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第３回 湖西市行財政改革審議会 会議録（要旨） 

開 催 日 時 平成 31年 3月 14日（木）14：00～17：20 

開 催 場 所 湖西市役所 2階 市長公室 

委 員 
（出席者）9人 

 (事務局) 5人  

内  容 

1 開会 

事務局 企画政策課長があいさつ 

2 審議事項 

  補助金の見直しについて 

 

菊地会長：今回は、前半で第 2回で説明があった生ごみ堆肥化容器等購入費補助金、リ 

サイクル資源集団回収奨励金、防災訓練自主防災会交付金、住宅リフォーム 

支援事業費補助金のまとめを行う。 

     後半は、次回まとめを行う 3つの補助金について事務局より説明をして頂く 

予定である。 

     前半の補助金のまとめについては、今回の審議会で答申を作成するための一 

     定のまとめ、方向付けをする必要がある。基本的には、前回と同様の進め方 

     、まとめ方を予定している。再確認を含め流れを簡単に説明させて頂く。 

     はじめに各委員に事前調査票にて記入頂いた方向性、理由などについてご説 

     明を頂く。それに対して他の委員より質問、意見を頂き、その上で審議会と 

して一定の方向性を決めていく。方向性が決まったら、具体的な中身につい 

ても意見を頂きたい。例えば、補助金の縮小という結論であれば、いつまで 

に、どの程度まで縮小するのか。また、現状維持であれば現状維持であるが 

この部分に関しては検討を要するなど細かい部分まで詰めていければと思う。 

     こうした意見、議論を踏まえた上でまとめを行っていく。 

     以上が流れとなるので議事の進行への協力をお願いしたい。 

 

(1)生ごみ堆肥化容器等購入費補助金のまとめについて 

菊地会長：はじめに生ごみ堆肥化容器等購入費補助金について審議を行う。 

     各委員に事前に作成して頂いた事前調査票の方向性の部分をとりまとめた資 

料が、資料 1になる。現状維持が 4、縮小が 3、廃止が 2 ということで意見が 

割れている状況である。 
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事務局より各委員にメール等で各項目ごとに出た意見の一覧が事前に送付さ 

れたかと思う。それを見た上で方向性等の考え方の変更があれば、説明の際 

に変更して頂いてもかまわない。 

はじめにそれぞれ方向性、理由などを説明して頂きたい。 

     大石委員より順番にお願いしたい。 

 

大石委員：方向性は「廃止」とした。 

     補助金の件数、利用世帯数も減少している傾向にある。補助をなくしても影 

響はないのではないかという観点より方向性を出した。 

 

間淵委員：方向性は「現状維持」とした。 

     この補助金が、ごみ減量の啓発、意識付けの 1つになる点と現状、浜松市に 

     ごみ処理を委託しているということで、少しでもごみ処理料を減らせるので 

     あればという点により方向性を示した。 

 

藤田委員：方向性は「縮小」とした。 

 過去においては一定の効果があったと思われるが、実績値の傾向から今後は 

あまり期待できないのではないかと考えた。本制度が、ごみ減量、市民意識 

の向上に必ずしも有効とは限らないと思う。 

その中でも電気式は高額であり、申請も減少しているということで電気式は 

廃止しても良いのではないかと考える。 

 

白井委員：方向性は「現状維持」とした。 

補助金を出しているが自己負担を伴うものである。極端にいうと廃止か現状 

維持のどちらかであると考える。その中で現状維持とした理由は、利用者が 

堆肥化容器を使う事の高揚感を広く周知するために、利用者のアンケートを 

公開するなど、利用するメリットをアピールする必要があると考えた。その 

上で本補助金が使用されないのであれば仕方がない。周知などやれることを 

やったうえで判断するのが良いと考えた。 

 

金原委員：方向性は「現状維持」とした。 

同一の団体や個人に補助金を支出しているわけではなく、1回の申請で 1個 

人となっている。また、湖西市の地域性として地所を持っている方、畑を持 

っている方が都市と比較して多いのではないかと思う。それを考慮すると堆 

肥化も必要ではないかと考える。 

将来的に生ごみ堆肥化ではなく減量化装置のような物ができれば縮小や廃止 
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を考えても良いと思うが、現時点では現状のままで問題ないと考えた。 

 

近藤委員：方向性は「現状維持」とした。 

     使用する人が減少しているから不要ではなく、使う事の重要性を周知し、利 

     用者を増やすために残しておき、より活用してもらうための周知をしてほし 

いという方向性にした方が良いと考えた。 

 

澤木委員：方向性は「縮小」とした。 

     生ごみしか処理できない点、設置可能な土地や建物が必要な点、ごみ袋の削 

     減が出来るほどの利用者のメリットもない点、堆肥が必要かどうかなどを考 

     ると個人的には堆肥化容器は不要である。 

     平成 20年度からの申請状況を見ると交付額や申請数が増加していない。また 

、補助金の交付があるから生ごみを減量しようと考える意欲が促進されるか 

を考えると疑問である。 

平成 32年度から近隣市町並みに補助額、内容を改める方向で動向を注視しな 

     がら進めてはどうかと考えた。 

 

鈴木委員：方向性は「廃止」とした。 

     他委員の意見を聞いても堆肥化容器を設置する余裕がある方は多いと思うが、 

     昔と比べると生活スタイルが変わっており、マンションや一戸建てに住んで 

     いる方、若い方は生ごみを自宅に残しておきたくない、早く捨てたいと考え 

     る方が多いと思う。 

     補助金があるから堆肥化容器を買うという人は少ないのではないか。補助が 

     なくても買う人は買うのではないか。以上より一定の効果があったため、本 

     補助金については一度廃止をして、さらに効果が期待できそうな物が出てき 

た際に新しい補助金制度を設けるのはどうかと考えた。 

 

菊地会長：本日は欠席だが辻岡委員は「縮小」ということである。  

現状維持が 4名、縮小が 3名、廃止が 2名となった。各委員より発言を頂い 

たが、これを聞いて意見、質問等があればご発言頂きたい。 

現状維持が 4名ということで現実的に方向性としては、いきなり廃止という 

のは難しいと考えると方向性としては、現状維持か縮小のどちらかになると 

考えられる。 

各委員の意見を聞くと、申請者が減少している点、ごみ減量に有効な制度か 

という点、誰でも申請できる補助金という点、啓発を目的としている点、周 

知の仕方により申請数が改善できる可能性がある点、浜松市にごみ処理を委 
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託しておりごみ減量による財政効果がある点、地域性を考慮すると堆肥など 

の活用可能性がある点などがあった。どれも納得できる考え方ではあった。 

要綱の主旨目的では、生ごみの減量を図ることが主な目的である。よって、 

この目的にそぐわない制度であれば、縮小、廃止をするべきであるが、堆肥 

化容器を購入した世帯では、生ごみの減量が出来ていると考えられる。 

補助金を出すことによる費用対効果があるかが問題となるが、湖西市の場合 

は浜松市にごみ処理を委託しているという現状があるため、生ごみの減量に 

よる財政効果があることは間違いないと考えられる。 

以上より、減量をさらに進めるための周知を行う必要性が第 1にあると考え 

る。この補助金をもらい飲み食いに使用しているわけではなく、一定の自己 

負担も生じており、市全体としてごみ減量が進めばプラスになる部分がある。 

これらと現状維持が最も多い意見という部分を勘案してしばらくは、現状維 

持として周知を進める。それでも申請数が減少していく。あるいは浜松市へ 

の委託が終了する、交付要綱の終期を迎えるなどの節目に改めてどうすべき 

か判断をしても良いのではないか。 

金原委員：会長の意見に賛成である。可能であれば補助金の交付要綱を見直す際で良い 

     ので主たる目的である減量を啓発するために「生ごみ減量化容器等購入費補 

助金」という名称に変更はできないか。堆肥化という名称では、堆肥が不要 

な方にとっては関係ない物のように感じる。内容としては、減量化を図るた 

めの容器の補助金であるので減量化を前面に出して周知をした方が効果的で 

はないか。 

菊地会長：確かに目的と名称に違いがあるためわかりづらい。要綱見直しの際に変更が 

可能であれば良い案である。 

     他の方も意見があればお願いしたい。 

 

藤田委員：生ごみを細かく切り容器の中に入れておくことで生ごみがなくなるキエーロ 

という物もある。補助金制度に頼るのではなく、市民が参加してごみ減量を 

していく取り組みに見直すべきではないか。キエーロは市より無料で配付さ 

れている。 

菊地会長：どのように配付されているのか。 

事 務 局：環境センターにて無料で配付している。粗大ごみとして持ち込まれた箪笥等 

     の引き出しをキエーロに作り替えて有効利用している。 

藤田委員：野菜くずを細かく切る、かき混ぜるなどの手間は少しかかるが、スペースも 

     そこまで必要ではない。 

白井委員：今のような話を広く周知していくことが有効ではないか。 

 



 - 5 - 

菊地委員：これに関連して先ほど藤田委員より電気式は廃止しても良いのではないかと 

     いう意見を頂いたがどうか。 

鈴木委員：一部の方が使用できるような物よりキエーロのような広く使って頂ける物を 

     周知していく事には基本的には賛成であるが、庭がない、１人暮らし、アパ 

     －トで暮らしている方にとっては難しいと感じる。 

     10年間に申請した世帯数は、湖西市の世帯数の 2％程度である。また、予算 

     額、決算額をみると予算が使い切れていない。この点から予算を縮小して様 

     子をみるのはどうか。他の委員も話をしていたが、補助があるから容器を買 

     うという人は少ないのではないか。 

澤木委員：若い世代はこの補助金にメリットを感じないのではないか。その点から現状 

     維持で良いのか疑問に感じる。 

菊地会長：以上の意見を踏まえて何か意見があれば伺いたい。 

 

金原委員：実際「縮小」とした場合は、何を縮小とするのか。金額を縮小する、内容を 

     見直して縛りを厳しくする、予算を縮小するなどがある。その辺りが明確に 

なれば現状維持から縮小に意見が変わる可能性がある。縮小だけでは賛成で 

きない。 

白井委員：縮小するということは、事業の意味がないから縮小するという認識である。 

     縮小するのであれば廃止に向けて縮小するしかないのではないか。 

澤木委員：他市を見ていくと上限 1基 3,000 円などもある。同程度に水準を落としても 

     良いのではないか。 

菊地会長：現在 上限 1 基 20,000円になっている。平成 23年度までは上限 4,000円であ 

     たものが、見直しにより 20,000円に上がっている。この理由はなにかあるの 

     か。 

事 務 局：おそらく電気式を加えたことにより上限が上がったのではないか。 

菊地会長：それまでは電気式は含まれていなかったのか。 

事 務 局：含まれていたがどうか事務局では把握できていないが、含まれていたとして 

     それに見合った額ではなかったのではないか。 

金原委員：電気式は堆肥化ではないのではないか。生ごみを乾燥させ減量するものでは 

     ないか。 

藤田委員：今の物はわからないが、昔電気式を使用したが、生ごみと中身が混ざってし 

まい中身を丸ごと捨てないと使えないような状況になってしまい中途半端な 

事をしてしまったことがある。 

金原委員：シンクの中に入っている電気式の物もあったように記憶している。 

藤田委員：ディスポーザーのことではないか。これは下水道では使用できない。細かく 

     して流す形である。 
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鈴木委員：自治体の考えや整備状況により差があると思う。都会では、マンションなど 

にディスポーザーがありますというのが目玉になることがある。 

大石委員：10年間で堆肥化容器が 424基、電気式が 170基設置されている。これが継続 

     して使用されているのか、手間がかかるため使用をしていない方もいるとな 

     ると補助金を交付して買ってもらったものが有効利用されているのか疑問が 

     ある。 

     決算額が年間 20万少しであれば予算を取らずに廃止して違うものに予算を振 

り分けた方が良いのではないかと思ったが、600人近くの方が使用している 

のであれば継続しても良いと考える。有効性次第である。 

菊地会長：個人としてはメリットがなかなか感じられない。市全体でみれば財政的な効 

     果があるだろうと見込まれるもの。ただし、どの程度の財政効果があるかが 

     明確にわからないため難しい部分である。 

 

菊地会長：申請者のその後を担当課に調べてもらい、その上で購入者の満足度が高くな 

     いのであれば縮小など検討してはどうかと感じた。 

     予算を減らして良いのではないかという意見もあった。毎年少しづつ見直し 

     がされている。飲み食いに使えるなどの個人のメリットではなく、社会全体 

     が良くなる制度である。湖西の世帯数約 23,000世帯のうち 600世帯が使用し 

ているという計算になるので、これを例えば 2,000世帯を目標にするなどが 

あっても良いと思う。ただし、財政的な部分もあるので余り大きな目標は難 

しいかもしれない。 

方向性としては、当面は現状維持とするが、附帯条件として①さらなる周知 

を徹底していくこと。②電気式については購入者の満足度、動向を踏まえた 

上で効果が見込めない場合は電気式は廃止とする。という形でどうか。 

⇒ 異議なし 

 

(2)リサイクル資源集団回収奨励金のまとめについて 

菊地会長：次にリサイクル資源集団回収奨励金について審議を行う。 

     先ほどと同様に、はじめにそれぞれ方向性、理由などを説明して頂きたい。 

     大石委員より順番にお願いしたい。 

 

大石委員：方向性は「廃止」とした。 

     私個人としては、古紙回収ステーションに出していることが多い。中学生の 

     子供がおり年 2回程度学校行事として集団回収をやっているが、私が子供の 

     頃より減っている。多くの方が古紙回収ステーションを活用している。奨励 

金が欲しいからやっている子供はいないし、古紙回収ステーションで出す方 
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が増えてているようなので廃止しても問題ないと考えた。 

間淵委員：方向性は「現状維持」とした。 

     理由はいくつかあるが、1つ目は、実施している団体は市民協働や地域コミュ 

ニティの核となる団体であるため、この奨励金をもらい有効活用してもらう 

という点、2つ目は古紙回収ステーションまで行けない高齢者の増加も見込 

まれるという点がある。報償金といっても単純に上乗せしているだけではなく、 

有償で回収してもらわなくてはいけない時などの補填の意味もあり、調整弁 

として必要な制度であると考えた。 

 

藤田委員：方向性は「廃止」とした。 

     団体の活動資金となる点は考慮したいが、集団回収は子供中心の活動であれ 

     ば環境教育という観点で意味があるが、実態として父兄の負担が大きいよう 

     に感じる。地域により違うと思うが、回収場所も昔は個人の家の前まで子供 

     が回収に行っていたが、今はごみステーションに出してくださいとなってい 

     る。このような状況であるため、古紙・古布の利用状況をみると市民の分別 

     への意識は高まっていると考えられ、集団回収が衰退することで市のごみ処 

     理費用が増加するとは考えられないため廃止とした。 

 

白井委員：方向性は「縮小」とした。 

     現在何ｔから何ｔまでがいくらという形になっているため、その部分の見直 

しをすれば問題ないと考えた。事業自体は意味のあるものである。 

 

金原委員：方向性は「廃止」とした。 

     奨励金ということでもう奨励する必要はないと考えた。私も子供がおり手伝 

     い等したが奨励金がなくても団体は活動を行う。それなりの収入があれば各 

     団体で実施してもらえば良いと考える。 

 

近藤委員：方向性は「現状維持」とした。 

     奨励金ではなく補助金のような感覚で考えていた。実施することに対しての 

     補助はあっても良いと考えた。子供の人数が減ってきており PTAの数も減っ 

ているが、暮らしている人の数はそれほど減っていないため、活動を実施す 

るのが大変である。このような活動は町内を歩く機会にもなり、地域の人が 

地域のことを行うという意味で重要なことである。この活動をすることに補 

助というメリットがあることは必要なことだと考えた。 

 

澤木委員：方向性は「拡大」とした。 
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     地元の回収時の様子を見ると父兄の負担があると思うが、地域のコミュニテ 

     ィが深まることや子供達のリサイクルへの意識向上に繋がる、回収拠点への 

     持ち運びが困難な高齢者世帯への支援にも繋がっているという意味ではメリ 

ットがあると考えた。また、市が回収する場合と比較して少ない費用で資源 

物を回収できる点でも意味があることである。集団回収が減り、市の処理費 

用の増加に繋がらないように浜松市の加算金制度などを参考に市の負担を減 

らすための検討が必要であると考えた。 

 

鈴木委員：方向性は「現状維持」とした。 

     私の住む地域では坂が多く高齢者が古紙回収ステーションまで資源物を持っ 

     ていくのは困難である。集団回収を頼りにしているお宅を何軒か知っている。 

     他の委員の話にも出ているように子供の数が減っており、以前は個別回収を 

     して頂いていたものが、拠点回収に変わってきているが、私の地域では古紙 

     回収ステーションに行くよりも近い場所にあるので良い。場所によっては個 

別回収をしている地域もあるのではないか。今後高齢者が増加していくこと 

を考えると集団回収は価値があると考える。 

     また、集めている人の声を聞くと奨励金を当てにしており、これにより設備 

     の充実が図れるとのことであった。現状維持だが限りなく拡大に近い現状維 

     持である。予算と決算に差があり出来る限り予算額に近いところまで使わせ 

     てあげられないかと思う。現在回収量に対していくらという形で交付してい 

     るが、回収回数に対していくらという形にできれば良いのではないかと思う。 

子供より親の負担が大きいが、それにより得られる補助の効果が大きいと考 

えるので現状維持が良いと考えた。 

 

菊地会長：これも方向性を見ると拡大 1、現状維持 3、縮小 2、廃止 3と分かれている。 

     各委員の意見を聞いた上で改めて意見などがあれば頂きたいがどうか。特に 

     廃止と現状維持が多い。他の委員も納得できるご意見を頂ければありがたい。 

大石委員：高齢者のことを考えると集団回収があれば良いと思う。ボランティアとして 

実施されるのが財政状況を考慮すると最も良いと考える。自主的に活動を行 

って頂ける人や地域のことに詳しい方が高齢者世帯のみに回収に行くなど実 

施方法の見直しをすれば多少負担感は減るのではないか。 

事 務 局：集団回収を実施することと奨励金の交付は別で考えて頂いて良いと考える。 

     奨励金がなくなれば集団回収は実施しないかというと別の話である。奨励金 

     の交付を始めた発端は、集団回収を行って業者に資源物の回収をしてもらう 

     際に有償でないと回収して頂けない時期があった。折角回収をして頂いたの 

     にお金を払わないと回収して頂けないのではいけない、少しでも利益をとい 
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うことで奨励金の交付を始めた。従来は、集団回収した資源物を業者に売っ 

て利益を出す活動であった。現状は、利益を出すことが出来ていると思われ 

る。奨励金はこれに上乗せして交付されている。これがなくなるから団体が 

集団回収を実施するのかしないのかは別の問題であるため、その点も考慮し 

審議して頂きたい。 

 

鈴木委員：奨励金がなくなったことで集団回収を辞めてしまうとなった場合に市は困ら 

ないのか。 

事 務 局：想像にはなるが、奨励金がなくなったから辞めるという団体はほぼないので 

     はないか。実施している団体は PTA が中心であり、年中行事のように実施し 

     て頂いている。みなさんのお話にあったとおり昔は家の前に置いておけば回 

     収をしてくれたが、今はある程度まとめて回収という形になっている地域が 

     多くなったと聞いている。奨励金がなくなることで集団回収を辞める団体が 

     ある可能性はないわけではないが、先ほどお話ししたとおり昔から実施して 

     いてごみの回収する費用が有償になってしまいこの制度を作ったという経緯 

     を考えると、そこまでの影響はないと考える。高齢者のことはあるが、現在 

     は古紙回収ステーションに出せるようになっており環境としては充実してき 

     ている。 

金原委員：補足になるが、古紙回収ステーションが以前と比較して増加した。また、地 

     域コミュニティの話が他の委員から出たが、私の周辺では高齢者の方などが、 

     資源物の処理に困っていれば古紙回収ステーションの設置してある箇所に行 

く用事がある際に声を掛けて一緒に行くなどしている。集団回収がなければ 

ごみが増えるかというとそうではない。どちらにしてもごみは出るため、近 

隣の誰かに頼むなどのコミュニティは私の地域にはある。また、マンション 

やアパートは個別にごみを捨てる場所などがあると思うので奨励金はなくて 

も問題ないと考える。 

白井委員：奨励金を変動させて集団回収をすることによりマイナスにならないように縮 

     小すれば良いと思う。 

間淵委員：私も白井委員と同じ意見で、有償引取になった際の補填のような制度で良い。 

     マイナスになった際に交付するような柔軟な制度にしてはどうかと思う。 

白井委員：奨励金は予算消化をしなくてはいけない制度なのか。予算消化をしないとい 

     けないというものであれば今の考えは良くないと思うが。 

事 務 局：予算消化を必ずしなくてはいけないということはないが、予算計上をして 0 

     円であるならば廃止をして市場が変わり有償引取になった際に復活させると 

     いう考え方ではないか。 

菊地会長：廃止することでその年度は対応できなくなるということか。 
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事 務 局：そうである。 

菊地会長：それは良くないのではないか。 

白井委員：それであれば少しでも交付できるようにしておく方が良いのではないか。 

事 務 局：交付要綱内に予算の範囲内で交付という形で記載があれば良いと思うが、こ 

の制度はそういった形になっていない。要綱の改正を行えば先ほどお話しが 

あった形も対応可能ではないかと考える。 

過去のこの制度は、1㎏当り 2円は確保できるという制度になっていたはず 

である。改正された理由は、おそらく各団体が利用する業者により引取価格 

に差があり、その不公平感をなくすために現状の形になったのではないか。 

 

菊地会長：平成 29年度の決算額をみると 136 千円という額であり大きな額ではない。 

     考え方としては白井委員、間淵委員の意見にあったようにマイナスにならな 

いような配慮をすれば良いのではないか考える。この奨励金により団体が過 

大な奨励金を受け取ることになれば問題があると思うがそうではない。 

単純に計算をすると 70回以上の実施に対して 136千円であれば 1回あたり約 

2千円という計算になる。 

事 務 局：平成 30年 2 月 23日に要綱改正がされているため、29年度決算額は 136千円 

     となっているが、現状の制度と内容が違うため参考にならない。平成 30年 

11月 14日時点の実績では 172.5千円になる。およそ半年なので 2倍にした 

350千円程度が平成 30年度の実績になると想像できる。 

菊地会長：平成 30年度に変更した理由はわかるか。 

事 務 局：先ほど話をした引取業者による価格の差がありその不公平感をなくすために 

     重量により算出する方法に変更したのではないかと推測される。 

藤田委員：引取業者は学校で指定するものなのか。 

金原委員：収入が PTA に入るので PTAで決めている。 

藤田委員：どこの引取業者が金額が良いからなどで選んでいるのではないのか。 

金原委員：それもあると思うが雨天延期などで日にちが被ることがある。引取業者も予 

     定をしていたのに回収がなくなるなどの問題があり、引取業者を変えること 

     は難しいのではないか。毎回同一業者が回収に来ている。 

 

菊地会長：方向性としてはどうするか意見があればお願いしたい。 

金原委員：私は廃止にしたが先ほど白井委員、間淵委員から意見があったマイナスにな 

った際の補填ができるような制度であれば良いと思う。これは拡大、縮小、 

現状維持のどれに該当するのか。 

白井委員：交付額を抑えるという意味では縮小で良いのではないか。 

菊地会長：引取業者の引取価格の変動により活動をしたがマイナスになるのは良くない 
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     と思うので、マイナスを補填できる制度に変更できるのであれば納得も得ら 

れるし公平性も保たれるのではないか。縮小か廃止か現状維持でもない少し 

大がかりな答申の形になってしまうが問題ないか。 

事 務 局：答申を頂きすぐにできるかどうかは明言できないが、担当課で検討をさせて 

頂く。周知期間や PTA に意見を確認するなどが必要になることも考えられる。

答申としてはそのような形で頂いて問題ない。 

菊地委員：まとめとしては、町を理解したり、リサイクル意識の向上という意味で非常 

     に意義のある活動である。一方で環境意識が周知されている点や過大な交付 

     になるようでは公平性の観点から問題があるということもある。これらを踏 

まえて損失を補填する程度の奨励金制度に変更するという内容の答申とする 

方向で良いか。 

     ⇒ 異議なし 

 

(3)防災訓練自主防災会交付金のまとめについて 

菊地会長：次に防災訓練自主防災会交付金について審議を行う。 

     先ほどと同様に、はじめにそれぞれ方向性、理由などを説明して頂きたい。 

     大石委員より順番にお願いしたい。 

 

大石委員：方向性は「廃止」とした。 

     防災は非常に重要なテーマである。行政として機材や必要な備品の購入に対 

     する補助は必要であると考えるが、使い道が不明瞭な交付金というのは廃止 

     し財政支出を抑えていく方向が良いと考えた。 

 

間淵委員：方向性は「現状維持」とした。 

     この制度が出来た目的として自助、共助、公助のうち大震災が起きた際など 

は、すぐに行政支援が受けられない可能性があり、共助が非常に大切である 

という部分が大前提にあると考える。現状、交付金があり組織を作らなけれ 

ばいけないから防災訓練をしようといった形になっている可能性もあるが、 

より活発な活動をして頂き交付額が不足するようであれば将来的に拡大する 

のも良いと思う。現状は活動の中身をより充実させていければ良いと考える。 

 

藤田委員：方向性は「現状維持」とした。 

     交付金では活動内容と交付額の関係性が薄れるのではないか。事業、活動内 

容に対する補助金とすべきと考える。また、定額制での交付は組織の規模の 

大小があるためふさわしくないと思う。防災資機材は、標準的なモデルを作 

成し、不足分購入時に支援をする形としたらどうか。以上から交付金制度か 



 - 12 - 

ら補助金制度に変更することで実績把握と費用の削減が図られると考えた。 

白井委員：方向性は「現状維持」とした。 

     平成 30年度より実績報告を求めるということで、それを踏まえて定額、世帯 

     割ではなく参加率と決算の確認を踏まえて増減を検討するのが良いと考えた。 

      

金原委員：均等割と世帯割がある。均等割についてだが旧新居町は町内会が 31か 32あ 

る。それにそれぞれ自主防災会がある。旧湖西市で自治会にあたるものが旧 

新居町には 4つか 5つある。各自主防災会に交付する均等割の 40千円につ 

いて旧湖西市と旧新居町で不公平となる。よって均等割は廃止し、世帯割に 

してはどうかと考える。実際にかかった経費の一部を補助する形にしてはど 

うか。交付金から補助金への変更は要綱の変更になると思われるので、事前 

調査では明確な方向性を書かずに「内容変更」と回答させて頂いた。 

特に訓練に出れない人も訓練だけではなく、次の訓練では町内の高齢者を運 

ぶ訓練を実施しようなど一緒に考えて頂くことは出来ると思うので補助金制 

度に変更した方が良いのではないかと考える。 

 

近藤委員：方向性は「現状維持」とした。 

     実績報告を求めているとのことなので、それを確認した上で判断した方が良 

     いのではないか。また、補助金として活動内容を明確にした上で交付した方 

     がより良い活動になるのではないかと考えた。 

 

澤木委員：方向性は「現状維持」とした。 

     防災訓練が不活発になるのは良くないのでむやみに縮小、廃止すべきではな 

いと考えた。ただし、定額、世帯割ということではなく、申請内容を確認し 

た上で必要な箇所に必要な額を交付していくのが良い。 

 

鈴木委員：方向性は「廃止」とした。 

     交付金としては廃止と考える。防災訓練は非常に大切なものであるので何か 

     の補助は必要である。現在使途内容を調べているという事で内容を確認し、 

     使途を明確にした補助金として交付をしてはどうかと考える。交付金では使 

     途内容等の報告義務がないようである。悪い言い方をすると何に使っても良 

     いような制度になってしまう。本交付金以外に機材を購入するための補助金 

     もあるようなのでそちらに一本化する。それでも不足する場合は、使途を明 

     確にして頂き補助金という形で防災会に交付してはどうかと考える。 

     事前調査票に記載のあった交付金、補助金についての説明などわかっていな 

い部分が多くあり、誤解している部分があるかもしれないが、調べた感じで 
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は以上の交付金としては廃止が良いのではないかと考えた。 

菊地会長：各委員の方向性を見ると現状維持 6、廃止 2となっている。 

     各委員の意見を聞いた上で改めて意見などがあれば頂きたいがどうか。 

大石委員：事前調査票では廃止と書かせて頂いたが、各委員の意見にもあったように防 

     災訓練は非常に重要なものであるため、補助金制度に変更する、実績報告等 

     により内容を確認した上で市の予算を有効に活用して頂ければ良いと思う。 

 

菊地委員：当初は、現状維持 6、廃止 2ということであったが、鈴木委員は廃止ではな 

     く制度を変えて交付ということで実質は現状維持 7、廃止 1という事で現状 

     維持に近い報告になるのではないかと思うが、一方で 2 つの補助金と比較し 

     て本補助金は決算額が 5,000千円と大きいものである。実際にこの額を交付 

     することにより防災力が高まっているのかどうかも考慮する必要がある。よ 

     り効果を高めるために交付金から使途が明確になる補助金制度への変更が 1 

     つの考え方であると思う。具体的にこれまでこの交付金で訓練を行い地域防 

     災力が高まっているという感覚はあるのか。 

鈴木委員：地域差があると思う。活動内容が地域により大幅に違う。 

金原委員：鈴木委員のおっしゃる通りである。旧湖西市の地域は自治会単位で実施して 

いるが旧新居町の地域は町内会単位で実施しているため、内容の差があると 

思われる。私に発言にあった均等割がなくなると財政的に苦しくなるのは確 

実に旧新居町の防災会である。各町内会単位で交付されている旧新居町と自 

治会単位で交付されている旧湖西市では格差が大きすぎると思う。均等割を 

なくして世帯割などに変更すれば少しは公平感が出るのではないか。 

近藤委員：3月 11日に夜間訓練があったが当然のように皆さん参加している。活動内容 

     に差があり、私の住む地域では避難所に歩いていくなどそれぞれの地域で行 

っている。実施内容に違いがあっても湖西市内では実施するのが当然である。 

都市の方では防災訓練や避難訓練を行わないという話を聞いた。自然と実施 

     することが浸透しており、当たり前になってしまっている部分があると思う 

ので実施内容についての再確認など意識付けをした上で検討していけば良い 

のではないか。 

鈴木委員：事前調査票内で交付金ということで必要額以上の支援が行われている可能性 

     があるとの記載があったがこれはどういうことか。必要ではないのに余分に 

     交付してしまっているという捉え方で良いのか。 

事 務 局：交付金では訓練を実施するため予め一定額を交付しそれを使い訓練に臨んで 

     頂くという形になるため、すべてを使い切れるかどうかわからない、余る可 

能性もある。余った額を回収する事もできないため、そういう意味でこのよ 

うな形で記載をさせて頂いた。 
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鈴木委員：今まで交付金として支出していたことで報告義務がなく、何に使われている 

か不明であった。よって必要以上に交付していた可能性があるとの認識で良 

いか。また、逆の考え方をすれば不足をしていなかったと考えて良いのか。 

事 務 局：その考え方で良い。 

 

菊地会長：30年度の予算額は 4,575千円となっている。各自主防災会に振り分けをする 

     と各自主防災会への金額は大きいものではないかもしれないが、全体を見る 

     と大きな金額になるため、費用対効果をもう 1度市として考えて頂きたい。 

これまでの議論をまとめると本交付金の目的は地域防災力を高めるという事 

が大前提となっているので、その意識付けを改めてすることが必要である。 

その上で本当に必要な部分に必要な金額を公平性を考慮して配分するという 

制度に変更していくことが大事ではないかという意見が多かった。今年度か 

ら実際に使用した金額を報告して頂くようにするということで、これを踏ま 

えて制度の見直しをしていくという報告性となると思うがどうか。 

他に何か加えることがあれば意見を頂きたい。 

交付金から補助金へという意見も多かったがそこの部分についてはどうか。 

⇒ 異議なし 

均等割をなくした方が良いという意見もあったがどうか。 

間淵委員：補助金になると精算払いになるということか。その場合に次年度以降は問題 

     ないと思うが初年度が財源の面で難しいのではないか。 

事 務 局：議論を戻してしまうかもしれないが、交付金が良い悪いかという話になると 

     悪い部分だけではない。自主防災会が活動する上で計画を立てて実施して頂 

     くのが理想ではあるが、始めから事細かに財源内訳を計画している所は少な 

     い。事前に交付金をもらいその中で考え訓練を実施していくものである。こ 

     れが補助金になると事業計画を事前に提出してもらい、対象になる項目、な 

     らない項目の設定をしなくてはいけない。そうすることで活動に制約がかか 

     り自由度が失われてしまう。 

菊地会長：事務負担も増加するということで良いか。 

事 務 局：そのとおりである。また、本補助金には県の補助金も入っており資機材購入 

     も同様に県の補助金が入っている。県も両方がある。資機材購入の方は決め 

られた項目があり、それを購入する際に補助金を交付するという制度である。 

防災訓練の交付金は、活動内容をより活発にするための交付金であるとのこ 

となので当初から何に使用しても良いとなっている。交付金を交付するので 

それを使い資機材で決められた項目以外の物品や地域で必要な物品を購入し、 

活動して頂くというものである。2つの制度を上手く使い自主防災会を運営 

してほしいという意図になっている。財源に限りがある点を考慮する中で県 
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の指導や市の担当課の考えがあって今年度実績報告を依頼している。 

菊地会長：資機材購入の補助金はあるので交付金を補助金に変えてしまうと重複してし 

     まう可能性があり良くないということか。 

事 務 局：見直しの中で 1つにするというのは出来ない訳ではないと思う。 

菊地会長：県からの交付は、補助金と交付金に分かれているということか。 

事 務 局：そのとおりである。資機材購入では、各自主防災会に規模別で準備して頂き 

     たい基準を示している。大部分の自主防災会でその基準を満たしていないた 

     め、それを補完する点、財源の点を踏まえて 2つの制度を併用して活動をし 

     て頂きたいという部分がある。 

藤田委員：防災資機材の標準的な整備モデルはあるのか。また、各自主防災会の整備状 

     況はどうか。 

事 務 局：整っている自主防災会もあればそうでないところもある。 

藤田委員：すべての自主防災会の不足物品の把握を行い整備支援をしているのか。 

事 務 局：行っている。毎年必要になる非常食の更新などがある。要綱の別表に対象と 

     なる一覧がある。これが各自主防災会で揃えて頂きたい物品になる。一度購 

     入すればしばらく使用できる物品もあるし、そうでない物品もある。各自主 

     防災会により仮設トイレは代用できる物があるため不要だとか、必要な物品 

     は変わってくる。各自主防災会から要望を出してもらい調整を行っている。 

 

菊地会長：極端な意見になるが、災害が起こった際に各個人の備えも大切であるが、こ 

     の交付金がないからといって隣人を見捨てることはない。財政が厳しい中で 

     本当にこの交付金額が適切なのかをもう 1度検討する必要があると考える。 

     浜松市は世帯割が 1世帯 70円である。そういう意味では金額を下げても効果 

     があるのではないか。金額を下げても辞めるものではない。また、資機材補 

助金があるので本交付金を補助金に変更することは馴染まない。交付金は、 

交付金として維持するが、制度の中身、問題点について実績報告を求める事 

により適正に活用して頂く。均等割について検討して頂き公平性に配慮した 

制度設計とする。世帯割額についても再度見直しを行って頂く。そのような 

内容で答申をするのはどうか。 

大石委員：防災というのは大事なテーマであり、訓練をすることで本番に活かされる。 

     交付金が減ることにより活動がなくなってしまうのは良くない。明瞭な使途 

     でお金を使って頂ければ良いと考える。 

菊地会長：活動に支障が出るようでは本末転倒になるので、必要な部分にはしっかり支 

     援をして頂く。地域防災力を高めることは大前提になる。今年度から実施し 

ている実績報告を配慮し、公平性なども含めて答申を出していきたい。また、 

世帯割、均等割についても方向性を出していきたい。 
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金原委員：自主防災会に市から支出しているお金は、本交付金と資機材の補助金以外に 

     他にないのか。自治会等から出ていることはないか。 

事 務 局：自治会とは別会計にしていると思われるので他にはないと考えられる。 

金原委員：それであれば会長の意見に賛成である。均等割の部分で不公平があるのかも 

     しれないが 1つの自治会を維持していくためにはある程度の均等割は必要で 

     ある。規模により世帯割で差が出るのであれば均等割の額を減らして世帯割 

     を増やすなどすれば公平感が出る。 

白井委員：実績報告を確認することにより平等になるように検討していくべきである。 

菊地会長：それでは提出された実績報告を見て公平性を確保できる均等割、世帯割及び 

     不用額などにより可能な範囲の予算の縮小を図るという内容で良いか。 

     ⇒ 異議なし 

 

(4)住宅リフォーム支援事業費補助金のまとめについて 

菊地会長：次に住宅リフォーム支援事業費補助金についてだが、事務局より報告がある 

     とのことなのでお願いしたい。 

事 務 局：3月定例議会の議決前という事で正式決定ではないが、本補助金については、 

     平成 31年度予算への計上を取りやめた。理由は 2つあり 1点目は、前回の 

     審議会の中でも本補助金の説明を行い意見を頂いた。これらを担当課にも随 

     時報告させて頂いている。また、市でも空き家対策や移住定住施策などを検 

討していく中で本補助金の目的である定住促進、空き家対策に効果的な制度 

ではないのではないかという意見があった。2点目は、全国的に人口減少が 

進んでおり湖西市も平成 17年をピークに減少している状況である。これらが 

あり、新たな制度について研究を行っていた。以上の 2 点より、財政当局や 

関係課と検討を進めた結果、新制度を作るという結論となった。新聞等に出 

ており御存知の方もいるとは思うが、平成 31年 10月より移住定住の制度と 

して「住もっか湖西 定住促進奨励金」という制度を開始する予定である。こ 

れに伴い本補助金はやめる方向となった。新制度は定住促進をするために一 

定の要件はあるが市内外の方が湖西市内に住宅を購入をした方に最大 1,000 

千円を補助するという制度である。この中には中古住宅の購入も含まれてい 

る。また、補助金の使途に制限はないため、中古住宅を購入しリフォーム等 

に活用して頂くことも可能である。以上より本補助金を新制度に取り込む形 

となった。委員の皆さまに多くの意見を頂きそれらを踏まえてこのような判 

断をさせて頂いた。本来であれば審議会にて答申を頂き見直しを行う予定で 

あったが、市として方向性を出させて頂いたので報告をさせて頂く。 

 

菊地会長：市より報告があった。本補助金については、市にて当審議会で出た意見等を 
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踏まえて方向性を決定したとのことであり議論の必要はないとのこと。この 

報告について何か質問等があればお願いしたい。 

⇒ 特になし 

 

(5)次回まとめ予定の補助金について 

菊地会長：次回まとめる予定の 3つの補助金について事務局より説明をして頂く。また、 

     前回と同様にこの会で頂いた質問や後日提出して頂く意見・質問票に対する 

     回答などは、後日まとめたうえで事務局より回答を頂く。 

     それでは、湖西市老人クラブ運営等事業費補助金について事務局より説明を 

お願いしたい。 

 

事務局：①湖西市老人クラブ運営等事業費補助金について説明 

 

菊地会長：事務局より説明が終わった。何か質問があればお願いしたい。 

 

金原委員：県の補助金の補助率はどのような形となっているか。決算額を見ると補助額 

     が増加している年度がある。 

事 務 局：後日回答をさせていただく。 

金原委員：補助対象事業費が下がっているが、県の補助額が上がっている年度があるた 

め確認をお願いしたい。 

菊地会長：活動費補助と事務局設置補助の県負担と市負担の割合も併せてお願いしたい。 

事 務 局：確認させて頂く。 

 

白井委員：市として老人クラブを活性化したいということで良いか。 

事 務 局：老人福祉法の中で老人クラブを支援に努めることが定められているため、市 

     として支援をして加入者を増やし活発化していきたい。 

白井委員：老人クラブには何歳から入れるのか。 

事 務 局：60歳からである。 

白井委員：補助金とは別の話ではあるが名称を変えられないのか。60歳から老人では加 

     入したくない人もいるのではないか。 

事 務 局：単位老人クラブはそれぞれの名称がある。 

白井委員：連合会は変えられないのか。 

事 務 局：名称は変えずに愛称が付けられている。 

白井委員：名称により加入自体したくない人がいると思われる。時代として 60歳で働い 

     ている方も多くおり名称から変えた方が良いのではないか。 

事 務 局：その辺りがあり愛称が付けられている。 
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白井委員：老人クラブに入らない要因として 1つは人付き合いがしたくない。2つ目が 

名称ではないかと思う。補助金よりその見直しの方に手を入れたくなる。 

 

鈴木委員：本補助金は、連合会に対する補助金ということで良いか。各老人クラブへの 

     補助金ではないということで良いか。 

事 務 局：そのとおりである。 

鈴木委員：各老人クラブの数が減っているがどのような単位で老人クラブがあるのか。 

     自主防災会は 60程度あったが数が少ないため町内会単位等ではないようで 

     あるが。 

事 務 局：当初は地区毎にあり会員の減少等により変動している。 

金原委員：老人クラブによって脱退するところもある。理由は面倒、連合会に入るのが 

     嫌などがある。連合会に入っていないが自分達だけの老人クラブの活動をし 

ている人もいる。その関係で減っているのではないか。 

鈴木委員：そういうことは可能なのか。 

金原委員：加入は強制ではないため可能である。 

鈴木委員：老人クラブの数はサークルの数なのか。 

事 務 局：地区毎にある単位老人クラブの数である。推測になるが平成 17年は単位老人 

     クラブが 60 ある。よって自主防災会と同様に地区毎にあったのではないか。 

     資料に記載があるクラブ数 40というのは連合会に所属している単位老人クラ 

     ブの数になる。 

菊地会長：連合会に所属していない団体は補助金を貰ってないということか。 

事 務 局：単位老人クラブの補助金は連合会に所属している老人クラブが対象になるの 

     で所属していない団体は対象外となる。 

鈴木委員：慶弔費など市から出ている補助金について所属していない団体は貰えないの 

か。 

事 務 局：補助対象に慶弔費等は含まれていない。 

金原委員：連合会の総事業費から事務局設置費補助や慶弔関係などの対象外経費を除い 

     た額の 3/4 以内が対象経費となっている。連合会に入ってなければ事業にも 

参加していないため対象外となる。 

     合併後に補助金を貰う以上、実績報告が必要になり資料作成などが出来ない 

     などを理由に脱退した方がいると聞いている。連合会に入っていない団体は 

     補助金を貰っていないのではないか。 

鈴木委員：資料見ると対象者の 11.3%が加入者であり、ほとんどの方が入っていないと 

     思うがこの数字は多いのか。 

事 務 局：平成 27年の実績では湖西市が 12.8%、県全体が 9.8%になるので県内では良い 

     方である。個別では、磐田市が 13.1%、袋井市が 12.4%、同規模の自治体では 
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     裾野市が 10.6%となっている。 

澤木委員：事務局長の報酬が 113,100円となっているが、どのような仕事であり、金額 

     の基準などはあるのか。 

事 務 局：後日回答をさせて頂く。 

菊地会長：本補助金についてはこれで終わらせて頂く。 

     次に湖西市観光振興事業費補助金について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局：②湖西市観光振興事業費補助金について説明 

 

菊地会長：事務局より説明が終わった。何か質問があればお願いしたい。 

     観光については補助金の方向性だけではなく、運営体制の在り方等まで含め 

     て議論をして頂きたいということか。 

事 務 局：現在市内に 2つの観光協会がある。浜松市も同様に複数あるが、湖西市にお 

いてはどうか。特色がそれぞれあるのであれば 2つ必要、湖西市の規模であ 

れば 1つで良いなどの考え方などあると思う。これと併せて湖西市観光協会 

については市が事務局を持っており、収益を上げるような事業が行い辛い状 

態である。そのあたりもご意見が頂ければと思う。 

菊地会長：湖西市観光協会は市が事務局、新居町観光協会は新居町商工会、観光振興協 

     議会は市が行っているということで良いか。 

事 務 局：そのとおりである。 

 

間淵委員：商工会が 1 つになれば 1つになるように感じるが、それが難しいため観光協 

     会だけ 1つになることも可能ということで良いか。 

事 務 局：新居町観光協会は、新居町商工会が事務局を持っておりそちらの考えもある 

     ので調整が必要になると思われる。 

間淵委員：商工会の関係まで踏み込まずに今回は観光協会のあるべき姿をということか。 

事 務 局：そのとおりである。 

金原委員：補助金交付要綱を見ると湖西市観光協会に出ている補助金の割合は湖上花火 

     大会の開催が大きいということか。湖上花火大会の開催は確実に補助対象に 

     なるということか。 

事 務 局：そのとおりである。 

金原委員：湖西湖上花火大会はどこが主に行っているのか。 

事 務 局：湖西市湖上花火実行委員会が主になる。 

金原委員：実行委員会のメンバーはどういう団体が入っているのか。 

事 務 局：元々は有志の方で実行しており企業等に協賛金を募り開催していた。また、 

共催ということで湖西市観光協会からもお金を出している。 
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近藤委員：観光協会に入っており、観光振興協議会のメンバーでもある。昨年までは役 

     員会が開催されたが今年はなかったように記憶している。パンフレットを新 

しくしようということで検討会が開かれていた。大きな話ではおんぱくとい 

う事業があった。これは観光振興協議会が主ではなく新居の方が主になって 

実施していた。それを観光振興協議会、会員の商工会でも広めて事業を拡大 

して実施していた。おんぱくの補助金が打ち切られたため、今年どういう方 

向性で実施していくかを検討している状態である。新居町観光協会は活性化 

     していると思う。湖西市観光協会は年に 1回の総会があるのみである。一緒 

     にというのは全く話にならないというのが感想である。 

      

白井委員：各観光協会の予算や決算、組織は出せないのか。 

事 務 局：話をしたが難しいようであった。 

白井委員：そうなると内容がわからないため意見を出し辛い。 

金原委員：当事者同士がどうかの問題になる。 

近藤委員：当事者同士では言えないので客観的に意見があれば刺激にはなるのかもしれ 

ない。 

事 務 局：近藤委員の話にある通りでそれぞれの観光協会に歴史や思い入れがあるため、 

     それぞれのところ話をすればという部分はあるが、話が進まないという事で 

     一般的にはどうかという意見があれば検討する材料になる。 

大石委員：天竜支店にいたことがあるが、天竜商工会に合併したことにより観光協会も 

     1つの観光協会になった。それぞれの既存の観光協会がその中に入るような 

     形となっていた。予算が少なく大きなイベントはないが、イベントの開催日 

をずらすなど統一感の行事を行っていた。商工会が別々に存在すると観光協 

会の合併も難しいのではないか。新居町観光協会は活発に事業を行っており、 

会員数も多い。湖西市観光協会も会員数はいるが実際に活動を行っている方 

がどの程度いるのか。そういった部分でも難しいように感じる。決算書など 

実態が見えないと意見を言うのが難しい。 

事 務 局：決算書等については再度確認をさせて頂く。 

 

菊地会長：その他に意見、質問等があれば意見質問票を記入して頂き、後日事務局に提 

出頂きたい。 

     次に湖西市公会堂等備品購入費補助金について事務局より説明をお願いした 

い。 

 

事務局：③湖西市公会堂等備品購入費補助金について説明 
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菊地会長：質問等があればご発言頂きたい。 

金原委員：ない物を新たに設置する場合はわかるが、買い替えなど耐用年数が過ぎてい 

ない、故障もしていないのに買うのも可能なのか。 

事 務 局：対象になるとは思うが、1/3補助ということで 2/3の負担があるので、使用 

     できる物を敢えて交換するというのは考え辛いのではないか。 

金原委員：報告等は必要ないということで良いか。 

事 務 局：後日回答させて頂く。 

 

鈴木委員：補助金以外の 2/3は誰が出すのか。 

事 務 局：自治会や町内会になる。 

 

菊地会長：他に質問等があれば後ほど事務局より配付される意見・質問票を事務局に提 

出して頂きたい。 

     本日の審議会は以上となる。事務局よりその他何かあればお願いしたい。 

 

3 その他 

   湖西市消防団互助会補助金について経過報告 

事務局から事務連絡 

 

 

4 閉 会 

 


