
2017年度（平成29年度）補助金見直効果額 見直件数 見直効果額

17 件 △ 15,749 (千円)

自治協働課

わがまちづくり市民運
動推進会議活動補助金

わがまちづくり市民運動推進会議が実施する花と緑の
まちづくり推進事業及び市民運動推進事業等に対して
補助することにより、それぞれの地域性を活かした市
民の手による豊かで活力にあふれたまちづくりを促進
する。

5,582 5,582 5099 5099 △ 483 △ 483

事業実績により補助対
象経費が減少したた
め。

文化・青少年課

仰木太鼓保存育成補助
金

仰木太鼓保存会に対し、仰木太鼓の後継者育成や普及
啓発にかかる経費について補助する。

40 40 0 0 △ 40 △ 40

補助対象となる経費の
減少により、補助金の
申請が行われなかった
ため。

文化・青少年課

高松宮記念杯近江神宮
全国歌かるた大会事業
補助金

天智聖徳文教財団に対し、かるた大会事業に係る経費
について補助する。

0 0 0 0 0 △ 40

事業者が自主財源を確
保し市からの財政的支
援が不要となったた
め。

市民スポーツ・国
体推進課

大津市体育協会事務局
運営補助金

No.308から分割

大津市体育協会の事務を担う４名分の人件費を事務局
運営経費として補助する。
大津市スポーツ推進計画（H27～）の策定に合わせて
補助事業のあり方について検討を進める。

9,034 9,034 7,321 7,321 △ 1,713 △ 1,713

人件費の補助対象を３
人から２人に見直した
ため。

市民スポーツ・国
体推進課

大津市体育協会加盟競
技団体活動支援事業費
補助金

初心者でも一から教えてもらえる教室を開催すること
等で、競技人口の底辺拡大を目指すため、大津市体育
協会に所属している各競技団体にその経費の一部を体
育協会を通じて補助するもの。

871 871 447 447 △ 424 △ 424

補助金の適正化により
補助率を２分の１、上
限金額を500（千円）に
改めたため。

障害福祉課

社会的事業所等用地等
賃借料補助金

社会的事業所、障害者働き・暮らし応援センター、委
託相談支援事業所、障害者地域活動支援センター（Ⅰ
型又はⅡ型）又は障害福祉サービスを行う事業所等が
賃借している賃借料の一部を補助する。

39,870 39,870 36,948 36,948 △ 2,922 △ 2,922

150,000円/月を上限
（用地についてはさら
に固定資産評価額の5％
を上限）として補助。
Ｈ29年度より賃借料の
80%(賃借料200,000円/
月を上限)とする。

障害福祉課

障害者支援施設用地賃
借料補助金

障害福祉サービス事業所用地に係り発生している賃借
料への補助であり、「おおぎの里」及び「デイセン
ター楓」にかかる賃借料を補助する。

6,654 6,654 5,340 5,340 △ 1,314 △ 1,314

300,000円/月を上限と
して補助。
Ｈ29年度より賃借料の
80%(賃借料200,000円/
月を上限)とする。ただ
し補助期間10年に達し
た翌年度より適用。

幼児政策課

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

　民間保育所等の自動体外式除細動器（AED)設置に要
する経費の一部を補助する。

130 130 0 0 △ 130 △ 130

補助対象は購入の場合
であるが、平成29年度
対象園はリース機器で
設置したため対象外と
なった。

保険年金課

国民健康保険人間ドッ
ク利用助成事業

国民健康保険被保険者に対し、人間ドックの受診費に
ついて補助を行う。
特定健康診査の受診扱いであるため、当健診にかかる
負担金が国及び県から交付される。

38,344 28,407 38,820 26,286 △ 2,121 △ 2,121

補助上限額を日帰りは
18千円から17千円に、
一泊は27千円から26千
円に見直したため。

衛生課

大津市公衆浴場利用確
保事業補助金

滋賀県公衆浴場業生活衛生同業組合大津支部が実施す
る各種活性化事業（高齢者や児童・幼児を対象にした
無料入浴日、アロエ湯や柚子湯等の設定）に要する経
費の一部を補助する。
平成25年度から段階的に補助金を減額し、平成29年度
に対平成21年度比の50％以下（2,690千円→2,490千
円）とする。

2,880 2,880 2,490 2,490 △ 390 △ 390

平成29年度に対平成21
年度比の50％以下とな
るよう段階的に削減し
たため。

商工労働政策課

大津市商工会議所・商
工会活動基盤強化事業
費補助金

市内の商工会議所・商工会が実施する経営改善普及事
業等に要する経費について、補助を行う。
（H25)滋賀県の「小規模事業経営支援事業費補助金」
の補助対象事業に要する経費から、県補助金の額を差
し引いた残額の１００分の３０以内の額と、各商工会
議所等の毎年４月１日現在の会員数に５，０００円を
乗じた金額を補助する。
⇒補助金のしくみを変更
①小規模事業経営支援事業補助（件数×２，０００
円）
小規模事業者に対する経営指導・相談に要する経費を
補助する。
※上限額は指導員・支援員定数×地域係数×巡回目標
数３６０件×２，０００円
②小規模事業経営支援事業別補助
①以外の小規模事業経営支援事業及び事務経費の５
０％を補助する。
※大津市が認める事業に限る。
※会員数×３，０００円　を上限額とする。
※他の財源（国・県補助等）がある場合は、自己負担
の５０％を上限とする。
③事業費補助
補助金の交付目的を達成するために必要な事業（事業
費×５０％）
※大津市が認める事業に限る。
※単年度の交付限度額は１００万円、交付年限は補助
制度適正化基本方針の終期設定に準ずる。
※他の財源（国・県補助等）がある場合は、自己負担
の５０％を上限とする。

30,603 30,603 30,498 30,498 △ 105 △ 105

③事業費補助の交付金
額を予算上限額に応じ
て減額

農林水産課
営農指導強化対策事業
補助金

地域の営農指導を担う、レーク大津農業協同組合への
営農指導員に対する補助 4,248 4,248 0 0 △ 4,248 △ 4,248

廃止したため全額を効
果額に算定

公設地方卸売市場

大津市公設地方卸売市
場団体運営補助金

卸売市場の入場業者で組織する各団体の健全かつ円滑
な運営に補助を行うことにより、市場発展の促進に資
する。（運営費補助に特化） 4,402 4,402 4290 4290 △ 112 △ 112

補助金の適正化によ
り、団体の運営に対す
る補助を見直したた
め。

環
境
部

環境政策課

ヨシ保全事業補助金 ヨシ保全事業の実施に要する事業費に対し、補助す
る。

953 860 847 773 △ 87 △ 48

H28：13/24→H29：
12/24（1/2）

学校教育課

大津市英語検定料補助
金

大津市立中学校の生徒が英語検定を受験するのに要す
る検定料に対して補助する。

694 694 680 680 △ 14 △ 14

中学生英語力測定外部
試験（GTEC)導入によ
り、制度を見直したこ
とから受験者数が減っ
た。

学校教育課

大津市中学校運動部活
動競技力向上事業補助
金
H28年度をもって終了の
ため基準等作成不要
（科目変更）

大津市中学校体育連盟の競技力向上事業（強化練習
会・講習会）に対し、補助をする。

1,645 1,645 △ 1,645 △ 1,645

事業の性質上、補助金
ではなく負担金支出が
適正であると判断した
ため負担金支出に移行
した。
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