
書面審査対象補助金一覧

① ② ③ ④

補助率 交付団体の限定 事務局 その他課題

14 交野市交通安全対策事業補助金 危機管理室 枚方交野交通安全協会 560 1/2超 限定 団体 あり

15 交野市自主防災組織防災資機材整備助成金 危機管理室 自主防災組織 1,687 1/2以下 非限定 団体 なし

16 交野市地区防災マップ作成補助金 危機管理室 市内各地区 0
対象を市内全地区にし
ているため、不明

非限定 団体 なし

17 交野市防犯カメラ設置補助金 危機管理室 市内各地区 0 1/2超 非限定 団体 なし

18 交野市まちづくり市民提案型事業補助金 総務部　地域振興課 市民活動団体等 400 1/2以下 非限定 団体 なし

19 七夕のふるさと振興事業補助金 総務部　地域振興課
・天の川七夕まつり実行委員会
・かたのにぎわいフェスタ実行委員会

5,500 1/2超 限定 団体 あり

20 地域施設等整備補助金 総務部　地域振興課 市内各地区 4,483
1/2超

（一部事業）
非限定 団体 なし

21 地域施設等整備補助金（耐震診断事業） 総務部　地域振興課 市内各地区 0 1/2以下 非限定 団体 なし

22 自治振興補助金 総務部　地域振興課 市内各地区 14,067 1/2以下 非限定 団体 あり

23 （一社）交野市医師会補助金 健やか部　健康増進課 （一社）交野市医師会 451 1/2以下 限定 団体 なし

24 （一社）交野市歯科医師会補助金 健やか部　健康増進課 （一社）交野市歯科医師会 336 1/2以下 限定 団体 なし

25 北河内薬剤師会交野班補助金 健やか部　健康増進課 北河内薬剤師会交野班 44 1/2以下 限定 団体 なし

26 母子寡婦福祉会補助金 健やか部　子育て支援課 母子寡婦福祉会 90 1/2以下 限定 団体 なし

27 交野市献血推進協議会補助金 福祉部　福祉総務課 交野市献血推進協議会 50 1/2以下 限定 所管部署 あり

28 枚方・交野地区更生保護女性会補助金 福祉部　福祉総務課 枚方・交野地区更生保護女性会 10 1/2以下 限定 団体 あり

NO. 補助金名 所管部署 補助交付先
 平成３０年度
 決算額（千円）



① ② ③ ④

補助率 交付団体の限定 事務局 その他課題
NO. 補助金名 所管部署 補助交付先

 平成３０年度
 決算額（千円）

29 枚方・交野地区保護司会補助金 福祉部　福祉総務課 枚方・交野地区保護司会 100 1/2以下 限定 所管部署 あり

30 避難行動要支援者名簿の更新に係る補助金 福祉部　福祉総務課 地区 30
対象を市内全地区にし
ているため、不明

限定 団体 なし

31 交野市民生員児童委員協議会補助金 福祉部　福祉総務課 交野市民生員児童委員協議会 2,000 1/2以下 限定 所管部署 なし

32 交野市シルバー人材センター事業補助金 福祉部　高齢介護課 （公社）交野市シルバー人材センター 15,427 1/2以下 限定 団体 なし

33 交野市山地対策協議会補助金 環境部　環境衛生課 交野市山地対策協議会 100 1/2以下 限定 所管部署 あり

34 交野市有害鳥獣被害防止対策協議会補助金 環境部　環境衛生課 交野市有害鳥獣被害防止対策協議会 20 1/2超 限定 所管部署 あり

35 農業振興事業補助金 都市整備部　農政課
・地区
・財産区
・農業団体

15,391 1/2以下 非限定 団体 なし

36 交野市教育研究会補助金 学校教育部　指導課 交野市教育研究会 180 1/2超 限定 団体 なし

37 交野市支援教育研究会補助金 学校教育部　指導課 交野市支援教育研究会 45 1/2超 限定 団体 なし

38 交野市小中学校生活指導研究協議会補助金 学校教育部　指導課 野市小中学校生活指導研究協議会 20 1/2超 限定 団体 なし

39 交野市人権教育研究協議会補助金 学校教育部　指導課 交野市人権教育研究協議会 413 1/2超 限定 団体 なし

40 中学校部活動派遣補助金 学校教育部　指導課 中学校長 100 1/2超 限定 － なし

41 交野市小中学校校長会・教頭会補助金 学校教育部　指導課 交野市小中学校校長会・教頭会 180 1/2超 限定 団体 なし

42 文化祭活動補助金 生涯学習推進部　社会教育課 交野市文化連盟 330 1/2以下 限定 所管部署 あり

43 委員会活動補助金（PTA) 生涯学習推進部　社会教育課 交野市ＰＴＡ協議会 185 1/2以下 限定 所管部署 あり

44 交野市消防団事業補助金 消防本部　消防総務課 交野市消防団（各地区） 455 1/2超 非限定 所管部署 あり

45 議員厚生会補助金 議会事務局 議員厚生会 180 1/2超 限定 所管部署 なし



①補助率が補助対象経費総額の1/2を超えるもの　【書面審査対象分】

NO. 補助金名称 所管部署 補助交付先
平成３０年度

決算額（千円）
意見内容

19 七夕のふるさと振興事業補助金 総務部　地域振興課
・天の川七夕まつり実行委員会
・かたのにぎわいフェスタ実行委員会

5,500

14 交野市交通安全対策事業補助金 枚方交野交通安全協会 560

17 交野市防犯カメラ設置補助金 市内各地区 0

34 交野市有害鳥獣被害防止対策協議会補助金 環境部　環境衛生課 交野市有害鳥獣被害防止対策協議会 20

36 交野市教育研究会補助金 交野市教育研究会 180

37 交野市支援教育研究会補助金 交野市支援教育研究会 45

38 交野市小中学校生活指導研究協議会補助金 野市小中学校生活指導研究協議会 20

39 交野市人権教育研究協議会補助金 交野市人権教育研究協議会 413

40 中学校部活動派遣補助金 中学校長 100

41 交野市小中学校校長会・教頭会補助金 交野市小中学校校長会・教頭会 180

44 交野市消防団事業補助金 消防本部　消防総務課 交野市消防団（各地区） 455

45 議員厚生会補助金 議会事務局 議員厚生会 180

補助率が補助対象経費総額の1/2を超えているため、市の政策・施策との
整合性や、市が担うべき役割の補完性に鑑みて、改めて合理的な理由を整
理してください。
また、今後においても事業展開に応じて適正な運用を図れるよう定期的な
見直しを行って下さい。

学校教育部　指導課

危機管理室



②補助金の交付先が限定されているもの　【書面審査対象分】

NO. 補助金名称 所管部署 補助交付先
平成３０年度

決算額（千円）
意見内容

14 交野市交通安全対策事業補助金 危機管理室 枚方交野交通安全協会 560

19 七夕のふるさと振興事業補助金 総務部　地域振興課
・天の川七夕まつり実行委員会
・かたのにぎわいフェスタ実行委員会

5,500

23 （一社）交野市医師会補助金 （一社）交野市医師会 451

24 （一社）交野市歯科医師会補助金 （一社）交野市歯科医師会 336

25 北河内薬剤師会交野班補助金 北河内薬剤師会交野班 44

26 母子寡婦福祉会補助金 健やか部　子育て支援課 母子寡婦福祉会 90

27 交野市献血推進協議会補助金 交野市献血推進協議会 50

28 枚方・交野地区更生保護女性会補助金 枚方・交野地区更生保護女性会 10

29 枚方・交野地区保護司会補助金 枚方・交野地区保護司会 100

30 避難行動要支援者名簿の更新に係る補助金 地区 30

31 交野市民生員児童委員協議会補助金 交野市民生員児童委員協議会 2,000

補助金名や補助金交付要綱上に特定の団体の名称が掲げられるなど、交付
が常態化しているケースが見受けられます。
事業や補助制度の目的・性質を踏まえ、公平性や既得権化の観点から説明
責任を果たせるよう、引き続き整理・検証を行って下さい。

健やか部　健康増進課

福祉部　福祉総務課



NO. 補助金名称 所管部署 補助交付先
平成３０年度

決算額（千円）
意見内容

32 交野市シルバー人材センター事業補助金 福祉部　高齢介護課 （公社）交野市シルバー人材センター 15,427

33 交野市山地対策協議会補助金 交野市山地対策協議会 100

34 交野市有害鳥獣被害防止対策協議会補助金 交野市有害鳥獣被害防止対策協議会 20

36 交野市教育研究会補助金 交野市教育研究会 180

37 交野市支援教育研究会補助金 交野市支援教育研究会 45

38 交野市小中学校生活指導研究協議会補助金 野市小中学校生活指導研究協議会 20

39 交野市人権教育研究協議会補助金 交野市人権教育研究協議会 413

40 中学校部活動派遣補助金 中学校長 100

41 交野市小中学校校長会・教頭会補助金 交野市小中学校校長会・教頭会 180

42 文化祭活動補助金 交野市文化連盟 330

43 委員会活動補助金（PTA) 交野市ＰＴＡ協議会 185

45 議員厚生会補助金 議会事務局 議員厚生会 180

補助金名や補助金交付要綱上に特定の団体の名称が掲げられるなど、交付
が常態化しているケースが見受けられます。
事業や補助制度の目的・性質を踏まえ、公平性や既得権化の観点から説明
責任を果たせるよう、引き続き整理・検証を行って下さい。

環境部　環境衛生課

学校教育部　指導課

生涯学習推進部　社会教育課



③補助団体の事務局を市が担っているもの　【書面審査対象分】

NO. 補助金名称 所管部署 補助交付先
平成３０年度

決算額（千円）
意見内容

27 交野市献血推進協議会補助金 交野市献血推進協議会 50

29 枚方・交野地区保護司会補助金 枚方・交野地区保護司会 100

31 交野市民生員児童委員協議会補助金 交野市民生員児童委員協議会 2,000

34 交野市有害鳥獣被害防止対策協議会補助金 環境部　環境衛生課 交野市有害鳥獣被害防止対策協議会 20

42 文化祭活動補助金 交野市文化連盟 330

43 委員会活動補助金（PTA) 交野市ＰＴＡ協議会 185

33 交野市山地対策協議会補助金 環境部　環境衛生課 交野市山地対策協議会 100

44 交野市消防団事業補助金 消防本部　消防総務課 交野市消防団（各地区） 455

45 議員厚生会補助金 議会事務局 議員厚生会 180

福祉部　福祉総務課

生涯学習推進部　社会教育課

補助事業の性質上、市が事務局を担う必要性があると認められますが、過
度な行政資源の提供とならないよう、事業における事務局の業務範囲につ
いて改めて整理してください。

市が事務局を担う必要性や、団体の自主性を阻害しないような実施体制に
ついて改めて整理を行うとともに、補助事業における市と団体の役割分担
を明確にして下さい。



④その他課題と考えられるもの　【書面審査対象分】

NO. 補助金名称 所管部署 補助交付先
平成３０年度

決算額（千円）
意見内容

14 交野市交通安全対策事業補助金 危機管理室 枚方交野交通安全協会 560

33 交野市山地対策協議会補助金 交野市山地対策協議会 100

34 交野市有害鳥獣被害防止対策協議会補助金 交野市有害鳥獣被害防止対策協議会 20

44 交野市消防団事業補助金 消防本部　消防総務課 交野市消防団（各地区） 455

22 自治振興補助金 市内各地区 14067

19 七夕のふるさと振興事業補助金
・天の川七夕まつり実行委員会
・かたのにぎわいフェスタ実行委員会

5500

42 文化祭活動補助金 交野市文化連盟 330

43 委員会活動補助金（PTA) 交野市ＰＴＡ協議会 185

27 交野市献血推進協議会補助金 交野市献血推進協議会 50

29 枚方・交野地区保護司会補助金 枚方・交野地区保護司会 100

28 枚方・交野地区更生保護女性会補助金 枚方・交野地区更生保護女性会 10

・補助金交付要綱上に特定の団体に対する交付上限額が具体的に定められている
ことから、固定化や既得権化に繋がる恐れがあります。
事業費補助としての目的や内容について改めて整理・検証して下さい。

・補助金交付要綱上に補助対象経費が規定されていません。補助金の使途を明確
にするため、規定に向けて検討を行って下さい。

補助金交付要綱上に特定の団体に対する交付上限額が具体的に定められているこ
とから、固定化や既得権化に繋がる恐れがあります。
事業費補助としての目的や内容について改めて整理・検証して下さい。

環境部　環境衛生課

生涯学習推進部　社会教育課

福祉部　福祉総務課

総務部　地域振興課

補助金交付要綱上に補助対象経費が規定されていません。補助金の使途を明確に
するため、規定に向けて検討を行って下さい。


