118118118118法定期限後の結核予防接種（ＢＣＧ）の実施に係る接種費用、135135135135中心市街地空き店舗活用事
業、148148148148雇用対策協議会管理運営費、175175175175戦国大津物語実行委員会、176176176176来て見てディスカバー大津事業、177177177177「ちはやふる・大津」キャンペーン実行委員会事業、
183183183183農業近代化資金利子補給、184184184184生産調整事業、201201201201環境農業支援交付金、213213213213畜産環境整備事業、217217217217大津市伝統野菜育成事業費、223223223223森林組合作業厚生会
助成事業、235235235235ふるさと農村支援事業、244244244244公設地方卸売市場生ごみ処理機設置事業、255255255255コンポスト容器活用モデル事業、275275275275市街地再開発事業、276276276276都市再生
住宅整備事業、280280280280改良住宅譲渡代価資金延納償還金、281281281281住宅新築資金等貸付金利子補給事業、299299299299学校支援総合推進事業運営、305305305305青年協議会活動事業、
317317317317学区対抗インディアカ大会開催、324324324324スポーツ少年団創立４０周年記念事業、349349349349消防団互助会活動、362362362362天然ガススタンド運営維持費

48484848精神障害者生活支援推進事業、49494949精神障害者地域定着支援事業、51515151重度障害者地域生活支援事業、52525252障害者生活ホーム運営補助費、53535353知的障害者自立生
活支援ホーム運営費、55555555おおつ障害者週間開催、64646464成年後見制度利用支援事業、166166166166メディア広報ＰＲ事業、187187187187農業再生協議会運営経費、293293293293特別支援教育推
進委員会事業費、294294294294特別支援教育連盟事業費、299299299299 学校支援総合推進事業運営、332332332332学校保健連絡協議会事業、339339339339中学校体育連盟活動助成、343343343343学校保健
主事会事業、344344344344養護教諭研究会事業、345345345345養護職員会事業、350350350350滋賀県消防協会大津支部、351351351351滋賀県消防操法訓練大会出場

154154154154観光情報発信パワーアップ事業、164164164164観光客受入対策事業、167167167167国際観光推進事業、169169169169日吉大社山王祭事業、170170170170船幸祭事業、174174174174真野浜水泳場イベント事
業、240240240240市場青果仲卸組合運営、241241241241市場水産仲卸組合運営、242242242242市場関連卸組合運営、243243243243市場関連事業者むつみ会運営、277277277277 保護地区等助成金、301301301301大津っ子
夢・未来体験活動推進事業、318318318318 新春びわこ健康マラソンｉｎなぎさ開催、325325325325学区対抗競技参加費

239239239239公設地方卸売市場活性化推進事業、308308308308体育協会事務局運営
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（レジメｐ．１１、下シート「平成２６年度決算時の概況（２）」）

見直し後の事業数
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）

333

適　　　　合 （A） 250

要事業補助検討
(終期までに事業費補助化を検討するもの)

（B) 11

１／２超だが市長が認めた （C） 72

平成２６年度における基本方針への適合状況平成２６年度における基本方針への適合状況平成２６年度における基本方針への適合状況平成２６年度における基本方針への適合状況

18181818自治連合会運営、109109109109医師会立看護専修学校運営事業、110110110110堅田看護専門学校運営事業、111111111111華頂看護専門学校運営事業、新4(p.18)新4(p.18)新4(p.18)新4(p.18)（公社）びわ湖大津観光
協会家賃等補助、239239239239公設地方卸売市場団体運営、248248248248おおつ環境フォーラム、270270270270中心市街地活性化協議会運営事業、新9(p.32)新9(p.32)新9(p.32)新9(p.32)中心市街地活性化推進事業、
307307307307社会教育関係団体、346346346346生涯学習センターボランティア団体活動

1111（公財）大津市国際親善協会運営、2222国際交流員住居費、4444男女共同参画推進団体連絡協議会活動、7777自治連合会、自治会等建設事業費、8888自治連合会、自治会
等運営費、9999自治連合会館管理運営費、10101010自治連合会、自治会等活動事業費、14141414パワーアップ・市民活動応援事業、16161616わがまちづくり市民運動推進会議活動、19191919
子ども安全リーダー連絡協議会活動事業、20202020安全なまちづくり事業費、22222222防犯協会活動事業、34343434市民提案による地域福祉推進事業、35353535社会福祉協議会運営事
業、36363636民生委員児童委員協議会連合会、46464646社会的事業所等用地等賃借料、47474747障害者支援施設用地賃借料、61616161障害者施設整備資金借入償還金、62626262指定障害者
支援施設運営費、72727272入所円滑化助成、73737373障害児保育保育士特別配置費、74747474地域担当保育士特別配置費、76767676調理担当員特別配置費、77777777職員研究活動促進事業
費、79797979延長保育促進事業費、80808080家庭支援推進保育事業費、81818181産休等代替職員設置費、86868686３歳児保育保育士特別配置費、108108108108大津赤十字志賀病院交通機関確保
事業費、116116116116結核健康診断費、117117117117定期予防接種の県外接種費用助成、152152152152（公社）びわ湖大津観光協会運営事業、157157157157ライトアップ事業、160160160160 地域観光振興、168168168168
大津三大祭事業、171171171171志賀観光協会運営事業、172172172172湖族の郷資料館運営事業、新7(p.21)新7(p.21)新7(p.21)新7(p.21)温泉施設等設備投資資金利子補給、178178178178文化観光振興助成、226226226226間伐材
有効活用事業、228228228228土地改良事業等補助金（ほ場整備事業）、229229229229土地改良事業等補助金（市単土地改良事業）、230230230230土地改良事業等補助金（土地改良事業調
査）、231231231231土地改良事業等補助金（県営造成施設管理体制整備促進事業）、232232232232土地改良事業等補助金（農地災害復旧事業）、233233233233土地改良事業等補助金(農業用
施設災害復旧事業)、236236236236土地改良事業利子補給金、250250250250再生資源利用促進事業、257257257257生ごみ堆肥化支援事業、259259259259地区環境整備事業、264264264264生活道路拡幅整備奨
励金、268268268268はまおおつフェスタ事業、282282282282特定生活路線運行費、284284284284大津市南部三学区新名神対策協議会運営、285285285285大津放水路促進協議会活動、286286286286大鳥居地域開
発協議会活動、287287287287大戸川ダム対策協議会活動、288288288288牧町大戸川ダム対策調査活動、292292292292遠距離通学者通学費、296296296296私立幼稚園等就園奨励費、298298298298特定地域バス
路線維持費、308308308308体育協会事業費、308308308308体育協会事務局運営、326326326326まちづくり健歩運動推進事業、327327327327体育協会加盟競技団体活動支援事業費、330330330330指定文化財等
の管理及び修理補助、331331331331無形文化財奨励金、337337337337学校給食会運営事業、352352352352消防団運営交付金、353353353353女性防火クラブ連合会、356356356356終末処理場地元調査研修等活
動事業、360360360360自家用汚水ポンプ施設設置等、361361361361生活保護世帯水洗便所改造等
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（参　　考）

①必要不可欠な団体で自主財源がない
9

②マニフェスト関連事業

25

③国等の補助事業の規定
8

④過去の協定や契約に基づく
5

⑤債務負担行為が設定されている
1

⑥他に財源があり、一財２分の1以下
5

⑦法の規定・解釈による
3

⑧国県施策の推進のため
5

⑨住民の最低限度の生活を守る
1

⑩上記以外で特に政策上必要
7

②＋③
1

②＋⑦
1

④＋⑧
1

計 72

282282282282特定生活路線運行費

14141414パワーアップ・市民活動応援事業、19191919大津市子ども安全リーダー連絡協議会活動事業、20202020大津市安全なまちづくり事業費、22222222大津市防犯協会
活動事業、229229229229土地改良事業等補助金（市単土地改良事業）、292292292292遠距離通学者通学費、298298298298特定地域バス路線維持費

79797979延長保育促進事業費

330330330330指定文化財等の管理及び修理

257257257257生ごみ堆肥化支援事業

補助率１／２超の特例を認める判断基準補助率１／２超の特例を認める判断基準補助率１／２超の特例を認める判断基準補助率１／２超の特例を認める判断基準 （平成26年度決算時の状況）
1111国際親善協会運営補助金、4444男女共同参画推進団体連絡協議会活動、16161616わがまちづくり市民運動推進会議活動補助、35353535社会福祉協議会運
営、36363636民生委員児童委員協議会連合会、308308308308体育協会事業費、308308308308体育協会事務局運営、327327327327体育協会加盟競技団体活動支援事業費、337337337337学校
給食会運営事業費
2222国際交流員住居費、34343434市民提案による地域福祉推進事業、46464646社会的事業所等用地等賃借料、47474747障害者支援施設用地賃借料、62626262指定障害者支援施設運営費、
72727272入所円滑化助成、73737373障害児保育保育士特別配置費、74747474地域担当保育士特別配置費、76767676調理担当員特別配置費、77777777職員研究活動促進事業費、80808080家庭支援推
進保育事業費、81818181産休等代替職員設置費、86868686３歳児保育保育士特別配置費、117117117117定期予防接種の県外接種費用、152152152152（公社）びわ湖大津観光協会運営事業、157157157157
ライトアップ事業、160160160160 地域観光振興、168168168168大津三大祭事業、171171171171志賀観光協会運営事業、172172172172湖族の郷資料館運営事業、新7(p.21)新7(p.21)新7(p.21)新7(p.21)温泉施設等設備投資資金利子
補給、250250250250再生資源利用促進事業、264264264264生活道路拡幅整備奨励金、331331331331無形文化財奨励金、351351351351消防団運営交付金、353353353353女性防火クラブ連合会

226226226226間伐材有効活用事業、228228228228土地改良事業等補助金（ほ場整備事業）、230230230230土地改良事業等補助金（土地改良事業調査）、231231231231土地改良事業等
補助金（県営造成施設管理体制整備促進事業）、232232232232土地改良事業等補助金（農地災害復旧事業）、233233233233土地改良事業等補助金(農業用施設災
害復旧事業)、268268268268はまおおつフェスタ事業、296296296296私立幼稚園等就園奨励費

108108108108大津赤十字志賀病院交通機関確保事業費、236236236236土地改良事業利子補給金、259259259259地区環境整備事業、326326326326まちづくり健歩運動推進事業、356356356356終
末処理場地元調査研修等活動事業

61616161障害者施設整備資金借入償還金

7777自治連合会、自治会等建設事業費、8888自治連合会、自治会等運営費、9999自治連合会館管理運営費、10101010自治連合会、自治会等活動事業費、178178178178
文化観光振興助成

116116116116結核健康診断費、360360360360自家用汚水ポンプ施設設置等、361361361361生活保護世帯水洗便所改造等

284284284284大津市南部三学区新名神対策協議会運営、285285285285大津放水路促進協議会活動、286286286286大鳥居地域開発協議会活動、287287287287大戸川ダム対策協議会
活動、288288288288牧町大戸川ダム対策調査活動
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（レジメｐ．１２、下シート「平成２７年度決算時の概況（１）」）

補助金交付事業数 （Ａ） 363
↓青数字青数字青数字青数字：Ｈ２４をもって完了した事業（１４事業）

見直しにより、終了することになった事業数 （Ｂ） 47

見直しにより、科目変更することになった事
業数

（Ｃ） 19

見直しにより、他の事業へ統合することに
なった事業数

（Ｄ） 12

見直しにより、２つの事業に分割することに
なった事業数

（Ｅ） 2

新たに認められた事業 （Ｆ） 44

見直し後の事業数
（Ａ）－（Ｂ）－（Ｃ）－（Ｄ）＋（Ｅ）＋（Ｆ）

331

新1(p.12)新1(p.12)新1(p.12)新1(p.12)子育て支援環境緊急整備事業（家庭的保育改修等事業）、新2(p.12)新2(p.12)新2(p.12)新2(p.12)子育て支援環境緊急整備事業（保育士等処遇改善臨時特例事業）、新3(p.22)新3(p.22)新3(p.22)新3(p.22)大津市
男性従業員育児休業取得奨励、新4(p.22)新4(p.22)新4(p.22)新4(p.22)（公社）びわ湖大津観光協会家賃等補助、新5(p.25)新5(p.25)新5(p.25)新5(p.25)歴史的観光資源活用補助、    新6(p.25)新6(p.25)新6(p.25)新6(p.25) 食のおみやげ出展チャレンジ
 促進事業、新7(p.26)新7(p.26)新7(p.26)新7(p.26)温泉施設等設備投資資金利子補給、新8（p.29）新8（p.29）新8（p.29）新8（p.29）地産地消推進事業（野菜産地強化支援）、新9(p.38)新9(p.38)新9(p.38)新9(p.38)中心市街地活性化推進事業、新10(p.45)新10(p.45)新10(p.45)新10(p.45)
企業局ガスヒートポンプ方式空調設備普及促進補助、新11(p.45)新11(p.45)新11(p.45)新11(p.45)企業局ガス吸収式空調設備普及促進補助、新12(p.46)新12(p.46)新12(p.46)新12(p.46)企業局ダブル発電売電促進助成、新新新新
13(p.13)13(p.13)13(p.13)13(p.13) 大津市民間保育所等自動体外式除細動器設置促進事業費補助金、新14(p.13)新14(p.13)新14(p.13)新14(p.13)大津市保育緊急確保事業費補助金（保育体制強化事業）、新15(p.14新15(p.14新15(p.14新15(p.14)大津
市民間児童クラブ賃貸借補助、    新16(p.16)新16(p.16)新16(p.16)新16(p.16) 大津市老人クラブ連合会創立50周年事業補助金、新17(p.29)新17(p.29)新17(p.29)新17(p.29)融資主体補助型経営体育成支援事業（融資主体型補助事
業）、新18(p.29)新18(p.29)新18(p.29)新18(p.29)融資主体補助型経営体育成支援事業（追加的信用供与補助事業）、新19(p.29)新19(p.29)新19(p.29)新19(p.29)被災農業者向け経営体育成支援事業（融資主体型補助事業）、新新新新
20(p.29)20(p.29)20(p.29)20(p.29) 被災農業者向け経営体育成支援事業（追加的信用供与補助事業）、新21(p.29)新21(p.29)新21(p.29)新21(p.29)条件不利地域補助型経営体育成支援事業、新22(p.34)新22(p.34)新22(p.34)新22(p.34)地区環境整備事業
補助金（ハード事業　自治会館建設補助事業　用地取得費造成費）、新23(p.34)新23(p.34)新23(p.34)新23(p.34)地区環境整備事業補助金（ハード事業　自治会館建設補助事業　新築）、、、、新新新新
24(p.35)24(p.35)24(p.35)24(p.35) 地区環境整備事業補助金（ハード事業　自治会館建設補助事業　増築）、新25(p.35)新25(p.35)新25(p.35)新25(p.35)地区環境整備事業補助金（ハード事業　自治会館建設補助事業　改
築・建替）、新26(p.36)新26(p.36)新26(p.36)新26(p.36)地区環境整備事業補助金（ハード事業　自治会館建設補助事業　改修・大規模修繕）、新27(p.36)新27(p.36)新27(p.36)新27(p.36)地区環境整備事業補助金（ハード事業　防
災倉庫建設補助事業）、新28(p.36)新28(p.36)新28(p.36)新28(p.36)地区環境整備事業補助金（ソフト事業　自治振興対策事業）、新29(p.37)新29(p.37)新29(p.37)新29(p.37)近隣景観形成協定等推進補助金、新30(p.38)新30(p.38)新30(p.38)新30(p.38)大津公共
空間活用事業、新31(p.40)新31(p.40)新31(p.40)新31(p.40)大津市英語検定料補助金、新32(p.40)新32(p.40)新32(p.40)新32(p.40)大津市教員英語力検定試験助成金、新33(p.45)新33(p.45)新33(p.45)新33(p.45)大津市ガス年埋設内管改善工事補助金、新新新新
34(p.45)34(p.45)34(p.45)34(p.45) 大津市ガス経年埋設内管改善奨励金、新35(p.13)新35(p.13)新35(p.13)新35(p.13)病児保育事業、新36(p.16新36(p.16新36(p.16新36(p.16)大津市介護職員初任者研修受講、、、、新37（(p.30)大津市新37（(p.30)大津市新37（(p.30)大津市新37（(p.30)大津市世代をつなぐ農村まる
ごと保全向上対策交付金、新38(p.43)新38(p.43)新38(p.43)新38(p.43)社会教育関係海外派遣等に伴う激励金、新39(p.37)新39(p.37)新39(p.37)新39(p.37)長寿社会づくり事業、新40(p.19)新40(p.19)新40(p.19)新40(p.19)大津市公的病院等運営費、新44(p.13)新44(p.13)新44(p.13)新44(p.13)
保育士資格等取得支援事業、新45(p.13)新45(p.13)新45(p.13)新45(p.13)保育業務支援システム等導入事業、新53(p.14)新53(p.14)新53(p.14)新53(p.14)大津市計画相談支援等推進補助、新55(p.18)新55(p.18)新55(p.18)新55(p.18)大津市風しん任意予防接種
費用助成金

補助金交付事業数の推移補助金交付事業数の推移補助金交付事業数の推移補助金交付事業数の推移

3333世界連邦運動協会大津支部運営、43434343ほっこりひろば運営事業、54545454障害児地域活動支援事業費、60606060民間障害児者社会福祉施設整備費、63636363重症心身障害者通所
施設運営費、71717171低年齢児保育保育士特別配置費、82828282 子育て支援環境緊急整備事業費、85858585待機児童解消特別対策、86868686３歳児保育士特別配置費、90909090社会福祉事
業団経営、98989898特別養護老人ホーム近江舞子しょうぶ苑建設資金償還、99999999介護保険推進事業、114114114114滋賀県断酒同友会大津支部運営事業、115115115115滋賀県断酒同友会堅
田支部運営事業、118118118118法定期限後の結核予防接種（ＢＣＧ）の実施に係る接種費用、135135135135中心市街地空き店舗活用事業、148148148148雇用対策協議会管理運営費、175175175175戦国
大津物語実行委員会、176176176176来て見てディスカバー大津事業、177177177177「ちはやふる・大津」キャンペーン実行委員会事業、183183183183農業近代化資金利子補給、184184184184生産調整事
業、201201201201環境農業支援交付金、212212212212学校給食野菜供給拡大事業、213213213213畜産環境整備事業、217217217217大津市伝統野菜育成事業費、223223223223森林組合作業厚生会助成事業、
235235235235ふるさと農村支援事業、244244244244公設地方卸売市場生ごみ処理機設置事業、255255255255コンポスト容器活用モデル事業、267267267267びわ湖大津灯りのまつり事業、268268268268はまおおつ
フェスタ事業、275275275275市街地再開発事業、276276276276都市再生住宅整備事業、280280280280改良住宅譲渡代価資金延納償還金、281281281281住宅新築資金等貸付金利子補給事業、299299299299学校
支援総合推進事業運営、305305305305青年協議会活動事業、315315315315大津市少年水泳教室、317317317317学区対抗インディアカ大会開催、324324324324スポーツ少年団創立４０周年記念事業、
326326326326まちづくり健歩運動推進事業、337337337337大津市学校給食会運営事業、349349349349消防団互助会活動、358358358358日本下水道事業団業務運営費、362362362362天然ガススタンド運営維持
費、新6（p.21）新6（p.21）新6（p.21）新6（p.21）食のおみやげ出展チャレンジ促進事業、新16（p.13）新16（p.13）新16（p.13）新16（p.13）大津市老人クラブ連合会創立50周年事業

48484848精神障害者生活支援推進事業、49494949精神障害者地域定着支援事業、51515151重度障害者地域生活支援事業、52525252障害者生活ホーム運営補助費、53535353知的障害者自立生
活支援ホーム運営費、55555555おおつ障害者週間開催、64646464成年後見制度利用支援事業、156156156156びわ湖花火大会事業補助金、166166166166メディア広報ＰＲ事業、187187187187農業再生協議
会運営経費、293293293293特別支援教育推進委員会事業費、294294294294特別支援教育連盟事業費、299299299299 学校支援総合推進事業運営、332332332332学校保健連絡協議会事業、339339339339中学校
体育連盟活動助成、343343343343学校保健主事会事業、344344344344養護教諭研究会事業、345345345345養護職員会事業、350350350350滋賀県消防協会大津支部、351351351351滋賀県消防操法訓練大会出
場

154154154154観光情報発信パワーアップ事業、164164164164観光客受入対策事業、167167167167国際観光推進事業、169169169169日吉大社山王祭事業、170170170170船幸祭事業、174174174174真野浜水泳場イベント事
業、240240240240市場青果仲卸組合運営、241241241241市場水産仲卸組合運営、242242242242市場関連卸組合運営、243243243243市場関連事業者むつみ会運営、277277277277 保護地区等助成金、301301301301大津っ子
夢・未来体験活動推進事業、318318318318 新春びわこ健康マラソンｉｎなぎさ開催、325325325325学区対抗競技参加費

239239239239公設地方卸売市場活性化推進事業、308308308308体育協会事務局運営

9



（レジメｐ．１３、上シート「平成２７年度決算時の概況（２）」）

見直し後の事業数
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）

331

適　　　　合 （A） 253

要事業補助検討
(終期までに事業費補助化を検討するもの)

（B) 11

１／２超だが市長が認めた （C） 67

平成２７年度における基本方針への適合状況平成２７年度における基本方針への適合状況平成２７年度における基本方針への適合状況平成２７年度における基本方針への適合状況

18181818自治連合会運営、109109109109医師会立看護専修学校運営事業、110110110110堅田看護専門学校運営事業、111111111111華頂看護専門学校運営事業、新4(p.18)新4(p.18)新4(p.18)新4(p.18)（公社）びわ湖大津観光
協会家賃等補助、239239239239公設地方卸売市場団体運営、248248248248おおつ環境フォーラム、270270270270中心市街地活性化協議会運営事業、新9(p.32)新9(p.32)新9(p.32)新9(p.32)中心市街地活性化推進事業、
307307307307社会教育関係団体、346346346346生涯学習センターボランティア団体活動

1111（公財）大津市国際親善協会運営、2222国際交流員住居費、4444男女共同参画推進団体連絡協議会活動、7777自治連合会、自治会等建設事業費、8888自治連合会、自治会
等運営費、9999自治連合会館管理運営費、10101010自治連合会、自治会等活動事業費、14141414パワーアップ・市民活動応援事業、16161616わがまちづくり市民運動推進会議活動、19191919
子ども安全リーダー連絡協議会活動事業、20202020安全なまちづくり事業費、22222222防犯協会活動事業、34343434市民提案による地域福祉推進事業、35353535社会福祉協議会運営事
業、36363636民生委員児童委員協議会連合会、46464646社会的事業所等用地等賃借料、47474747障害者支援施設用地賃借料、61616161障害者施設整備資金借入償還金、62626262指定障害者
支援施設運営費、72727272入所円滑化助成、73737373障害児保育保育士特別配置費、74747474地域担当保育士特別配置費、76767676調理担当員特別配置費、77777777職員研究活動促進事業
費、79797979延長保育促進事業費、80808080家庭支援推進保育事業費、81818181産休等代替職員設置費、86868686 ３歳児保育保育士特別配置費、108108108108大津赤十字志賀病院交通機関確保
事業費、116116116116結核健康診断費、117117117117定期予防接種の県外接種費用助成、152152152152（公社）びわ湖大津観光協会運営事業、157157157157ライトアップ事業、160160160160 地域観光振興、168168168168
大津三大祭事業、171171171171志賀観光協会運営事業、172172172172湖族の郷資料館運営事業、新7新7新7新7温泉施設等設備投資資金利子補給、178178178178文化観光振興助成、226226226226間伐材有効
活用事業、228228228228土地改良事業等補助金（ほ場整備事業）、229229229229土地改良事業等補助金（市単土地改良事業）、230230230230土地改良事業等補助金（土地改良事業調査）、231231231231
土地改良事業等補助金（県営造成施設管理体制整備促進事業）、232232232232土地改良事業等補助金（農地災害復旧事業）、233233233233土地改良事業等補助金(農業用施設災害
復旧事業)、236236236236土地改良事業利子補給金、250250250250再生資源利用促進事業、257257257257生ごみ堆肥化支援事業、259259259259地区環境整備事業、264264264264生活道路拡幅整備奨励金、268268268268
はまおおつフェスタ事業、282282282282特定生活路線運行費、284284284284大津市南部三学区新名神対策協議会運営、285285285285大津放水路促進協議会活動、286286286286大鳥居地域開発協議会
活動、287287287287大戸川ダム対策協議会活動、288288288288牧町大戸川ダム対策調査活動、292292292292遠距離通学者通学費、296296296296私立幼稚園等就園奨励費、298298298298特定地域バス路線維持
費、308308308308体育協会事業費、308308308308体育協会事務局運営、326326326326 まちづくり健歩運動推進事業、327327327327体育協会加盟競技団体活動支援事業費、330330330330指定文化財等の管理及
び修理補助、331331331331無形文化財奨励金、337337337337 学校給食会運営事業、352352352352消防団運営交付金、353353353353女性防火クラブ連合会、356356356356終末処理場地元調査研修等活動事業、
360360360360自家用汚水ポンプ施設設置等、361361361361生活保護世帯水洗便所改造等
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（参　　考）

①必要不可欠な団体で自主財源がない
8

②マニフェスト関連事業

24

③国等の補助事業の規定

8

④過去の協定や契約に基づく
4

⑤債務負担行為が設定されている
1

⑥他に財源があり、一財２分の1以下
5

⑦法の規定・解釈による
3

⑧国県施策の推進のため
5

⑨住民の最低限度の生活を守る
1

⑩上記以外で特に政策上必要
7

②＋③
1

②＋⑦
1

④＋⑧
1

計 69

282282282282特定生活路線運行費

14141414パワーアップ・市民活動応援事業、19191919大津市子ども安全リーダー連絡協議会活動事業、20202020大津市安全なまちづくり事業費、22222222大津市防犯協会
活動事業、229229229229土地改良事業等補助金（市単土地改良事業）、292292292292遠距離通学者通学費、298298298298特定地域バス路線維持費

79797979延長保育促進事業費

330330330330指定文化財等の管理及び修理

257257257257生ごみ堆肥化支援事業

108108108108大津赤十字志賀病院交通機関確保事業費、236236236236土地改良事業利子補給金、259259259259地区環境整備事業、326326326326 まちづくり健歩運動推進事業、356356356356終
末処理場地元調査研修等活動事業

61616161障害者施設整備資金借入償還金

7777自治連合会、自治会等建設事業費、8888自治連合会、自治会等運営費、9999自治連合会館管理運営費、10101010自治連合会、自治会等活動事業費、178178178178
文化観光振興助成

116116116116結核健康診断費、360360360360自家用汚水ポンプ施設設置等、361361361361生活保護世帯水洗便所改造等

284284284284大津市南部三学区新名神対策協議会運営、285285285285大津放水路促進協議会活動、286286286286大鳥居地域開発協議会活動、287287287287大戸川ダム対策協議会
活動、288288288288牧町大戸川ダム対策調査活動

補助率１／２超の特例を認める判断基準補助率１／２超の特例を認める判断基準補助率１／２超の特例を認める判断基準補助率１／２超の特例を認める判断基準 （平成27年度決算時の状況）
1111国際親善協会運営補助金、4444男女共同参画推進団体連絡協議会活動、16161616わがまちづくり市民運動推進会議活動補助、35353535社会福祉協議会運
営、36363636民生委員児童委員協議会連合会、308308308308体育協会事業費、308308308308体育協会事務局運営、327327327327体育協会加盟競技団体活動支援事業費、337337337337 学校
 給食会運営事業費

2222国際交流員住居費、34343434市民提案による地域福祉推進事業、46464646社会的事業所等用地等賃借料、47474747障害者支援施設用地賃借料、62626262指定障害者支援施設運営費、
72727272入所円滑化助成、73737373障害児保育保育士特別配置費、74747474地域担当保育士特別配置費、76767676調理担当員特別配置費、77777777職員研究活動促進事業費、80808080家庭支援推
進保育事業費、81818181産休等代替職員設置費、86868686 ３歳児保育保育士特別配置費、117117117117定期予防接種の県外接種費用、152152152152（公社）びわ湖大津観光協会運営事業、157157157157
ライトアップ事業、160160160160 地域観光振興、168168168168大津三大祭事業、171171171171志賀観光協会運営事業、172172172172湖族の郷資料館運営事業、新7(p.21)新7(p.21)新7(p.21)新7(p.21)温泉施設等設備投資資金利子
補給、250250250250再生資源利用促進事業、264264264264生活道路拡幅整備奨励金、331331331331無形文化財奨励金、351351351351消防団運営交付金、353353353353女性防火クラブ連合会

226226226226間伐材有効活用事業、228228228228土地改良事業等補助金（ほ場整備事業）、230230230230土地改良事業等補助金（土地改良事業調査）、231231231231土地改良事業等
補助金（県営造成施設管理体制整備促進事業）、232232232232土地改良事業等補助金（農地災害復旧事業）、233233233233土地改良事業等補助金(農業用施設災
害復旧事業)、268268268268 はまおおつフェスタ事業、296296296296私立幼稚園等就園奨励費

11



（レジメｐ．１４、下シート「平成２８年度決算時の概況（１）」）

補助金交付事業数 （Ａ） 363
↓青数字青数字青数字青数字：Ｈ２４をもって完了した事業（１４事業）

見直しにより、終了することになった事業数 （Ｂ） 52

見直しにより、科目変更することになった事
業数

（Ｃ） 22

見直しにより、他の事業へ統合することに
なった事業数

（Ｄ） 12

見直しにより、２つの事業に分割することに
なった事業数

（Ｅ） 2

新たに認められた事業 （Ｆ） 66

見直し後の事業数
（Ａ）－（Ｂ）－（Ｃ）－（Ｄ）＋（Ｅ）＋（Ｆ）

345

新1(p.12)新1(p.12)新1(p.12)新1(p.12)子育て支援環境緊急整備事業（家庭的保育改修等事業）、新2(p.12)新2(p.12)新2(p.12)新2(p.12)子育て支援環境緊急整備事業（保育士等処遇改善臨時特例事業）、新3(p.22)新3(p.22)新3(p.22)新3(p.22)大津市
男性従業員育児休業取得奨励、新4(p.22)新4(p.22)新4(p.22)新4(p.22)（公社）びわ湖大津観光協会家賃等補助、新5(p.25)新5(p.25)新5(p.25)新5(p.25)歴史的観光資源活用補助、    新6(p.25)新6(p.25)新6(p.25)新6(p.25) 食のおみやげ出展チャレンジ
 促進事業、新7(p.26)新7(p.26)新7(p.26)新7(p.26)温泉施設等設備投資資金利子補給、新8（p.29）新8（p.29）新8（p.29）新8（p.29）地産地消推進事業（野菜産地強化支援）、新9(p.38)新9(p.38)新9(p.38)新9(p.38)中心市街地活性化推進事業、新10(p.45)新10(p.45)新10(p.45)新10(p.45)
企業局ガスヒートポンプ方式空調設備普及促進補助、新11(p.45)新11(p.45)新11(p.45)新11(p.45)企業局ガス吸収式空調設備普及促進補助、新12(p.46)新12(p.46)新12(p.46)新12(p.46)企業局ダブル発電売電促進助成、新新新新
13(p.13)13(p.13)13(p.13)13(p.13) 大津市民間保育所等自動体外式除細動器設置促進事業費補助金、新14(p.13)新14(p.13)新14(p.13)新14(p.13)大津市保育緊急確保事業費補助金（保育体制強化事業）、新15(p.14新15(p.14新15(p.14新15(p.14)大津
市民間児童クラブ賃貸借補助、    新16(p.16)新16(p.16)新16(p.16)新16(p.16) 大津市老人クラブ連合会創立50周年事業補助金、新17(p.29)新17(p.29)新17(p.29)新17(p.29)融資主体補助型経営体育成支援事業（融資主体型補助事
業）、新18(p.29)新18(p.29)新18(p.29)新18(p.29)融資主体補助型経営体育成支援事業（追加的信用供与補助事業）、新19(p.29)新19(p.29)新19(p.29)新19(p.29)被災農業者向け経営体育成支援事業（融資主体型補助事業）、新新新新
20(p.29)20(p.29)20(p.29)20(p.29) 被災農業者向け経営体育成支援事業（追加的信用供与補助事業）、新21(p.29)新21(p.29)新21(p.29)新21(p.29)条件不利地域補助型経営体育成支援事業、新22(p.34)新22(p.34)新22(p.34)新22(p.34)地区環境整備事業
補助金（ハード事業　自治会館建設補助事業　用地取得費造成費）、新23(p.34)新23(p.34)新23(p.34)新23(p.34)地区環境整備事業補助金（ハード事業　自治会館建設補助事業　新築）、、、、新新新新
24(p.35)24(p.35)24(p.35)24(p.35) 地区環境整備事業補助金（ハード事業　自治会館建設補助事業　増築）、新25(p.35)新25(p.35)新25(p.35)新25(p.35)地区環境整備事業補助金（ハード事業　自治会館建設補助事業　改
築・建替）、新26(p.36)新26(p.36)新26(p.36)新26(p.36)地区環境整備事業補助金（ハード事業　自治会館建設補助事業　改修・大規模修繕）、新27(p.36)新27(p.36)新27(p.36)新27(p.36)地区環境整備事業補助金（ハード事業　防
災倉庫建設補助事業）、新28(p.36)新28(p.36)新28(p.36)新28(p.36)地区環境整備事業補助金（ソフト事業　自治振興対策事業）、新29(p.37)新29(p.37)新29(p.37)新29(p.37)近隣景観形成協定等推進補助金、新30(p.38)新30(p.38)新30(p.38)新30(p.38)大津公共
空間活用事業、新31(p.40)新31(p.40)新31(p.40)新31(p.40)大津市英語検定料補助金、新32(p.40)新32(p.40)新32(p.40)新32(p.40)大津市教員英語力検定試験助成金、新33(p.45)新33(p.45)新33(p.45)新33(p.45)大津市ガス年埋設内管改善工事補助金、新新新新
34(p.45)34(p.45)34(p.45)34(p.45) 大津市ガス経年埋設内管改善奨励金、新35(p.13)新35(p.13)新35(p.13)新35(p.13)病児保育事業、新36(p.16新36(p.16新36(p.16新36(p.16)大津市介護職員初任者研修受講、、、、新37（(p.30)新37（(p.30)新37（(p.30)新37（(p.30)大津市大津市大津市大津市世代をつなぐ農村まる
ごと保全向上対策交付金、新38(p.43)新38(p.43)新38(p.43)新38(p.43)社会教育関係海外派遣等に伴う激励金、新39(p.37)新39(p.37)新39(p.37)新39(p.37)長寿社会づくり事業、新40(p.19)新40(p.19)新40(p.19)新40(p.19)大津市公的病院等運営費、新44(p.13)新44(p.13)新44(p.13)新44(p.13)
保育士資格等取得支援事業、新45(p.13)新45(p.13)新45(p.13)新45(p.13)保育業務支援システム等導入事業、新53(p.14)新53(p.14)新53(p.14)新53(p.14)大津市計画相談支援等推進補助、新55(p.18)新55(p.18)新55(p.18)新55(p.18)大津市風しん任意予防接種
費用助成金、新41(p.13)新41(p.13)新41(p.13)新41(p.13)大津市立長等幼稚園における合同保育の実施に伴う通園費補助金、新42(p.37)新42(p.37)新42(p.37)新42(p.37)門前町坂本まちなみ整備事業補助金、新43(p.37)新43(p.37)新43(p.37)新43(p.37)建築物
緊急耐震改修事業補助金、新46(p.29)新46(p.29)新46(p.29)新46(p.29)６次産業化整備事業補助金、新47(p.29)新47(p.29)新47(p.29)新47(p.29)「華麗なる大津野菜」生産拡大推進事業補助金、新48(p.19)新48(p.19)新48(p.19)新48(p.19)大津市定住促進リ
フォーム助成事業補助金、新49(p.38)新49(p.38)新49(p.38)新49(p.38)レンタサイクル（社会実験）事業補助金、新50(p.42)新50(p.42)新50(p.42)新50(p.42)世界遺産・国宝延暦寺根本中堂及び重要文化財延暦寺根本中堂回廊保
存修理事業補助金、新51(p.19)新51(p.19)新51(p.19)新51(p.19)大津市女性の起業支援環境整備補助金交付基準、新52(p.19)新52(p.19)新52(p.19)新52(p.19)大津市女性の起業支援運営事業補助金交付基準、新54(p.14)新54(p.14)新54(p.14)新54(p.14)子育
て応援団等支援事業補助金、新57(p.6新57(p.6新57(p.6新57(p.6)全国小学生バドミントン選手権大会開催事業費補助金、新58(p.9)新58(p.9)新58(p.9)新58(p.9)大津市リフト付福祉タクシー購入費補助金、新59(p.18)新59(p.18)新59(p.18)新59(p.18)平
成28年度大津市B型肝炎任意予防接種費用助成金、新60(p.16)新60(p.16)新60(p.16)新60(p.16)大津市介護ロボット導入支援事業補助金、新61(p.14)新61(p.14)新61(p.14)新61(p.14)保育補助者雇上強化事業費補助金、新新新新
62(p.17)62(p.17)62(p.17)62(p.17) 大津市訪問看護ステーション体制強化補助金、新63(p.14)新63(p.14)新63(p.14)新63(p.14)大津市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金、新64(p.26)新64(p.26)新64(p.26)新64(p.26)大津市観光ト
イレ洋式化整備補助金、新66(p.14)新66(p.14)新66(p.14)新66(p.14)大津市病時保育施設整備費補助金、新68(p.45)新68(p.45)新68(p.45)新68(p.45)大津市給水管減径工事補助金交付要綱

補助金交付事業数の推移補助金交付事業数の推移補助金交付事業数の推移補助金交付事業数の推移

3333世界連邦運動協会大津支部運営、43434343ほっこりひろば運営事業、54545454障害児地域活動支援事業費、60606060民間障害児者社会福祉施設整備費、63636363重症心身障害者通所
施設運営費、71717171低年齢児保育保育士特別配置費、82828282 子育て支援環境緊急整備事業費、85858585待機児童解消特別対策、86868686３歳児保育士特別配置費、90909090社会福祉事
業団経営、98989898特別養護老人ホーム近江舞子しょうぶ苑建設資金償還、99999999介護保険推進事業、114114114114滋賀県断酒同友会大津支部運営事業、115115115115滋賀県断酒同友会堅
田支部運営事業、118118118118法定期限後の結核予防接種（ＢＣＧ）の実施に係る接種費用、135135135135中心市街地空き店舗活用事業、148148148148雇用対策協議会管理運営費、175175175175戦国
大津物語実行委員会、176176176176来て見てディスカバー大津事業、177177177177「ちはやふる・大津」キャンペーン実行委員会事業、183183183183農業近代化資金利子補給、184184184184生産調整事
業、201201201201環境農業支援交付金、212212212212学校給食野菜供給拡大事業、213213213213畜産環境整備事業、217217217217大津市伝統野菜育成事業費、223223223223森林組合作業厚生会助成事業、
235235235235ふるさと農村支援事業、244244244244公設地方卸売市場生ごみ処理機設置事業、255255255255コンポスト容器活用モデル事業、267267267267びわ湖大津灯りのまつり事業、268268268268はまおおつ
フェスタ事業、275275275275市街地再開発事業、276276276276都市再生住宅整備事業、280280280280改良住宅譲渡代価資金延納償還金、281281281281住宅新築資金等貸付金利子補給事業、299299299299学校
支援総合推進事業運営、305305305305青年協議会活動事業、315315315315大津市少年水泳教室、317317317317学区対抗インディアカ大会開催、324324324324スポーツ少年団創立４０周年記念事業、
326326326326まちづくり健歩運動推進事業、337337337337大津市学校給食会運営事業、349349349349消防団互助会活動、358358358358日本下水道事業団業務運営費、362362362362天然ガススタンド運営維持
費、新6（p.21）新6（p.21）新6（p.21）新6（p.21）食のおみやげ出展チャレンジ促進事業、新16（p.13）新16（p.13）新16（p.13）新16（p.13）大津市老人クラブ連合会創立50周年事業

48484848精神障害者生活支援推進事業、49494949精神障害者地域定着支援事業、51515151重度障害者地域生活支援事業、52525252障害者生活ホーム運営補助費、53535353知的障害者自立生
活支援ホーム運営費、55555555おおつ障害者週間開催、64646464成年後見制度利用支援事業、156156156156びわ湖花火大会事業補助金、166166166166メディア広報ＰＲ事業、187187187187農業再生協議
会運営経費、293293293293特別支援教育推進委員会事業費、294294294294特別支援教育連盟事業費、299299299299 学校支援総合推進事業運営、332332332332学校保健連絡協議会事業、339339339339中学校
体育連盟活動助成、343343343343学校保健主事会事業、344344344344養護教諭研究会事業、345345345345養護職員会事業、350350350350滋賀県消防協会大津支部、351351351351滋賀県消防操法訓練大会出
場

154154154154観光情報発信パワーアップ事業、164164164164観光客受入対策事業、167167167167国際観光推進事業、169169169169日吉大社山王祭事業、170170170170船幸祭事業、174174174174真野浜水泳場イベント事
業、240240240240市場青果仲卸組合運営、241241241241市場水産仲卸組合運営、242242242242市場関連卸組合運営、243243243243市場関連事業者むつみ会運営、277277277277 保護地区等助成金、301301301301大津っ子
夢・未来体験活動推進事業、318318318318 新春びわこ健康マラソンｉｎなぎさ開催、325325325325学区対抗競技参加費

239239239239公設地方卸売市場活性化推進事業、308308308308体育協会事務局運営
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（レジメｐ．１４、下シート「平成２８年度決算時の概況（２）」）

見直し後の事業数
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）

345

適　　　　合 （A） 264

要事業補助検討
(終期までに事業費補助化を検討するもの)

（B) 9

１／２超だが市長が認めた （C） 72

平成２８年度における基本方針への適合状況平成２８年度における基本方針への適合状況平成２８年度における基本方針への適合状況平成２８年度における基本方針への適合状況

18181818自治連合会運営、109109109109医師会立看護専修学校運営事業、110110110110堅田看護専門学校運営事業、111111111111華頂看護専門学校運営事業、新4(p.18)新4(p.18)新4(p.18)新4(p.18)（公社）びわ湖大津観光
協会家賃等補助、239239239239公設地方卸売市場団体運営、248248248248 おおつ環境フォーラム、270270270270中心市街地活性化協議会運営事業、新9(p.32)新9(p.32)新9(p.32)新9(p.32)中心市街地活性化推進事業、
307307307307社会教育関係団体、346346346346 生涯学習センターボランティア団体活動

1111（公財）大津市国際親善協会運営、2222国際交流員住居費、4444男女共同参画推進団体連絡協議会活動、7777自治連合会、自治会等建設事業費、8888自治連合会、自治会
等運営費、9999自治連合会館管理運営費、10101010自治連合会、自治会等活動事業費、14141414パワーアップ・市民活動応援事業、16161616わがまちづくり市民運動推進会議活動、19191919
子ども安全リーダー連絡協議会活動事業、20202020安全なまちづくり事業費、22222222防犯協会活動事業、34343434市民提案による地域福祉推進事業、35353535社会福祉協議会運営事
業、36363636民生委員児童委員協議会連合会、46464646社会的事業所等用地等賃借料、47474747障害者支援施設用地賃借料、61616161障害者施設整備資金借入償還金、62626262指定障害者
支援施設運営費、72727272入所円滑化助成、73737373障害児保育保育士特別配置費、74747474地域担当保育士特別配置費、76767676調理担当員特別配置費、77777777職員研究活動促進事業
費、79797979延長保育促進事業費、80808080家庭支援推進保育事業費、81818181産休等代替職員設置費、86868686 ３歳児保育保育士特別配置費、108108108108大津赤十字志賀病院交通機関確保
事業費、116116116116結核健康診断費、117117117117定期予防接種の県外接種費用助成、152152152152（公社）びわ湖大津観光協会運営事業、157157157157ライトアップ事業、160160160160 地域観光振興、168168168168
大津三大祭事業、171171171171志賀観光協会運営事業、172172172172湖族の郷資料館運営事業、新7(p.21)新7(p.21)新7(p.21)新7(p.21)温泉施設等設備投資資金利子補給、178178178178文化観光振興助成、226226226226間伐材
有効活用事業、228228228228土地改良事業等補助金（ほ場整備事業）、229229229229土地改良事業等補助金（市単土地改良事業）、230230230230土地改良事業等補助金（土地改良事業調
査）、231231231231土地改良事業等補助金（県営造成施設管理体制整備促進事業）、232232232232土地改良事業等補助金（農地災害復旧事業）、233233233233土地改良事業等補助金(農業用
施設災害復旧事業)、236236236236土地改良事業利子補給金、250250250250再生資源利用促進事業、257257257257生ごみ堆肥化支援事業、259259259259地区環境整備事業、264264264264生活道路拡幅整備奨
励金、268268268268はまおおつフェスタ事業、282282282282特定生活路線運行費、284284284284大津市南部三学区新名神対策協議会運営、285285285285大津放水路促進協議会活動、286286286286大鳥居地域開
発協議会活動、287287287287大戸川ダム対策協議会活動、288288288288牧町大戸川ダム対策調査活動、292292292292遠距離通学者通学費、296296296296私立幼稚園等就園奨励費、298298298298特定地域バス
路線維持費、308308308308体育協会事業費、308308308308体育協会事務局運営、326326326326 まちづくり健歩運動推進事業、327327327327体育協会加盟競技団体活動支援事業費、330330330330指定文化財等
の管理及び修理補助、331331331331無形文化財奨励金、337337337337 学校給食会運営事業、352352352352消防団運営交付金、353353353353女性防火クラブ連合会、356356356356終末処理場地元調査研修等活
動事業、360360360360自家用汚水ポンプ施設設置等、361361361361生活保護世帯水洗便所改造等、新41大津市立長等幼稚園における合同保育の実施に伴う通園費補助金、新56新
規採用保育士等給付事業費補助金、新62大津市訪問看護ステーション体制強化補助金、新59平成28年度大津市B型肝炎任意予防接種費用助成金、新42門前町
坂本まちなみ整備事業補助金、新68大津市給水管減径工事補助金交付要綱
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（参　　考）

①必要不可欠な団体で自主財源がない
7

②マニフェスト関連事業

27

③国等の補助事業の規定

7

④過去の協定や契約に基づく
3

⑤債務負担行為が設定されている
1

⑥他に財源があり、一財２分の1以下
5

⑦法の規定・解釈による
3

⑧国県施策の推進のため
5

⑨住民の最低限度の生活を守る
1

⑩上記以外で特に政策上必要

10

②＋③
1

②＋⑦
1

④＋⑧
1

計 72

79797979延長保育促進事業費

330330330330指定文化財等の管理及び修理

257257257257生ごみ堆肥化支援事業

7777自治連合会、自治会等建設事業費、8888自治連合会、自治会等運営費、9999自治連合会館管理運営費、10101010自治連合会、自治会等活動事業費、178178178178
文化観光振興助成

116116116116結核健康診断費、360360360360自家用汚水ポンプ施設設置等、361361361361生活保護世帯水洗便所改造等

284284284284大津市南部三学区新名神対策協議会運営、285285285285大津放水路促進協議会活動、286286286286大鳥居地域開発協議会活動、287287287287大戸川ダム対策協議会
活動、288288288288牧町大戸川ダム対策調査活動

282282282282特定生活路線運行費

14141414パワーアップ・市民活動応援事業、19191919大津市子ども安全リーダー連絡協議会活動事業、20202020大津市安全なまちづくり事業費、22222222大津市防犯協会
活動事業、229229229229土地改良事業等補助金（市単土地改良事業）、292292292292遠距離通学者通学費、298298298298特定地域バス路線維持費、新41(p.13新41(p.13新41(p.13新41(p.13）大津市立長
等幼稚園における合同保育の実施に伴う通園費補助金、新59(p.18）新59(p.18）新59(p.18）新59(p.18）平成28年度大津市B型肝炎任意予防接種費用助成金、新68(p.45）新68(p.45）新68(p.45）新68(p.45）大津市給
水管減径工事補助金交付要綱

1111国際親善協会運営補助金、4444男女共同参画推進団体連絡協議会活動、16161616わがまちづくり市民運動推進会議活動補助、35353535社会福祉協議会運
営、36363636民生委員児童委員協議会連合会、308308308308 体育協会事業費、308308308308体育協会事務局運営、327327327327体育協会加盟競技団体活動支援事業費、337337337337 学校
 給食会運営事業費

2222国際交流員住居費、34343434市民提案による地域福祉推進事業、46464646社会的事業所等用地等賃借料、47474747障害者支援施設用地賃借料、62626262指定障害者支援施設運営費、
72727272入所円滑化助成、73737373障害児保育保育士特別配置費、74747474地域担当保育士特別配置費、76767676調理担当員特別配置費、77777777職員研究活動促進事業費、80808080家庭支援推
進保育事業費、81818181産休等代替職員設置費、86868686 ３歳児保育保育士特別配置費、117117117117定期予防接種の県外接種費用、152152152152（公社）びわ湖大津観光協会運営事業、157157157157
ライトアップ事業、160160160160 地域観光振興、168168168168大津三大祭事業、171171171171志賀観光協会運営事業、172172172172湖族の郷資料館運営事業、新7(p.21)新7(p.21)新7(p.21)新7(p.21)温泉施設等設備投資資金利子
補給、250250250250再生資源利用促進事業、264264264264生活道路拡幅整備奨励金、331331331331無形文化財奨励金、351351351351消防団運営交付金、353353353353女性防火クラブ連合会、新56(p.21）新規採
用保育士等給付事業費補助金、新62(p.21）大津市訪問看護ステーション体制強化補助金、新42(p.37）新42(p.37）新42(p.37）新42(p.37）門前町坂本まちなみ整備事業補助金、新56(p.14）新56(p.14）新56(p.14）新56(p.14）新規採用
保育士等給付事業費補助金、新62(p.17）新62(p.17）新62(p.17）新62(p.17）大津市訪問看護ステーション体制強化補助金

226226226226間伐材有効活用事業、228228228228土地改良事業等補助金（ほ場整備事業）、230230230230土地改良事業等補助金（土地改良事業調査）、231231231231土地改良事業等
補助金（県営造成施設管理体制整備促進事業）、232232232232土地改良事業等補助金（農地災害復旧事業）、233233233233土地改良事業等補助金(農業用施設災
害復旧事業)、268268268268 はまおおつフェスタ事業、296296296296私立幼稚園等就園奨励費

108108108108大津赤十字志賀病院交通機関確保事業費、236236236236土地改良事業利子補給金、259259259259地区環境整備事業、326326326326 まちづくり健歩運動推進事業、356356356356終
末処理場地元調査研修等活動事業

61616161障害者施設整備資金借入償還金

補助率１／２超の特例を認める判断基準補助率１／２超の特例を認める判断基準補助率１／２超の特例を認める判断基準補助率１／２超の特例を認める判断基準 （平成2８年度決算時の状況）
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