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第 1 回 湖西市行財政改革審議会 会議録（要旨） 

開 催 日 時 令和元年 5月 21日（火）14：00～16：00 

開 催 場 所 湖西市役所 2階 市長公室 

委 員 
（出席者）8人 

 (事務局) 4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、平成 30年度第 3回で説明があった老人クラブ運営等事業費補助金、 

観光振興事業費補助金、公会堂等備品購入費補助金のまとめを行う。 

     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 

してある程度の方向性を決めていく。方向性が決まったら、具体的な内容に 

ついて議論を行って頂く。内容は、各補助金により異なるが補助金の縮小と 

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 

分を検討して頂くことになる。 

     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)老人クラブ運営等事業費補助金のまとめについて 

菊地会長：はじめに湖西市老人クラブ運営等事業費補助金について審議を行う。 

     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。 
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大石委員：方向性は「現状維持」とした。 

     過去の推移を見ると加入者数や加入率が減少している。補助金の中身を確認 

     すると事務局設置のための補助は最低でも必要である。加入数が減少してく 

るのであればその部分を縮小しても良いとは思うが、制度としては必要なも 

のである。加入者を考慮して中身の見直し等を行えば良いと考える。 

 

間淵委員：方向性は「縮小」とした。 

     加入者が減少しているのであれば縮小は当然のことである。ただし、補助金 

     の縮小により活動範囲が狭くなり、さらに加入者が減少する負のスパイラル 

     に陥る可能性がある。よって数年間は現状維持し、加入率などの目標を設定 

     し目標値を下回るようであれば縮小するなど目標を掲げた上で検討するべき 

     であると考える。 

 

藤田委員：方向性は「縮小」とした。 

 イベントへの参加者が加入者の中でも固定される傾向にあり、必ずしも補助 

 金制度が加入率の向上に繋がっていないのではないか。世代毎の加入者数を 

 見ても今後加入率の向上は見込めないと感じる。また、60代、70代の元気な 

 方が魅力を感じるような事業が必要である。以上より加入者数に見合った補 

 助額への見直しが必要であると考える。 

 

近藤委員：方向性は「廃止」とした。 

     老人クラブの加入者にのみ使用される補助金であり、加入率が減少している 

現状を考慮すると目的の 1つである健康づくりなどが老人クラブ加入対象者 

すべてに行き渡らないため不公平感がある。期待する効果、目的の健康づく 

りは引き続き推進していく必要はあるため、当制度は廃止し加入者以外も対 

象になるような同様の仕組み作りを検討してはどうかと考える。 

 

辻岡委員：方向性は「縮小」とした。 

     内容としては条件付きで縮小に賛成ということである。老人クラブの加入者 

     が減っているが、高齢化社会において老人への補助をなくしてしまう市政に 

     なってほしくないという若い世代の願望がある。また、老人クラブの会員数 

が減っているのは補助金の有無ではなく、その団体の魅力の有無ではないか 

と考える。加入対象者へのＰＲ方法を見直すことで加入者を増やし自己財源 

の確保に繋げるなど検討をして頂きたいという部分があるため、条件付きの 

縮小と考える。 
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澤木委員：方向性は「縮小」とした。 

     補助の目的には共感ができるし、行政関与も必要であると考える。ただし、 

費用対効果を考えた時に一部の方、老人クラブ加入対象者のうちの 1割程度 

の方しか恩恵を受けることが出来ない点や加入促進に補助制度が繋がってい 

ない点を考慮すると良い制度とは思えない。現状の補助額のままで継続する 

のであれば、加入者数を増やせるように加入対象者に話し合って頂き、より 

魅力ある事業にリニューアルさせるなど検討が必要である。加入率が 50％以 

上となるまでは掛川市並みの 1人 650円程度、もしくはそれ以下に縮小して 

も良いのではないかと考える。 

 

鈴木委員：方向性は「縮小」とした。 

     他の委員の意見にもあったように高齢者福祉という観点からは、補助金は必 

     要不可欠であると考えるが、加入者の減少、加入率の低さから見ると縮小も 

     やむを得ないと考える。前回の審議会でも話が出た老人クラブの課題として 

     加入対象は 60歳以上であるが、60 歳で老人扱いをされたくないという方が 

     多い点や 60 代で加入する方にとっては 80代の方など親と子ほど年の差があ 

     る方と同様の活動をしなくてはいけない点に難色を示す方もいるため、老人 

     クラブのあり方を見直さなければいけないと考える。今後さらに長生きの時 

     代になることも予想され現在のあり方では 60歳以上の加入対象者が増える。 

     その方々を一括りにするのはいかがなものか。この辺りが加入率の低さのネ 

     ックになっていると考える。 

活動内容を見ると運動なども多く、それ自体は良いことである。しかし、逆 

に考えると運動が好きではない方からすると加入したくない、こういう活動 

は行いたくないと足踏みされている方もいるのではないか。個々のサークル 

活動を充実させることも加入率の増加に繋がるのではないか。 

     補助金としては、現在の状態であれば縮小で良いと考える。 

 

菊地会長：本日欠席されている白井委員、金原委員の意見を紹介させて頂く。 

白井委員は「現状維持」で介護等、高齢者向けのサービスが充実化している 

現在高齢者が老人クラブに何を求めているかを分析・検証・改善することが 

補助金制度の検討より優先事項であると考える。 

     金原委員は「拡大または縮小」人生 100歳時代の中、高齢者が地方自治の中 

心となる可能性もあり、高齢者の活動支援として老人クラブが存在すること 

は意義がある。現状の事業を維持するならば補助金は「縮小」、事業を刷新す 

るならば補助金を「拡大」しても良いと考える。 

     現状の活動内容では問題があるため、内容を刷新するならば拡大しても良い 
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     のではないかという意見である。 

     以上を踏まえて委員の皆さまの意見をまとめると現状維持が 2名であるが、 

2名とも加入者が減少している現状ではそれに見合ったように縮小しても仕 

方がないのではないかという意見であったと思う。縮小が 5名。廃止が 1名 

だが、すべてなくすのではなく抜本的に改革を行い見直していくべきである 

という意見であったと思う。 

     これらの意見を聞き改めてご意見等がある方はお願いしたい。 

大石委員：現状維持と書いたが縮小という意味合いもあるため、縮小でまとめるべきで 

     あると思う。 

菊地会長：白井委員の意見にもあったように補助金をどうするかという問題もあるが、 

     それ以前に老人クラブのあり方が現状で良いのだろうかという部分まで突っ 

込んで検討をしなくてはいけないと皆さんの意見を聞いて思った。この補助 

は法律に基づいた制度であるので制度の縛りや現状に合わない部分もあると 

思う。皆さんの意見にあったように 60代と 80代を一括りにするのは難しい 

時代である点を考えれば加入者が増えないのは当然のように思う。老人クラ 

ブの年代別加入者数を見ても 80歳以上は加入率が 25％で 4人に 1人が加入 

しているが、60代前半は、加入率が 0.6％、60代後半でも 3.5％である。こ 

ういった点からもこの制度の制度疲労が垣間見える。補助金については、縮 

小で致し方ないと思うが、老人クラブのあり方、組織のあり方について答申 

の内容に含めていければと思うためご意見があれば頂きたい。 

藤田委員：例えばイベントへの参加を非会員の方も参加出来るようにしてはどうか。イ 

     ベントへの参加をきっかけに入会を検討して頂ける人もいるのではないか。 

     会員でないとイベントへの参加は出来ないということで良いか。 

事 務 局：活動の中で怪我をするなどの可能性があり保険の加入などもある事を考える 

     と基本的には会員のみに限っていると思われる。 

菊地会長：非会員の方に直接案内を出す術はないが、広報などで案内を出して非会員の 

方でも参加できるようにハードルを下げるのは 1つの方法である。 

 

菊地会長：世代の問題についてはどうか。難しい問題である。 

間淵委員：もう少し長期のデータがないと難しい。現在の 80代の会員が 20年前はどう 

であったか。60代の時は加入率が少なくて年を重ねるごとに増加してきたの 

であれば問題ないかもしれない。逆に 60代の時点で現状と同程度の加入率で 

あったのならば先細りになると考えられる。もう少し時系列でデータがあれ 

ばわかる。 

菊地会長：年代別で加入率の推移等のデータをとり分析をすることで何か対策をとるこ 

とは可能ではないかということで良いか。 
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間淵委員：現在の 80代が 60代の時の加入率と比較して変化がないようであれば制度自 

     体の見直しが必要ではないかということである。 

 

辻岡委員：例えば商工会などには青年部がある。老人クラブでも同様に年代別に分けた 

活動を検討するのはどうか。60代など年代別に絞った活動をすることでその 

中で仲良くなった会員同士がスライドして上の世代へという形になり結束し 

ていけるのではないか。 

菊地会長：確かに 80代の方が企画したイベントに 60代が参加するというのは難しい部 

     分があるのかもしれない。60代が参加するイベントであればその世代向けの 

     イベントを作っても良いのではないか。 

近藤委員：何年か前に太鼓演奏の関係で伺ったことがあるが、60代の会などがあったよ 

うに記憶している。今も続いているのか不明であるが、当時は 60代が企画し 

、60代が対象であったため、集客が難しかったように記憶している。現状あ 

るかどうか不明であるが、過去に同様の団体があった。いきなり老人クラブ 

加入ではなく、その前にそういった形で繋がるのは良いと思う。 

 

菊地会長：60代の加入率がこのような現状であるので非会員も含めて集まれるような仕 

組みが出来れば少しずつでも加入率の改善に繋がるのかもしれない。 

 

菊地会長：補助金の方向性について「縮小」という意見が多かったがどのような形で縮 

     小するのかという部分がある。皆さんの意見にあったように加入者数に応じ 

     て変更していくというのもあると思う。他には老人クラブの活動を見ると多 

     くの事業を行っており、多い時は月に 7、8個の事業を実施している。活動が 

     活発で良いことではあるが、委員の意見にあったが事務局は大変ではないか。 

     しかも世話役の成り手不足の中、毎年この量の事業を行うのは無理があり持 

     続可能ではないのではないかと思う。以上を踏まえ事業を減らし 1つ 1つの 

     事業を充実させていく方法や辻岡委員の発言にあったように年代に配慮をし 

     た事業を新設するなどの工夫により事業の減少、世話役の負担軽減、補助金 

     の縮小が 1 つの現実的な形ではないか。 

大石委員：私の 78歳の父親の話になるが、60 歳、65歳の時に誘われて断ったようだが 

、知人より高齢の方では役員が出来ず 60歳や 65歳で加入してしまうと暫く 

役員を続けなければいけなくなると聞き躊躇したようだ。結局現在役員を受 

けている人も次に役員を引き継ぎたいため勧誘をするがという形になってい 

るようだ。役員の負担は不明であるが、湖西市では事業も多いように見受け 

られるため、その部分が解消されれば会員数にも変化があるのではないか。 
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菊地会長：事業活動計画に記載がある事業はすべて行わなくてはいけない事業なのか。 

     役員が作成した年間の計画ということで良いのか。 

事 務 局：老人クラブの総会に諮った資料である。記載されている事業はほぼ実施され 

ているのではないか。 

菊池会長：高齢者の方が集まりこれらの活動をするのは有意義なことであるが、昨今の 

     厳しい行財政運営もあるため、皆さんの意見にあったように補助金を加入者 

数に応じた金額にし、事業の選択と集中を行い結果として世話役の負担を少 

しでも減らしていくのが良いのではないか。こういった形で答申をまとめて 

いくという事でどうか。 

     ⇒ 異議なし 

菊池会長：付帯事項として団体のあり方について時代の変化もあるため、抜本的な改革 

     に向けてさらに検討を進め、より多くの高齢者が参加できるような制度に見 

直すべきではないか。また、60代、70代の方が参加しやすくなるような形に 

整えていくべきではないか。これまでの世代別の傾向について分析を行い、 

改革に活かすように付帯事項として含めたいと思うが良いか。 

     ⇒ 異議なし 

 

(2) 観光振興事業費補助金のまとめについて 

菊地会長：次に観光振興事業費補助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「現状維持」とした。 

     湖西市には様々な観光資源がある。これらを外に発信することで市の PRにな 

り旅行者や移住者の増加に繋がるのではないか。また、食や歴史・文化など 

もある。工場が多い地域のように思われるが観光分野にも力を注いでいくべ 

きではないか。観光をもっと発展させ団体独自での収益事業を増やして稼げ 

るような観光協会になっていけば自主財源で PRが出来るようになる。こうい 

った民間意識、商売を意識した団体になると良い。それまでは補助を継続す 

る必要があるのではないかと考える。 

 

間淵委員：観光協会が 2つに分かれておりそのあり方も踏まえて議論をということであ 

ったかと思う。補助金の増減についてということであれば適切な選択肢がな 

かったため「現状維持」とした。 

2つの観光協会については 1つにした方が良いと思う。それぞれ実施してい 

る事業内容が異なるため、1つになっても合理化による補助金の削減はそれ 
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ほど見込めないのではないか。ただし、1つになることで今まで実施出来な 

かった事業ができる可能性はある。市にとってはより観光振興の出来る団体 

になるのではないかと考える。大石委員と同様に補助金に頼るのではなく、 

湖西市を PR することで稼ぐ観光協会に脱皮して頂きたいと考える。 

 

藤田委員：方向性は「現状維持」とした。 

     組織として、すぐに出来るかどうかは別として再編の必要性はあると考える。 

     会の規約の統一など長期的、段階的に進めていくべきである。湖西市観光協 

     会の事務局を市が行っているのは問題があるように思う。まちづくりの観点 

からも市の補助は必要である。しかし観光協会に自立の意思、努力がないと 

進まないように思う。 

 

近藤委員：方向性は「拡大」とした。 

     観光振興協議会、観光協会に属する側からすると拡大してほしい。内部の人 

     間からすると補助があるからこそイベントに行く際にブース代なしで物販が 

     できる。店で使用している物を観光協会等で使用してもらえるのも補助金が 

     あるからこそである。先日も湖西の米を使用して甘酒を作った。うちの店で 

米を作っていないので米を仕入して、また甘酒を作ってもらいそれを店に仕 

入して販売したが、通常の店で販売されている甘酒の素に比べると 3倍程度 

の費用がかかっている。こだわり作っているため確かに美味しいが昨年度と 

同額の金額でしか買い上げてもらえないとなると生産者からすると見合った 

物が作れないため厳しい。こういった補助がありサポートをしてもらい生産 

者が潤うように、商品を継続して出荷できるようにしてもらえると助かると 

いう部分がある。今はおんぱくの繋がりである農家の方と連携して事業を行 

っている。観光と農業では違う世界であるが、湖西の特産品を PRしようと考 

え新しく事業に取り組むためには、観光協会に補助があり、そこからサポー 

トして頂ける方が生産者からすると事業を継続することができる。そういう 

面で拡大と考える。 

 

辻岡委員：方向性は「現状維持」とした。 

     今どこの地域も 6次産業、観光の促進をうたっている。町おこしなどやり方 

は色々あるが、元々観光資源があるところはそれを全面的に打ち出して集客 

を図っている。湖西市でも、情報発信のやり方をもう 1 度他地域などを調査 

するなどして検討してほしい。必要なところにはお金をきっちり使って良い 

と思う。観光自体はイベント毎に集客数を調べる事ができるなど指標として 

計りやすいと思う。費用対効果を意識する必要がある。これだけのお金を使 
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い、これだけの成果があったから効果的な事業という様にわかれば、市とし 

ても有益な事業であり、近藤委員の甘酒ではないが生産者にとっても有益な 

事業になると思う。お金の使い方と結果をしっかり計るべきではないか。よ 

り効果がありそうであれば倍の費用を出すなど、企業的な考え方ではあるが 

費用対効果を意識し、拡大すべき部分は増やし、縮小すべき部分は減らすと 

いうドライな考え方をして良いと考える。 

 

澤木委員：方向性は「現状維持」とした。 

     市外で PRを積極的に行うのは大事なことである。市内に外部から来客がある 

     ことで活性化にも繋がる。観光を通じて市の魅力が伝わることで移住・定住 

促進のきっかけとなり人口や税収の増加に繋がり市も潤う。そこで住民サー 

ビスが充実すれば湖西市が目指す幸福度日本一のまちづくりにも繋がると思 

う。このような考えがあるので観光協会には自主財源で自立した運営を目指 

してもらいたいと思うが、当面は補助金を交付しサポートしても良いのでは 

ないかと思う。湖西市観光協会、新居町観光協会については、外部から見た 

情報からすると合併した方が良いのではないかと思うが、内情がわからない 

のでそうすべきとは言えない。しかし、マンパワー、ノウハウ、資金等が集 

中して湖西市に見合う観光協会が誕生することで、市が目指す観光振興、ま 

ちづくりの実現に近づくのであれば合併も良いのではないかと考える。 

 

鈴木委員：方向性は「現状維持」とした。 

     外から見える部分であり内情がわからないが、素朴な意見として湖西市の規 

模で 2つの観光協会があるというのはいかがなものかと思う。可能であれば 

早急に合併を目指す方が良いのではないかと考える。新居町観光協会は新居 

町商工会が担っているということで旧湖西市との体制が違うのでその部分を 

考えると簡単にいかないのではないかと思う。ただし、オリンピックを前に 

静岡県でも観光に力を入れており、湖西市長も市をアピールするために活動 

をしているようなので今が行動を起こす時ではないかと思う。必要な所には 

しっかりとお金をかけ進めるのが良いと思う。昨年、おいでん祭が行われた 

時に浜松方面から多くの方が電車で来ており驚いた。駅前という立地も良い。

浜名湖もあるため上手く PRしていけばもっと観光が延びると思う。その辺り 

を湖西と新居で分かれて PRするのではなく一緒に行えないのかと思いとりあ 

えず現状維持とした。 

 

菊地会長：本日欠席されている白井委員、金原委員の意見を紹介させて頂く。 

白井委員は「縮小」自主的な再編が困難であれば、行政が強いリーダーシッ 
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プをもって再編を実行すべきであると考える。補助金は再編まで徐々に減少 

させ、ソフトランディングしてはどうか。 

将来的には自立が重要ではないかということだと思う。 

     金原委員は、「拡大または現状維持」湖西と新居の観光協会の統合は当事者 

     が協議した結果を尊重する。ただし、補助事業内容に格差があるため補助金 

     交付要綱の見直し改正が必要と考える。湖西市が観光事業を重点事業と位置 

付けるならば現状維持または拡大とする。 

 

菊地会長：今の各委員の意見を伺って観光協会については総合的な観光振興の観点より 

すぐには難しくても中長期的には統合を進めるべきであるという意見が多か 

ったように思う。特に現状、湖西市観光協会においては事務局を市が行って 

いるのは問題があるのではないか。そういった部分からも中長期的にも統合 

を目指し総合的な観光振興を行っていくべきではないか。また、現状どこの 

地域でも観光振興抜きにまちづくりを進めるのはあり得ない状況となってき 

ているため、そういった観点からも観光により一層力を入れていく必要があ 

る。大石委員、間淵委員の意見にもあったように基本的に観光振興というの 

は民間事業者が行うものであるため、自立へ向け稼ぐ観光、稼ぐ観光協会と 

いう視点を全面に打ち出していくべきではないか。ただし、今までの経緯が 

ある点、必要なところに行政が支援をするのも当然である点より、観光振興 

が見込めるものについては積極的に支援を行っても良いのではないか。他に 

観光振興の更なる推進という観点から情報発信をより充実させるべきではな 

いかという意見もあった。このように補助金についてではなく、組織のあり 

方について多くの意見を頂いた。このような内容について答申に盛り込みつ 

つ、補助金については現状維持、観光振興が真に見込めるものについては一 

層の支援を行っても良いのではないかという内容で良いか。 

     ⇒ 異議なし 

 

(3) 公会堂等備品購入費補助金のまとめについて 

菊地会長：次に公会堂等備品購入費補助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。 

     基本的に各自治会が管理を行っている施設であるため、各自治会で計画的に 

     予算を組み、段階的に更新していけば良いと考える。新たに建設等を行う場 

     合は資金負担が大きくなるが、現状ある物に関しては市に頼らず自治会加入 
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者より集金や自治会収入により対応した方が良いと考える。来年度より廃止 

というわけではないが、廃止に向けて進めるという意味で方向性は廃止とし 

た。 

 

間淵委員：方向性は「廃止」とした。 

     行財政改革の審議という観点より廃止とした。今まで当補助金が使えて得を 

     したところと今後検討していて使えなかったところと出るとは思うが、それ 

     もやむを得ないと考える。ただし、澤木委員の意見と同様になってしまうが 

、行財政改革の観点からは廃止となるが、地域コミュニティの発展などを市 

が重点事業として行うのであれば検討の余地があると考える。補助を継続す 

る際は、補助があるのが当たり前だと思われるのは良くない。他の自治体で 

は同様の補助はない。湖西市は地域コミュニティの発展を重点施策として考 

えているため特別に補助を行っているという認知を市民にして頂けるように 

すべきと考える。 

 

藤田委員：方向性は「縮小」とした。 

     公民館の賑わいが地域の賑わいを生むという観点からいえば公会堂の存在意 

義はあると考えられるため、補助金の公益性は認められると思う。費用対効 

果は利用者数の変化で求めることができる。補助金は必要であるが、地域の 

自立も求められる。近隣自治体と比較すると縮小で良いと考える。 

 

近藤委員：方向性は「現状維持」とした。 

     今までも見直しがされており、必要な事に対して適切に使用されているので 

あれば良い。必要な時に使用できる形であれば継続してほしいと考えた。 

 

辻岡委員：方向性は「縮小」とした。 

     湖西市内の自治会でも世帯数に大きく差があると当審議会でも話が出たが、 

     それぞれの自治会が持つ予算規模は違う。必要な物を買う時に買うお金が捻 

     出できない所に金原委員の意見にあるように緊急性、優先順位を付けて補助 

     することは良いと思う。全体としては縮小で良いのではないか。緊急性のな 

い物は予算を見て決める。基本的には各自治会の予算で賄って頂く形で良い 

と思う。 

 

澤木委員：方向性は「現状維持」とした。 

     公会堂などは防災関係の理解を深めるための集まりや子ども会のイベントな 

     どが行われており住民にとって重要な施設である。仮に公会堂が使えない場 
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     合、今実施出来ているコミュニティ活動が行えなくなり、それらの活動の衰 

     退も考えられる。他市では同様の補助がない点はあるが、幸福度日本一のま 

     ちを目指している湖西市としてそこは割り切って考え、地域コミュニティ活 

     動を拡充させるための環境整備へのバックアップがあっても良いと思う。一 

     部の人のみ恩恵を受けられるものではなく、コストパフォーマンスも悪くな 

いため、自治会等の費用面の負担軽減を目的に継続して補助が出来れば良い。 

ただし、市の予算にも限りがあるため、上限額を定めた上で補助をした方が 

良いと考える。 

 

鈴木委員：方向性は「廃止」とした。 

     私の知っている公会堂は、いつも閉まっており、古く、寂れているイメージ 

     である。これらの施設は自治会等の所有物になっている。自治会の所有物に 

なったということであれば補助の必要はなく、他の委員からも出たようにそ 

れぞれの自治会で計画的に備品を買い替えていけば良いと考える。今までの 

補助額にバラつきがある点や、調査した上で必要性、緊急性の高いところか 

ら補助をしているが、内容に偏りがある点などを見ると言った者勝ちなのか 

という印象である。話が逸れるかもしれないが、浜松市では公民館というと 

館長がいて、図書室などが入り、市民向けの講座などの開設、市民団体の集 

まりなど、市民の集いの場になっており賑わいがあるが、湖西では先ほど話 

したようなイメージしかない。その辺りも問題なのではないかと感じている。 

      

菊地会長：本日欠席されている白井委員、金原委員の意見を紹介させて頂く。 

白井委員は「現状維持」当面現状維持、公益性や費用対効果など補助の必要 

性について効果測定の上、縮小も視野。 

     金原委員は、「縮小」各地区で備品は耐用年数などもあり購入を希望するこ 

     とは理解できる。ただし、湖西市の予算も既に減少している現状を考え補助 

     金予算は縮小する。申請があった備品について緊急性など優先順位を付けて 

     補助する方法をとる。 

 

菊地会長：今の皆さんの意見を聞くと自治会活動や地域コミュニティ活動の充実化のた 

めには必要である。補助率も 1/2 から 1/3に変更されており 3年ごとの見直 

しがされているのであれば現状維持で良いのではないかという意見もあった。 

その一方で近隣の自治体では同様の補助金は見られない。財政が厳しい現状 

を考えるとこのままで良いのかという意見もあった。 

事務局に確認だが自治会活動への支援はこの補助金以外にもあるということ 

で良いか。 
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事 務 局：良い。 

菊地会長：あるのであれば基本的には自治会の私有物なので各自治会の予算で購入して 

     頂けば良いという意見もあると思う。 

各委員の意見を聞いて改めて意見がある委員はいないか。 

各自治会にこれ以外の補助がある点、近隣自治体に同様の補助がない点、こ 

れらを踏まえてこの補助金を交付する妥当性を考える必要がある。 

 

鈴木委員：過去の実績を見るとその年度により総額のバラつきがある。市として補助金 

の限度額を決めているわけではなく、要望があった時点で対応をしていると 

いうことで良いか。 

事 務 局：そのとおりである。その内容により多額の補助になっているものもある。申 

     請に基づき交付しているため、バラつきがである。 

鈴木委員：平成 29年度は決算額が少ないが、申請があってもまだ使用できるから断る 

     という場合もあるのか。金額が定まっていないため、その都度協議をして対 

     応しているという事で良いか。 

事 務 局：申請内容によってはお断りする事も考えられる。 

予算計上の仕方は、例えば来年度に購入したい備品がある場合は、市の担当 

課が予算計上する秋辺りまでに要望書を提出して頂く。それを担当が精査し、 

必要な物であれば予算を計上するという形である。よってバラつきがあると 

いうのは、偶然その年度に多くの要望があったなどが考えられる。 

鈴木委員：電化製品などで同時期に購入をしていれば同じようなタイミングで故障が考 

えられる。購入から何年後かに同時に要望が上がってきても市はそれに合わ 

せ予算計上をするのか。 

事 務 局：申請に基づき必要性があれば財政課と相談して出来る範囲で対応していく形 

     になる。 

鈴木委員：そういうことであれば、基準がないので現状維持や縮小はある意味難しいの 

     ではないか。決まった金額があればそこから半分にするなどの対応も出来る。 

 

菊地会長：過去の実績を見ると平成 25年度は実績が 28件、平成 26 年度は 9件、平成 

27年度は 5 件、平成 28、29年度は 1件ずつ、平成 30年度は 3件である。こ 

れだけを見ると自治会からの要望が減ってきているように見えるが、他に減 

少する要因はあるのか。 

事 務 局：推測になるが、平成 29年度に補助率の改定を行っている。平成 28年度まで 

     は事業費の 1/2を補助、平成 29年度からは 1/3を補助という事でそれを見 

     越した駆け込みがあったのではないか。 
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菊地会長：私は市外に在住のため、公会堂等の現状がはっきりとわからない部分がある 

     備品の状況や買い替えの状況はどうなのか。今後も継続的にありそうか。 

間淵委員：私は浜松に在住である。先ほど鈴木委員より浜松市の公民館は充実している 

     という話があった。昔は浜松市も公会堂や公民館が混ざり存在していた。行 

     政が所有している公民館、今は名称が変わり協働センターであるが、それは 

     あくまで公の施設、自治会等で使用している公会堂等は湖西市とそれほど変 

わらない。補助があればありがたいと思うが、それを言えばきりがない。各 

自治会の収入や委託事業などを積み立てていく事も重要ではないか。補助が 

あることが当たり前という部分が市民感覚的にあると思う。あればありがた 

いがそのような部分に切り込むのがこのような会議ではないか。 

菊地会長：確かにあればあった方が良いが、行財政が厳しい現状、近隣市町村には同様 

の制度がない点、将来的には無い袖は振れないということも考えられる。私 

も間淵委員と同様に基本的には自治会の予算の中で購入して頂くのが筋では 

ないかと思うがどうか。 

 

辻岡委員：補助の依頼を市として断ることはあるのか。 

事 務 局：推測にはなるが、1年先送りにしてほしいなどと対応することはあり得ると 

     思う。平成 25年度のように多くの要望が上がってきて内容を精査し、平成 

     26年度まで待ってほしいなどと断る可能性はあると考えられる。 

辻岡委員：タイミングをみてということか。市としてある程度受けなければいけないと 

     いう意識を持って対応してくれていると思う。各自治会から要望が出てきて 

     初めて予算が決まるという仕組み自体も検討しなくてはいけない。私は縮小 

と書いたが、各自治会で対応できるのであれば廃止などの形にしなければ、 

収まらないのではないか。市も申請があれば断り難いのではないか。 

 

澤木委員：補助金・交付金自己評価シートには、廃止できない理由、廃止した場合の影 

     響について、自治組織のコミュニティ活動を拡充させるための環境整備は必 

要不可欠との記載がある。際限なく支出されるのは、市の財政を圧迫するた 

め良くないと思うので上限を設けつつも、地域コミュニティ活動を制限する 

ことになり、それが市民サービスの低下になったり、人口減少対策や活気あ 

るまちづくり施策の妨げになってしまうことがないような補助金の見直しに 

していくべきではないか。市としてのコミュニティ活動に対する考えを聞い 

てみたい部分でもある。移住定住施策を考え、自治組織のコミュニティ活動 

の充実に関しては力を入れていきたいなどの考えを教えて頂きたい。 

事 務 局：現在の総合計画でも市民協働を前面に打ち出している。市が出来ること、民 

     間で出来ることなど色々あるが、その中でも公民館は、老人クラブや子ども 
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     会など様々な団体が使用する施設である。その点からも自治会に応援を頂い 

     ている部分も多々ある。自治会の運営費も年々縮小の傾向にあり、ある一定 

     の支援をする必要はあると思う。その点からもある程度力を入れていかなけ 

     ればいけないところではないかと思う。ただし、以上の話はあくまで行政側 

     の話になるので答申では委員の皆さんの率直な意見を頂きたい。 

 

菊地会長：29年度から補助金の上限額は 50万円となっている。際限なく補助をしてい 

     るわけではない。また、補助率も 1/3になり、自己負担も増えたため、直近 

     1、2年では実績が減少しているのではないかと思われる。ただし、基本的に 

     この補助金で購入されている備品は、エアコン、椅子、机などになる。自治 

     会活動の重要性は、強調しても強調しすぎということはない。しかし、自治 

会活動の充実化というのは、基盤となる備品はもちろん必要であるが、その 

自治会員の意欲に基づいた内容による部分が大きいと考える。備品の補助金 

が自治会活動の充実化に繋がっているのか。あるいは、充実化に繋げるには 

何が必要なのか考えていく必要がある。辻岡委員の意見にあったように曖昧 

な部分が大きく廃止というのも 1 つ考えなくてはいけない。他方、澤木委員 

が話をされていたコミュニティ活動の充実化の主旨も十分理解できるため、 

その辺りの両立をどのように見据えていくのか。それを踏まえてアイディア 

などがあれば意見を出して頂きたい。 

     現状では、財政状況や近隣市町村の状況を踏まえると行財政改革審議会とし 

     ては廃止の方向で検討しなくてはいけないと考えるが、それを覆せるような 

     意見があれば頂きたい。 

近藤委員：笠子太鼓の練習を町内の公会堂のホールで行っている。今度ホールのエアコ 

     ンの買い替えを行わなくてはいけないということで、町内会長よりお電話を 

     頂いた。市の補助と町内会費と最も多く使用している笠子太鼓で 1/3ずつ支 

     出することは出来ないかという打診であった。使用をさせて頂いているので 

     もちろん良いですよというやりとりになった。1/3の市の補助がなくなるか 

     ら出来ないのではなく、1/3の中で使用団体等と調整をしながら管理してい 

     る。単純に貰える物は貰ってということではない。1/3で継続できるのであ 

れば継続して頂きたいと思う。 

 

菊地会長：他の方で意見のある方はいないか。 

藤田委員：事務局の話など自治会の運営費が年々減少しやりくりが大変であると聞いた。 

     実績一覧にある平成 25年の表鷲津多目的ホールは、新築時の備品購入であっ 

     た。この時は補助率が 1/2で半分頂けた。時期問わずエアコンがあることで 

     快適に使用させて頂いている。可能であれば補助率 1/3、上限 50万円という 
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     ことであるので一度に廃止ではなく、様子を見ながら縮小していく方向にし 

     て頂けるとありがたいと思う。 

澤木委員：私の住んでいる地域の公会堂は、きれいで使用頻度が高い。先ほどの鈴木委 

     員の印象とは違うため、地域により違うと感じた。出来れば現状維持にし、 

     様子を見て縮小していく方が良いのではないか思う。 

 

菊地会長：この補助金は何年かに一度見直されるもので良かったか。 

事 務 局：3年に一度見直しされている。 

 

鈴木委員：先ほど要望があれば考えるということであったが、上限が 200万円から 50 

     万円に変更されたということで、50万円に達した時点で来年度以降にお願い 

するか断るということになるのか。先ほど補助内容により精査し検討という 

ことであったが。 

事 務 局：1つの申請に対して上限が 50万円ということである。 

鈴木委員：私の住む地域には鷲津防災センターがある。去年の時点で、管理が自治会の 

     管轄になることが決められていた。その際に自治会の管轄になるので、机や 

椅子などの備品に関しては自治会で買うことになるという話があった。鷲津 

防災センターが私の住んでいる地域では公会堂という捉えになるのか。また、 

申請を行えば補助を頂けるということで良いのか。 

事 務 局：自治会の所有になれば扱いとしては同様の扱いになると思われる。今は、市 

     の所有物である。表鷲津コミュニティ防災センターと鷲津コミュニティ防災 

センターは特殊な事情があるため、他の公会堂とは同じ考え方ができない施 

設になる。 

鈴木委員：鷲津防災センターは設備が良い。他の地域と比較すると差があると感じる。 

辻岡委員：私が住む地域も古い施設である。私が子供の頃から変わっていない。3年で 

     見直しが出来るのであれば、3年間やって自治会等から反対の意見がなけれ 

     縮小する形でも良いのではないか。現時点でも補助率や上限額の見直しが出 

来ている。本当に困った時に再度検討してみてはどうか。方向としては廃止 

だが、段階を踏んで縮小していき、その間にそれぞれの自治会から出てくる 

意見を拾うというのはどうか。 

菊地会長：1件辺りは上限が 50万円に設定されているが、出てくる要望の数により予算 

     が変わってきてしまう。財政に与える影響が不透明になる部分が懸念される。 

     先ほどからの皆さんの意見を聞いていると市民の要望、当補助金への期待は 

     大きいと感じる。この補助金以上に縮小、廃止するべき補助金があるのかも 

しれない。これを考えると市民の皆さんの優先度は高いと考えて良いか。 

間淵委員：防災等の方が大切であると思う。何事も貰えるものであれば欲しいし、なく 
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なることへの抵抗はあると思う。受益者負担というのが原則になると思う。 

その中で市民協働という考え方があり、地域コミィニティに対して市がまち 

づくり等の観点からどのように関与していくかにより変わってくる。原則補 

助はないけれども、自治体との関係の中で結果的に現状維持になったのかも 

しれない。 

菊地会長：行財政改革審議会としては、財政状況や近隣他市の状況を勘案して原則廃止 

     が望ましい。ただし、地域自治会活動の充実化や自治会活動に対する市の優 

     先順位を勘案した上で真に必要なものについては例外的に認めても良い。次 

     の 3年後の見直しの際には、廃止、上限の減額も含めてさらなら見直しを行 

     うこと。曖昧な形となってしまうが以上のような内容ではどうか。 

大石委員：自治会がどの程度の予算を持っているか不透明である。私の住んでいる地域 

     の自治会では繰越予算が結構ある。あるのであれば市の補助を受けなくても 

     十分やっていける。自治会長等の立場では、減らさないように次の年度に送 

     っていきたいという方が多いと思う。結果的に毎年少しずつ貯まっていって 

     しまうという印象である。人口が増えている地域では年々収入額が増額して 

いき、人口減少地域では、かかる経費が同じでも収入額が毎年減っていく。 

一概に自治会の予算でというのは難しいのかもしれない。本当は崩壊してし 

まいそうな自治会もあるのかもしれない。そうなると自治会同士が合併する 

かなどの話になってしまう。自治会の予算を見ないと何とも言えないが、十 

分予算があるのであればこのような補助制度は廃止にしても良いと思う。 

菊池会長：その辺りの自治会予算について肌感覚というのはどうか。 

藤田委員：施設を使う時は、皆さん使用料を払っているか。私の住んでいる地域の公会 

     堂では、使用の有無問わず季節により冷暖房の使用料を払っている。当然維 

     持管理費が必要になる。自治会としても施設を維持するためのお金を考えて 

     いると思う。今度市の施設の使用料の見直しがある。地域住民以外も使用で 

きる施設のため、現状のままでも予約が取れないくらい活用されているのに 

市の施設の値上げ後はさらに難しくなるのではないかと役員の方が心配して 

いた。件数が増加すれば収入が増加する可能性もあるが、電気代金等はどう 

なるのかなど疑問もある。施設としては、備品は十分揃っているし、料理教 

室などもあり充実した施設である。よって、菊池会長が話をされた案でも良 

いのではないかと思う。 

菊地会長：原則としては、自治会活動への支援はされている。それに加えて当補助金が 

     あるという形であり、ある意味二重補助となっている。また、近隣自治体に 

     は同様の補助がないという点を勘案すると、原則的には廃止せざるを得ない 

     と考える。しかし、地域住民のコミュニティ活動に対する意欲や熱意に応じ 

     て補助金の優先順位が変わってくる。当補助金が削減、廃止され市民がそれ 
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     ほど必要と思えない部分に予算が投入されれば市民の満足度は下がってしま 

     う。その部分も含めて検討が必要になる。その点から先ほどの提案をさせて 

     頂いた。やはり基本は廃止となるか。審議会としては 3 年もしくは 6年で原 

則廃止とするが、澤木委員の意見にあったように市としてコミィニティ施策 

の重要性をどのように考えているのか。あるいは市民のニーズの高い補助金 

であるのでその点も勘案して最終的に判断するという内容でどうか。 

     ⇒異議なし 

 

3 その他 

    

事務局から事務連絡 

 

 

4 閉 会 

 


