
整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 廃止の概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

1 秘書課
姉妹都市・友好都市
交流事業

宿泊助成事業
市民海の家（氷見市）、市民休暇村（白川村）の利用
者に宿泊助成をする（大人１，０００円、小人８００
円）。

現在の宿泊助成制度については、国内友好都市の
PRや交流促進という目的があるものの、既に白川村
とは２２年、氷見市とは８年が経過していること、ま
た、この助成は個人の宿泊費の一部を市費で負担
するという制度であること等の状況から、この制度は
既に使命を終えていないか、個人に助成をしてまで
実施すべき事業であるか等について十分検討を重
ねた上で廃止を検討する。

21 670

2 市民協働推進事業
民間活力導入マ
ニュアルの策定

公共サービスの提供において、民間事業者の参入
が限定的な範囲に終わることなく、民間事業者のノウ
ハウが生かされ、利用者本位、市民本位の公共サー
ビスの提供が実現されるよう、全庁的なマニュアルを
策定し、運用を図る。

民間活力の導入に向けた基本的なマニュアルを策
定し、各課配布し当該事業を終了する。

20

3
バードフェスティバ
ル事業

ジャパンバードフェ
スティバル

ジャパンバードフェスティバル（千葉県我孫子市）に
参加し、ビジュアルＣＩ（かわせみ、若草色などの市の
鳥、色など）の啓発を行う。

ジャパンバードフェスティバルに参加は取りやめる。 20 215

4 税務課
固定資産税賦課事
業

固定資産税の賦課
（前納奨励金交付制
度）

税収の早期確保と納税意識の向上のため前納奨励
金を交付する。

　資力のある方のみ納付できる制度である。市県民
税では給料天引きされるサラーりーマンには適用さ
れないなど、同一税目でも取り扱いが異なり不公平
である。この制度は戦後の混乱した社会情勢と不安
定な経済状況を背景に、税収の早期確保と納税意
識の向上を目的に創設されたもので、現状況では解
消されている。

21 16,979

４-３　廃止事業・補助金一覧（点検の結果、廃止すべきと判断した事業・補助金）

企画政策課
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整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 廃止の概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

5 交通防災課 防犯事業
自治会防犯灯の電
気料金補助

交付対象となる自治会等が管理する防犯灯は、中
部電力株式会社と公衆街路灯に関する契約を締結
しているもので、補助金の額は、毎年１２月３１日に
おける防犯灯の契約区分ごとの防犯灯の数に、当
該防犯灯の区分に応じた額を乗じて得た額の合計
額として年１回交付する。

防犯灯の設置及び管理については、市が設置し市
がその電気料を支払っているものと、自治会が市の
補助（１基１０千円）を受け設置し、電気料も市の補
助を受けて支払っているものとの二通りある。これに
より、市が直接管理するもの、市が電気料補助する
もの、その両方が今後も増え続けることから、それに
伴う経費の増大が見込まれる。このため、設置費及
び電気料に対する補助を廃止し、これに替わり、要
望により市が設置する防犯灯の数を増やすこととす
る。また、要望により設置したものの電気料も自治会
等で負担してもらう。なお、自治会で対応できない箇
所（自治会間を繋ぐ道路、山中の通学路など）につ
いては、従来どおり、市が設置及び管理（電気料の
負担を含む。）するものとする。
（自治会負担の電気料補助金の廃止及び設置補助
金の廃止をH21年度から自治連等を通し説明を行い
H22年度から両補助金廃止の方向で進める。）

21

6 交通防災課 防犯事業
自治会等防犯灯の
設置補助

自治会等が新設する防犯灯に対して、１灯につき１
０，０００円を助成する。

同上 21

7 福祉政策課
障がい者地域生活
支援事業

コミュニケーション支
援
（友愛ファックス）

聴覚障がい者の人たちに、外出先から自宅などへの
緊急時の連絡手段として使用するファックスを本庁
総合案内所横と総合福祉会館１階に設置している。
友愛ファックスの１回の使用料は１００円で、９０秒間
使用可能。

携帯電話による通信が主流となり、ファックスの利用
回数が減少し、平成１９年１１月末現在、本庁、総合
福祉会館での利用回数は１４回となった。このような
状況から、平成２０年度に撤去し、機器をリース元に
返却する。

20 78

8 高齢福祉課
介護サービス事業
者支援事業

介護サービス事業
者への支援
（関デイ介護セン
ター事業補助金）

要介護者、要支援者に対するケアマネジメントを行う
居宅介護支援事業者に補助金を交付する。

市内の他の居宅介護支援事業所には補助金を交付
しておらず、関デイ介護センターのみに交付すること
については、廃止の方向で検討したほうがよいと思
われる。平成２１年度から廃止することは困難と思わ
れるので、数年間にわたり逓減し、最終的に廃止す
るよう進める。

未定 2,706

9 市民健康課
健康増進計画運用
事業

基本健康診査

生活習慣病等の予防と早期発見・早期治療により、
健康の保持増進を図る。
対象者：４０歳以上　　見込み人数１５，６３０人
実施方法：個別健診（通年）・集団健診（２４回）

老人保健法に基づき実施していた基本健康診査
は、健診制度の改正により平成19年度で終了する。
平成20年度以降は医療保険者による特定健診・特
定保健指導へ移行していく。

20 164,583
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整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 廃止の概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

10
母子保健相談の実
施（母子栄養食品の
支給）

低所得者である妊婦と産後3か月までの産婦に対
し、1日1本の牛乳を支給する。

事業開始当初と比較して、生活状況や社会情勢が
大きく変化し、妊婦および産婦の栄養状況も良好な
時代となってきている。牛乳の支給が栄養状態をよく
する一つの方法であると考える時代は過ぎた。平成2
０年度をもって廃止する。

21 105

11

母子保健相談の実
施
（関市母子保健推進
員連絡協議会補助
金）

下記事業を対象に補助金を交付する。
・５～６か月児家庭訪問（160件）　・乳幼児健康相談
託児（8回）
・乳児健診にて推進員活動紹介と託児（20回）　・7か
月児離乳食相談にて離乳食づくり（28回）
・1歳6か月児相談において事故予防教育（20回）　・
3歳児健診の介助と事故予防教育（20回）
・講演会、教室、サロン等での託児育児相談（20回）
・研修会(4回）

開始した頃は、子育て支援を行う団体も全くない時
代であり、保健行政と地域の親子をつなぐパイプ役
として発足し、子育て中の育児不安の軽減、孤独化
防止に努めてきた。近年は、多々ある子育て支援団
体が多方面で活躍するようになり、当協議会の役割
を担うようになってきている。長年努めてきた協議会
の活動目的は十分に達することができたと考え、平
成１９年度をもって団体の存続を廃止する。

20 48

12

プレス木工安全装
置補助、集排塵装
置設置補助
（プレス木工安全装
置設置事業補助金）

労働者の労働災害防止と、安全な職場環境の確保
のため、プレス木工安全装置設置事業者を対象に
補助金を交付する。

最近では申請が無く、２１年度から設置補助金を廃
止する。

21 20

13

各種組合等への補
助
（関市既製服縫製協
同組合）

組合員の経営技術の改善、向上、知識の普及を図
るための事業を行う関市既製服縫製協同組合に対
して補助金を交付する。

昭和５０年から、組合の育成と縫製業の振興を図る
ため、補助金を交付しているが、組合の成熟と小額
の補助のため、今後の事業補助金を廃止する。

21 100

14 刃物産業振興事業

産地ブランド・地域
ブランドの普及促進
（ラッピングバス広
告）

高速路線バスの車体にラッピング広告を掲載し「刃
物と鵜飼のまち関」をＰＲし、産地のイメージアップを
図る。（大阪線及び京都線：１日１往復　　名古屋線：
１日１～３往復）

ラッピングバスによる産地のイメージアップ効果は乏
しいため、２０年度から運行台数を縮小し、２１年度か
ら全て廃止する。なお、今後のPR方法は、ポスター、
パンフレットによる商業観光課の業務と一体化して
行う。

21 4,284

15 企業誘致事業
関テクノハイランド連
絡協議会の支援

関テクノハイランドに立地した企業相互の協働を促
進し、企業の発展、業績向上及び地元企業との交流
促進を図るため補助金を交付するとともに、事務局と
して関与する。（関テクノハイランド連絡協議会　１２
企業）

事務局としての事務は２２年から廃止 24

工業振興課

保健検診指導事業市民健康課

商業観光課 勤労者福祉事業
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整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 廃止の概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

16 工業振興課 企業誘致事業
関テクノハイランド連
絡協議会一般補助
金

関テクノハイランドに立地した企業相互の協働を促
進し、企業の発展、業績向上及び地元企業との交流
促進を図るため、関テクノハイランド連絡協議会に補
助金を交付する。

21年度から補助金額を徐々に縮小し、23年度までで
廃止する。

24 298

17

乳用牛群能力改善
事業
（乳用牛群能力改善
事業補助金）

優良育成牛を導入した場合、一農家あたり二万円／
頭を３頭まで、自家育成牛の場合は、一農家あたり
一万円／頭を３頭までを助成する。

乳価の低迷と飼料価格の高騰により、酪農経営は大
変苦しい状況にあり、導入や乳質の改善による牛群
の改善事業とその助成は当面の間、必要であるが、
農家の自己責任において実施されるよう移行する。

25 280

18
肉豚出荷奨励事業
（肉豚出荷奨励事業
補助金）

市内農家が、関市食肉センターへ出荷した肉豚１頭
に対し１４０円を助成する。

１９年度から、使用料が２００円値上げしたため、当事
業による助成は経過措置としての意味はある。市内
農家の利用率を高めるためにも有効であると思われ
るが、センターの状況等（処理能力が限界になって
いる）も考慮し、廃止する。

22 369

19
ISO認証取得普及
事業

省資源・省エネル
ギーの情報提供お
よび民間への普及

市内企業及び市民に対し、省資源・省エネルギーの
知識の普及を行う。

環境情報はインターネットの普及により、全世界から
簡単に取得できる時代となったため、当業務の役割
は終了した。また、利用者が無く、廃止の影響はな
い。

31

20
環境美化推進地区
の指定

地域の環境美化のため、環境美化推進地区を指定
し、清掃委託する。

環境美化推進地区の指定が困難（住民に新たな負
担を強いることとなる。）また、現行の制度（ボランティ
ア活動への支援）で十分対応できる。また、地域清
掃活動への手厚い支援を行っているため、当事業
の必要性がなくなっている。

20

21
ブルーリバー作戦の
促進

下水道未接続（合併浄化槽未設置）の市民に対し、
水切りネットを販売する。

下水道及び合併浄化槽の普及により、生活排水に
よる河川の汚染は改善されている。また、ホームセン
ター等で安価にて供給されているため、水切りネット
の販売中止の影響はない。

21 31

畜産一般経費

生活環境課

市民協働環境美化
活動支援事業

農務課
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整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 廃止の概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

22
一般廃棄物抑制事
業

集団資源回収の支
援
（資源ごみ集団回収
事業奨励金）

古紙リサイクルの促進のため，市内小中学校３０校
のPTA、幼稚園、保育園、子供会及び自治会に奨
励金を交付する。

開始当初は古紙の逆有償であり、ごみの減量化及
び啓発を目的に当制度が機能していたが、現在で
は古紙の価格が高騰し、また、市による回収も行わ
れているため、補助をする妥当性がなくなってきた。
なお、当事業については、教育委員会がPTA補助
金として補完する。

20 3,900

23 公害防止事業
市民参加による水質
調査の実施

市民の行う水質調査結果等について助言することに
より、市民の河川の状況への理解を深める。

要望がないため、廃止の影響はない。要望があれば
環境ネットせきに依頼する。

21

24
斎場・火葬場運営事
業

上之保火葬場の運
営

上之保地区の需要に応え、適正に火葬が行われる
ようにする。

上之保火葬場は老朽化が進み、更新の必要に迫ら
れているが、利用件数が年間３０件と少なく、総合斎
苑わかくさの利用の利便性を高めることにより、廃止
が可能となる。

27 1,264

25
上之保残土処分場
の維持

上之保地域を中心として発生した建設残土を適正
処理する。
総埋立計画量＝２００，０００ 
現在の埋立量＝１９０，０００ 

平成２１年度中には、当処分場は、満杯となり処分場
としての役割は終了することから今後は跡地をどう利
用するかが課題となってくる。

22 500

26
池尻残土処分場事
業の建設、維持

市内の公共事業に伴う建設残土を適正処理するた
め残土処分を運営する。
関市池尻字坂田西洞1619-１ほか９８筆
総面積＝１８６，９７９㎡

自前の残土処分場を廃止する前提には、建設工事
設計時に残土処分費を計上する必要があることから
設計基準の見直しが必要である。また、予定地であ
る土地は、取得済であるため、今後の利用検討が必
要である。

20

27
緑化・花づくり事業
（景観形成助成金
（生垣））

関市うるおいのあるまちづくり要綱に規定する生垣を
施行する者からの申請により事業費の２分の１（限度
額３万円）を補助する。

平成２３年度を目処に景観条例の制定を目指してい
る。この条例制定と同時にうるおいのあるまちづくり
要綱を廃止する。

24 150

28
緑化・花づくり
（景観形成助成金
（市民団体））

地域の道路沿いや公共的空間に花の苗や樹木の
植栽及び管理、花と緑を愛する心を育てる啓蒙普及
活動、緑豊かな地域づくりの推進等を行う景観形成
市民団体に助成金を支給する。

平成２３年度を目処に景観条例の制定を目指してい
る。この条例制定と同時にうるおいのあるまちづくり
要綱を廃止する。
廃止した場合、花代や管理費などの事業費不足に
より活動が停滞する市民団体も発生することも考えら
れるが、市から花の苗等の支給のみで活動している
団体もあることから補助金は、廃止する。

24 150

残土処分場運営事
業

都市計画課

道路緑化事業

生活環境課
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整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 廃止の概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

29 都市整備課
東山塔ノ洞線整備
事業

東山塔ノ洞線整備
事業

用地買収を行い道路整備工事を実施する。（東山４
丁目～塔ノ洞字東之洞間　　整備計画延長　Ｌ＝３０
０ｍ、計画幅員　Ｗ＝９ｍ、　用地取得面積　Ａ＝８０
０㎡）

民々の境界が確定出来ず、用地買収が困難で事業
休止状態となっている。廃止する方向で調整し、既
存計画道路整備を推進する。

21

30 下水道課 下水道普及事業 水洗化の促進
供用開始後３年以内に、水洗便所を住宅に新設し
た場合、設置助成金を交付する。

関市は他の市町村に比べ、下水道を普及させるた
め早くから事業に取り組み、平成１９年４月１日現在
における水洗化率は関市全体で９２％を超えてお
り、水洗化促進に向けての初期の目的は達成したも
のと判断する。

22 500

31
プラネタリウムの運
営

一般投影（対象：関市民及び近郊の市町村の住民）
を土、日、祝日、春休みや夏休み及び冬休みに実
施。
団体投影（対象：市民、幼稚園児・保育園児、小中
学生や高校生、その他の団体）を火曜日から金曜日
の平日に実施。
子供向け天文教室「コスモスクール」（年６回）を実
施。
市民天体観測会（年１４回）を実施。

一般投影における番組を平成２０年度は半分（幼児
向け番組を2本から1本に。家族向け番組を4本から2
本に）にした。２１年度以降は、土、日曜日に行って
いた一般投影を止め、保育園、幼稚園向けの幼児
向け番組（1本）と小中学校の児童生徒向けの学習
団体投影のみを実施したい。
保育園、幼稚園向けには幼児向け番組を年1本委
託制作し、学習団体投影は平成１９年度に作成した
学習投影番組を活用する。また、市民向けの各種イ
ベント（季節に応じた天文情報の提供、屋上天文台
の活用）開催し、天文学習に応える。
プラネタリウムの運営は、老朽化に伴う機器の維持
できる期間（平成２３年度頃）までとする。その後は機
器を撤去し、児童生徒向けの科学教室、科学作品
（映画、スライド等）の上映を行う。また、プロジェク
ターを使った１００人までの教職員研修を行う多目的
ホールとして活用する。

24

32
パソコン研修講座の
開催

市民でパソコン初心者を対象に「はじめてのパソコン
講座」、「WORD初級・中級」、「EXCEL初級・中級」、
「ホームページ作成」などコンピュータ講座を３０講座
開催する。

民間企業を圧迫する恐れはあるが市民からの要望
が大きいため、今後は講座内容をさらに初心者向け
に特化し講座数を絞り込み、民間との差を是正する
ため受講料を値上げする。さらにパソコン学習を望
む市民には民間業者を利用していただく。
現在、四日間で開催している講座を、講師負担料の
安い方法（二日間にする。平日のみとする。など）を
選択して、実施していく。
また、平成２３年度のパソコン機器のリース終了時に
は、市によるコンピュータ講座及びパソコン研修室は
廃止する。

24

まなびセンター学習
事業

まなびセン
ター
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整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 廃止の概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

33 生涯学習課
青少年健全育成事
業

子ども会、ジュニア
リーダーズクラブ、そ
の他青年団体・少年
団体の育成/SEKI・
YMCA補助

体験活動（年２回程度）や奉仕活動（年数回程度）を
行うSEKI・YMCAに対し補助金を交付する。

市町村合併に合わせて、各地域の青年活動の中心
となる連合組織を立ち上げ、補助金と参加費により
活動を続けてきたが、いわゆる青年団的な青年活動
組織が求められておらず、教室などで人を集めても
単発の事業となり、継続して団体に参加する人材が
出てこないため、立ち上げ時のメンバーが残るだけ
であり、活動の継続が困難となった。

20 150

34 文化課 文化活動支援事業
文化イベントの開催
（ホタルまつり補助
金）

市内の各地で、ホタルを始めとする多種多様な生物
が住める環境を取り戻し、豊かな自然を守り、次の世
代に伝えるという意識と活動が深く根付いてゆくこと
を願って、ホタルに関する俳句作品の展示やホタル
コンサートを開催している。このような活動に対し補
助金を交付する。

活動の主旨であるホタルが生息できる環境の整備、
自然破壊に対して不特定多数の住民に改善策を訴
えていくことは、ひいては環境問題に付随することで
あるため、文化振興の事業としては成り立たなくなっ
てきている。

21

35
スポーツ振興
課

スポーツ普及事業

スペシャルイベント
（世界選手権バイク
トライアル事業補助
金）

世界選手権バイクトライアル最終戦日本大会・関板
取の開催に係る費用に対し補助金を交付する。

20年度は現状維持で進めることとするが、外国選手
のプロモートやコース設定の委託金額が高額のため
イベント会社との折り合いがつかない可能性がある。
委託先が競技団体からイベント会社へ代わることで、
興業の意味合いが強く、スポーツイベントとしての位
置付けが薄くなる。このため、平成２１年度から補助
金交付を廃止する。

21 25,000

36
勤労者福利厚生事
業

勤労青少年ホーム
の管理運営

快適に利用できるように施設の管理を行い、勤労青
少年の福祉増進に資する。

事業の廃止（平成22年度）
　勤労青少年ホームの廃止に必要な手続きを行い、
取り壊しを行う。

22 1,209

37
中池公園スポーツ
施設整備事業

神明町４丁目雑種
地の管理（旧稲口グ
ラウンド倉庫兼便所
予定地）

神明町４丁目雑種地の管理運営を行い、市民の心
身の健全な発達を促し、明るく豊かな地域社会の形
成に寄与する。

稲口グラウンドの倉庫兼便所用地として購入した土
地について、地域の承諾が得られず建設が中止に
なり、今後も見込がないため、事業を廃止する。

21

38
地区体育館管理運
営事業

洞戸体育館及び板
取中切体育館の取
り壊し

利用度の低い地区体育館を取り壊し、維持費を削減
する。

１　洞戸体育館を廃止し、取壊しする。（平成21年
度）
２　板取中切体育館を廃止し、取壊しする。（平成22
年度）

21 1,322

39 運動公園課
高賀山自然の家運
営事業

洞戸高賀山自然の
家の体育館の屋根
修繕

体育館は昭和45年に建設され38年が経過している
ため老朽化が著しく、とくに屋根は全体に錆が発生
しているため、葺き替えをする。A=415㎡

本館及び体育館とも老朽化しており、体育館のみ改
修しても効果的でないため、葺き替えをとりやめる。

21

運動公園課
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