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第７回清瀬市補助金適正化検討委員会会議録（要旨） 

 

会 議 名：平成２９年度 第７回 清瀬市補助金適正化検討委員会 

 

事 務 局：企画部財政課財政係 

 

開催場所：男女共同参画センター４階 会議室１ 

日 時：平成２９年１２月１日（金曜日） 

午後６時３０分～午後８時００分 

 

出 席 者：委員９名（星野委員長、菅原副委員長、新田委員、大津委員、 

小柳津委員、北原委員、早坂委員、林委員、村野委員） 

 

その他４名（企画部長、財政課長、財政課財政係長、他１名） 

欠 席 者：１名（原田委員） 

傍聴者数：１名 

 

会議次第 

１．開会 

２．第６回議事録（要旨）の確認 

３．議題 

 （１）補助金適正化の検討について 

 （２）答申（案）の検討について 

 （３）その他 

４．閉会 
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審議経過 

１．開会 

  委員長より開会の挨拶 

 

２．第６回議事録（要旨）確認 

  委員長が各委員に対して確認し、各委員が了承。 

   

３．議題 

 （１）補助金適正化の検討について 

  前回及び前々回で、全ての補助金について検討・評価を行ったが、 

あらためて全ての補助金を確認し、最終的な評価を以下のとおり決定した。 

 

番号 補助金名 評価 

1 きよせ市民まつり実行委員会補助金 見直し 

2 ピース・エンジェルズ実行委員会補助金 現状維持 

3 平和祈念展等実行委員会補助金 見直し 

4 国際ふれあい交流補助金 現状維持 

5 清瀬市と立科町との住民交流事業補助金 現状維持 

6 緊急一時保護施設運営助成金 現状維持 

7 清瀬市職員自己啓発研修助成金 現状維持 

8 清瀬市職員共済会補助金 見直し 

9 防犯協会補助金 削減 

10 震災対策井戸維持管理費助成金 現状維持 

11 清瀬市自主防災組織補助金 現状維持 

12 保養施設利用助成（国民健康保険事業特別会計） 削減 

13 人間ドッグ受診料助成（国民健康保険事業特別会計） 現状維持 

14 人間ドッグ受診料助成（後期高齢者医療特別会計） 現状維持 

15 保養施設利用助成（後期高齢者医療特別会計） 削減 

16 葬祭費補助（後期高齢者医療特別会計） 現状維持 

17 きよせ産野菜出荷容器補助金 現状維持 

18 清瀬市地域農業者支援事業補助金 現状維持 

19 都市農業活性化支援事業補助金 現状維持 

20 農業従事者雇用促進事業補助金 現状維持 

21 ひまわり推進助成金 見直し 

22 生分解性マルチ購入助成金 見直し 

23 商工会助成 見直し 

24 商工協同組合助成 見直し 

25 浴場組合助成 見直し 
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番号 補助金名 評価 

26 新・元気を出せ商店街事業補助金 現状維持 

27 ニンニンスタンプ事業 見直し 

28 小口事業資金利子補給 現状維持 

29 保証協会保証料補助金 現状維持 

30 消費者団体連絡会補助金 現状維持 

31 社会福祉協議会運営費補助金 現状維持 

32 地域福祉推進事業補助金（移送サービス事業） 現状維持 

33 福祉サービス第三者評価受審支援補助金 現状維持 

34 福祉サービス総合支援事業補助金 現状維持 

35 成年後見活用あんしん生活創造補助金 現状維持 

36 身体障害者福祉協会補助金 現状維持 

37 施設運営補助金 現状維持 

38 通所サービス利用促進事業補助金 現状維持 

39 日中活動系サービス推進事業補助金 現状維持 

40 グループホーム用地借上費補助金 現状維持 

41 施設建物家賃助成 現状維持 

42 清瀬市児童発達支援センターサービス推進事業補助金 現状維持 

43 清瀬市遺族会補助金 廃止 

44 ケアセンター悠々の会補助金 現状維持 

45 老人クラブ連合会 見直し 

46 老人クラブ助成 削減 

47 配食・ミニデイサービス等補助金 見直し 

48 シルバー人材センター運営費補助金 現状維持 

49 地区医師会補助金 現状維持 

50 特定不妊治療費助成金・不育症治療費助成金 現状維持 

51 里帰り出産等妊婦健康診査費補助金 現状維持 

52 幼稚園就園奨励費 現状維持 

53 私立幼稚園園児保護者負担軽減事業費補助金 現状維持 

54 私立幼稚園教員研修費補助金 見直し 

55 私立幼稚園園児障害児教育補助金 現状維持 

56 子ども・子育て支援教育・保育給付費 現状維持 

57 一時預かり事業補助金 現状維持 

58 認定こども園運営費等補助金 現状維持 

59 私立保育園等運営費 現状維持 

60 
小規模保育支援事業補助金 

保育対策総合支援事業費補助金 
現状維持 
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番号 補助金名 評価 

61 認可外保育所運営費等助成 現状維持 

62 病児保育室運営助成 見直し 

63 福祉サービス第三者評価受審支援補助金 現状維持 

64 認証保育所運営費等助成 現状維持 

65 青少協地区委員会運営費等補助金 見直し 

66 児童館まつり補助金 見直し 

67 清瀬市緊急一時預かり事業補助金 現状維持 

68 清瀬市子育てキラリクーポン券事業補助金 増額 

69 
清瀬市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助

成（耐震診断） 
現状維持 

70 
清瀬市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助

成（補強設計） 
現状維持 

71 
清瀬市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助

成（耐震改修） 
現状維持 

72 清瀬市木造住宅耐震診断助成 現状維持 

73 清瀬市木造住宅耐震改修等助成 現状維持 

74 清瀬市木造住宅耐震改修等助成（耐震シェルター） 廃止 

75 清瀬市子育て世帯近居支援事業 現状維持 

76 交通安全協会補助金 現状維持 

77 清瀬市コミュニティバス運行事業費補助金 見直し 

78 街路灯電気料等補助金 現状維持 

79 清瀬市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術助成金 現状維持 

80 清瀬市太陽光発電システム等設置補助金 見直し 

81 保存樹木助成 現状維持 

82 緑地環境保全区域助成 現状維持 

83 生け垣助成 廃止 

84 清瀬市水洗便所改造資金助成 廃止 

85 清瀬市雨水浸透施設設置助成 削減 

86 生ごみ減量化処理機器購入費助成金 削減 

87 アドプトシステム助成金 現状維持 

88 し尿浄化槽清掃料金軽減 廃止 

89 修学旅行補助金（小学校費） 現状維持 

90 演劇鑑賞補助金（小学校費） 現状維持 

91 移動教室補助金（小学校費） 現状維持 

92 給食検食費補助金（小学校費） 現状維持 

93 修学旅行補助金（中学校費） 現状維持 
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番号 補助金名 評価 

94 移動教室補助金（中学校費） 現状維持 

95 給食検食費補助金（中学校費） 現状維持 

96 特別支援学級校外宿泊訓練補助金（小学校） 現状維持 

97 特別支援学級校外宿泊訓練補助金（中学校） 現状維持 

98 石田波郷俳句大会助成 現状維持 

99 文化協会補助金 現状維持 

100 体育協会補助金 見直し 

101 清瀬市スポーツマスターズ大会補助金 見直し 

102 都民体育大会参加補助金 見直し 

103 市町村総合体育大会参加補助金 見直し 

104 市民マラソン大会参加補助金 見直し 

105 郷土芸能育成補助金 現状維持 

106 市政調査研究費補助金 見直し 

107 施設整備補助金（債務負担行為） 現状維持 

108 特別養護老人ホーム整備費（債務負担行為） 現状維持 

109 軽費老人ホーム施設整備費（債務負担行為） 現状維持 

110 
高齢者在宅サービスセンター（信愛デイケアセンター）

建設費（債務負担行為） 
現状維持 

111 防犯カメラ設置補助 現状維持 

112 
スプリンクラー整備支援事業補助金 

（H29年度のみ実施） 
現状維持 

113 
賃貸物件による保育所整備事業補助金 

待機児童解消区市町村支援事業補助金 
現状維持 

114 保育従事職員宿舎借り上げ支援事業 現状維持 

115 認可外保育施設保育料負担軽減助成事業 現状維持 

116 認証保育所保育料負担軽減助成事業 現状維持 

117 使用済注射針回収事業 現状維持 

 

（２）答申（案）の検討について 

事前に事務局より送付した答申（案）について、概要を説明し、委員会 

で検討及び意見交換を行った。なお、検討結果を反映させた答申（案） 

を次回の委員会であらためて確認し、審議することとした。 

 

（３）その他 

    次回の日程を確認した。 

 

４．閉会 


