
■補助金交付額の推移（一般会計） 
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平成21年度 平成22年度 平成23年度

個人等補助金 1,564,776 1,521,286 1,517,714

団体補助金 1,370,668 1,380,486 1,309,832

投資事業補助金 309,793 1,024,095 1,090,419

定額給付金 3,588,004 － －

合計 6,833,241 3,925,867 3,917,965  
 
 
 
 
 
 
 

資料２２ 



 



■一般会計における補助金の交付内訳

▼団体補助金

款名称 項名称 事業名称 決算額（千円）
総務費 総務管理費 補助金　職員互助会 34,626
総務費 総務管理費 補助金　原水爆禁止運動 80
総務費 総務管理費 補助金　市民活動支援事業費 1,475
総務費 総務管理費 補助金　日本司法支援センター 120
総務費 総務管理費 補助金　交通安全運動事業費 2,448
総務費 総務管理費 補助金　防犯運動事業費 874
総務費 徴税費 補助金　府中市納税貯蓄組合連合会 108
総務費 文化振興費 補助金　文化団体活動事業費 288
総務費 文化振興費 補助金　自治会連合会 561
総務費 文化振興費 補助金　公会堂設置費等 12,837
総務費 文化振興費 補助金　文化振興財団 202,015
民生費 社会福祉費 補助金　社会福祉協議会 194,404
民生費 社会福祉費 補助金　福祉サービス第三者評価受審費 6,010
民生費 社会福祉費 補助金　地域福祉推進事業費 1,000
民生費 社会福祉費 補助金　障害者福祉団体事業費 1,037
民生費 社会福祉費 補助金　障害者認可施設運営事業費 106,807
民生費 社会福祉費 補助金　心身障害者小規模通所授産施設運営事業費 20,194
民生費 社会福祉費 補助金　精神障害者小規模通所授産施設運営事業費 41,905
民生費 社会福祉費 補助金　精神障害者共同作業所運営事業費 30,754
民生費 社会福祉費 補助金　心身障害者小規模作業所運営事業費 56,137
民生費 社会福祉費 補助金　　地域デイグループ運営事業費 22,761
民生費 社会福祉費 補助金　みずき障害福祉サービス運営事業費 20,603
民生費 社会福祉費 補助金　府中生活実習所短期入所事業費 7,222
民生費 社会福祉費 補助金　障害者自立生活支援事業費 3,610
民生費 社会福祉費 補助金　　日中活動系サービス推進費 15,207
民生費 児童福祉費 補助金　地域子育てひろば活動支援事業費 229
民生費 児童福祉費 補助金　青少年対策地区活動推進費 2,861
民生費 児童福祉費 補助金　ボーイ・ガールスカウト活動事業費 288
民生費 児童福祉費 補助金　子ども会活動事業費 585
民生費 児童福祉費 補助金　　認証保育所防災等強化事業 223
民生費 高齢者福祉費 補助金　老人クラブ 34,930
民生費 高齢者福祉費 補助金　老人クラブ連合会 2,160
民生費 高齢者福祉費 補助金　シルバー人材センター運営費 60,351
労働費 労働諸費 補助金　はつらつ高齢者就業機会創出支援事業費 19,660
労働費 労働諸費 補助金　メーデー 349
労働費 労働諸費 補助金　　勤労者福祉振興公社運営費 32,973
農林水産業費 農業費 補助金　灌漑用水対策事業費 2,527
農林水産業費 農業費 補助金　農業生産団体育成事業費 8,279
農林水産業費 農業費 補助金　農業担い手支援事業費 236
農林水産業費 農業費 補助金　都市農業経営パワーアップ事業費 5,500
商工費 商工費 補助金　商工業振興事業費 37,285
商工費 商工費 補助金　商店街イベント事業費 42,709
商工費 商工費 補助金　商店街活性化事業費 7,630
商工費 商工費 補助金　商店街共同施設電気料 19,658
商工費 商工費 補助金　製造業等活性化事業費 3,371
商工費 商工費 補助金　特産品等開発支援事業費 1,388
商工費 商工費 補助金　地域活性化事業費 4,200
商工費 商工費 補助金　観光事業費 19,732
商工費 商工費 補助金　例大祭観光事業費 2,620
商工費 商工費 補助金　公衆浴場設備改修費 762
土木費 道路橋りょう費 補助金　狭あい道路整備費 19,061
土木費 都市計画費 補助金　コミュニティバス運行事業費 94,770
消防費 消防費 補助金　消防団員厚生事業費 3,306
消防費 消防費 補助金　災害予防運動事業費 731
教育費 社会教育費 補助金　史談会活動事業費 83



款名称 項名称 事業名称 決算額（千円）
教育費 社会教育費 補助金　文化振興財団 91,479
教育費 社会体育費 補助金　体育団体活動事業費 2,975
教育費 社会体育費 補助金　スポーツ大会参加 887
教育費 社会体育費 補助金　ジュニアスポーツ活動事業費 2,951

1,309,832

▼個人等補助金

款名称 項名称 事業名称 決算額（千円）
議会費 議会費 補助金　市政調査研究費 14,616
総務費 総務管理費 補助金　幼児・児童用自転車ヘルメット購入費 1,706
総務費 総務管理費 補助金　幼児２人同乗用自転車購入費 600
総務費 総務管理費 補助金　自転車駐車場利用料助成事業費 1,300
総務費 総務管理費 補助金　防犯灯電気料 3,042
総務費 文化振興費 補助金　東京多摩地域民間シェルター連絡会 200
民生費 社会福祉費 補助金　施設運営激変緩和対策費 4,153
民生費 社会福祉費 補助金　通所サービス利用促進事業費 13,412
民生費 社会福祉費 補助金　事務処理安定化支援事業費 440
民生費 社会福祉費 補助金　市民保養施設利用助成事業費 42,530
民生費 社会福祉費 補助金　　精神障害者家族支援事業費 461
民生費 児童福祉費 補助金　保育室運営事業費 31,385
民生費 児童福祉費 補助金　認証保育所運営費 397,925
民生費 児童福祉費 補助金　認可外保育施設入所児童保護者 49,330
民生費 児童福祉費 補助金　延長保育事業費 71,667
民生費 児童福祉費 補助金　一時預かり・特定保育事業費 34,488
民生費 児童福祉費 補助金　病児保育事業費 15,422
民生費 児童福祉費 補助金　ひとり親家庭健康診査費 27
民生費 児童福祉費 補助金　先天性代謝異常健診採血料 7,398
民生費 児童福祉費 補助金　私立保育所非常通報装置整備費 284
民生費 児童福祉費 補助金　認証保育所非常通報装置整備費 832
民生費 児童福祉費 補助金　　市立保育所防災等強化事業 1,143
民生費 高齢者福祉費 補助金　高齢者住宅建築資金融資利子 1,002
民生費 高齢者福祉費 補助金　住宅改修支援助成事業費 398
民生費 高齢者福祉費 補助金　社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担軽減事業費 451
民生費 高齢者福祉費 補助金　敬老居室建築資金融資利子 1
民生費 高齢者福祉費 補助金　ことぶき入浴事業費 902
民生費 高齢者福祉費 補助金　高齢者等保養施設利用助成事業費 5,499
民生費 高齢者福祉費 補助金　介護職員処遇改善事業費 20,755
民生費 高齢者福祉費 補助金　高齢者福祉施設開設準備費 11,106
衛生費 保健衛生費 補助金　里帰り等妊婦健康診査費 13,236
衛生費 保健衛生費 補助金　ねこ去勢不妊手術費 2,507
衛生費 清掃費 補助金　ごみ減量化処理機器購入費 1,621
衛生費 清掃費 補助金　資源物回収用保管庫購入費 1,445
労働費 労働諸費 補助金　住宅建築資金融資利子 1,213
農林水産業費 農業費 補助金　生産緑地地区指定農地等振興事業費 8,199
農林水産業費 農業費 補助金　認定農業者等経営改善対策事業費 6,996
農林水産業費 農業費 補助金　地産地消推進事業費 2,342
商工費 商工費 補助金　中小企業事業資金融資利子 54,995
商工費 商工費 補助金　　中小企業退職金共済掛金 13,942
土木費 土木管理費 補助金　　特定緊急輸送道路沿道建築物耐震診断費 4,249
土木費 都市計画費 補助金　樹木保存事業費 6,583
土木費 住宅費 補助金　木造住宅耐震診断費 8,733
教育費 教育総務費 補助金　外国人学校児童・生徒保護者 354
教育費 中学校費 補助金　生徒会 10,625
教育費 中学校費 補助金　修学旅行費 17,628
教育費 学校給食費 補助金　学校給食用牛乳 25,406
教育費 学校給食費 補助金　学校給食用調味料 12,169
教育費 学校給食費 補助金　学校給食用牛乳 10,388
教育費 学校給食費 補助金　学校給食用調味料 5,904
教育費 幼稚園費 補助金　私立幼稚園入園料 13,670



款名称 項名称 事業名称 決算額（千円）
教育費 幼稚園費 補助金　私立幼稚園児保護者 325,019
教育費 幼稚園費 補助金　幼稚園類似施設幼児保護者 161
教育費 幼稚園費 補助金　公私立幼稚園就園奨励費 224,890
教育費 幼稚園費 補助金　幼児愛育費 1,567
教育費 幼稚園費 補助金　私立幼稚園登園許可証明費 461
教育費 幼稚園費 補助金　私立幼稚園職員研修費 8,236
教育費 幼稚園費 補助金　私立幼稚園共同研修費 600
教育費 幼稚園費 補助金　私立幼稚園園医 2,100

1,517,714

▼投資事業補助金

款名称 項名称 事業名称 決算額（千円）
総務費 総務管理費 補助金　防犯カメラ整備等事業費 3,140
民生費 社会福祉費 補助金　福祉のまちづくり環境整備費 999
民生費 社会福祉費 補助金　障害者グループホーム等防火設備整備費 1,491
民生費 社会福祉費 補助金　花の里知的障害者更生施設建設費（債務負担行為解消分） 1,800
民生費 社会福祉費 補助金　はあと・ふる・えりあ知的障害者通所授産施設建設費（債務負担行為解消分） 1,000
民生費 社会福祉費 補助金　あけぼの福祉会施設整備費 35,384
民生費 児童福祉費 補助金　認証保育所開設準備費 89,387
民生費 児童福祉費 補助金　私立保育所施設整備費 330,754
民生費 児童福祉費 補助金　私立保育所施設改修費 19,969
民生費 高齢者福祉費 補助金　高齢者自立支援住宅改修給付事業費 29,911
民生費 高齢者福祉費 補助金　たちばなの園白糸台特別養護老人ホーム建設費（債務負担行為解消分） 19,316
民生費 高齢者福祉費 補助金　鳳仙寮特別養護老人ホーム建設費（債務負担行為解消分） 12,353
民生費 高齢者福祉費 補助金　信愛泉苑特別養護老人ホーム大規模改修費 12,500
民生費 高齢者福祉費 補助金　信愛緑苑特別養護老人ホーム増築費（債務負担行為解消分） 24,436
民生費 高齢者福祉費 補助金　認知症高齢者グループホーム建設費 3,600
衛生費 保健衛生費 補助金　エコハウス設備設置助成事業費 17,108
土木費 都市計画費 補助金　コミュニティバス停留所等整備事業費 2,471
土木費 都市計画費 補助金　府中駅南口地区市街地再開発事業費 474,000
土木費 都市計画費 補助金　日新町四丁目土地区画整理事業費 6,300
土木費 住宅費 補助金　木造住宅耐震改修費 3,000
土木費 住宅費 補助金　木造住宅耐震診断後建替費 1,500

1,090,419



 



補助金要望書の提出 団体からの要望額を主管課に提出（前年度の９月末まで）

　

主管課から補助金審査委員会
へ審査の申請

主管課から府中市補助金審査委員会に要望額及び関係資料を提出
（前年度の１０月初旬）

補助金審査委員会での審査
補助金等審査委員会の第１部会を開催し、基本方針を策定、要望一覧
の確認（前年度の１０月下旬）

第２部会においてヒアリングを実施し、査定額の案を作成
（前年度の１１月初旬）

※ヒアリング内容としては、
①団体からの要望額をそのまま出しているか

②主管課で精査したうえで要望額を算出し直しているか

③予算編成方針や補助金等審査委員会の基本方針に基づく削減率に
従っているか

④従わない場合に明確な理由があるか

⑤補助団体数の増加・減少が補助額に反映されているか

⑥要綱の内容に問題がないか

⑦要綱に基づいて支出されているか

⑧人件費補助をしている団体については、役職者置基準に基づいて職
員を配置しているかなど

　

補助金審査委員会での審査結
果の決定

第２部会での査定額を第２部会委員長が第１部会に報告し、第１部会
での意見を反映して金額を修正をしたうえで、補助金等審査委員会と
しての査定額を正式に決定（前年度の１１月中旬）

　

審査結果について、理事者・所管部
長に報告

審査結果を庁議に報告（前年度の１１月下旬）

予算編成会議において、実施決定
となった補助金を予算案に反映

庁議での了承を受け、当初予算案に実施決定となった補助金を予算案に反映（前
年度の１２月下旬）

理事者査定において、予算化の決
定

審査結果を受け翌年度当初予算案に計上（前年度の１月上旬）

※１部会…副市長、部長職が構
成員

※２部会…各部の調整担当課
長、議会事務局所属課長、政策
課長、財政課長が構成員

補助金審査委員会審査対象の補助金の予算化の流れ


