
補助・扶助事業の見直しの方向性（案）

課所等名 管理番号 補助金等名称
方向性
（最終案）

具体的措置

総務部
総務人権課 1 和光市文化団体連合会補助金 継続

2 和光市職員互助会補助金 継続

3 職員人間ドック受診助成金 継続

危機管理室
4 防犯灯設置・修繕事業補助金 継続

5 自主防災組織活動事業補助金 縮減
公平性の観点から、自主防災に適した物品等及び数量を精査・限定し、交付決定
の際の審査の基準の見直しを行う。

市民環境部
戸籍住民課 6 葬儀費用助成 縮減 市斎場のない近隣市と同額程度を上限とする。

7 和光市民まつり実行委員会補助金 継続

8 自治会補助金 継続

9 自治会連合会補助金 継続

10 コミュニティ協議会補助金 継続

11 勤労者住宅賃金貸付利子補給補助金 終了 令和元年度で利子補給が終了した事業であるため終了。

12 農業の有する多面的機能発揮推進補助金 継続 国・県からの交付金がある期間のみ継続する。

13 都市農業支援事業補助金 縮減 補助率を２分の１から３分の１に引き下げ、縮減する。

14 都市農業推進事業補助金 継続

15 農業後継者事業補助金 縮減 １事業あたりの上限額を20万円から10万円に縮減する。

16 農業近代化資金利子補給補助金 継続

17 新事業創出型事業補助金 縮減
既存の対象者については期限内までの継続とし、令和３年度以降、新規受け入れ
については、県補助額の1/2となるよう年間上限額を15万円に縮減する。

18 融資利子補給補助金 継続

19 工場等移転資金利子補給補助金 廃止

当補助金は、住工混在地域からの移転の促進を図るものとした初期の目的を終了
しているため廃止し、再度、新たな産業拠点の整備における適切な土地利用の誘
導に資する枠組みを検討する。既存の対象者については期限内までの継続とし、
令和２年度以降、当補助金の新規受入れを廃止する。

20 商工会補助金 継続

21 猫の去勢・不妊手術費補助金 縮減
団体の行った不妊去勢については公益財団法人どうぶつ基金で実施している「さく
らねこ無料不妊手術事業」の活用を検討し、当補助金の対象を個人の行った不妊
去勢に限定する改正を行い縮減する。

22 雨水貯留槽設置費補助金 継続

23 雨水浸透施設設置費補助金 継続

24 保存樹木助成金 その他
景観及び都市環境の整備に資するものとして、対象となる樹木を公共空間に隣接
する樹木に限る等、制度自体の見直しを行う。

25 太陽光発電システム設置費補助金 廃止
第３次環境基本計画を策定する際、太陽光発電を含む再生可能エネルギーに関す
る国の動向を踏まえたうえで新たな枠組みを検討することとし、現在休止中となって
いる当補助金を廃止する。

26 省エネルギー機器等設置費補助金 廃止
第３次環境基本計画を策定する際、新エネルギー等に関する国の動向を踏まえて
新たな枠組みを検討することとし、現在休止中となっている当補助金を廃止する。

27 生け垣設置奨励補助金 廃止
当補助金と同じく、地震による倒壊のおそれのあるブロック塀の撤去及び改修の促
進を目的として実施している和光市既存ブロック塀等補助金が令和２年度で終了す
ることを鑑み、適時性の観点から令和３年度から廃止とする。

28 リサイクル活動推進費補助金 継続 朝霞市とのごみ処理広域化に合わせ、改めて今後検討を行う。

29 環境にやさしいまちづくり市民団体補助金 廃止
平成２９年度に実績がなかったことに加え、現在は市民に対する美化意識の高揚及
びリサイクルの推進について浸透しており、推進と啓発の役割を終えているため、
令和３年度から廃止する。

保健福祉部
地域包括ケア課 30 和光市看護師・介護福祉士・保育士等就学等資金助成金 継続

31 社会福祉協議会事務局運営補助金 縮減
市からの指定管理収入等に社会福祉協議会の本部経費相当分も含まれていること
や社会福祉協議会の財産である積立金残高の水準等も勘案し、適正な補助金額ま
で縮減する。

32 生活介護施設「さつき苑」運営補助金 廃止 令和２年度から指定管理者制度を導入することから、当補助金は廃止とする。

33 和光市障害者団体福祉事業補助金 継続

34 障害者生活サポート事前登録団体運営費補助金 縮減 和光市独自の上乗せ分について、段階的に引き下げ、最終的に廃止する。

35 難聴児補聴器購入費助成金 継続

36 在宅重度心身障害者手当 継続

37 重度身体障害者居宅改善整備費補助 継続

38 身体障害者自動車運転免許取得費補助 継続

39 身体障害者自動車改造費補助 継続

40 更生訓練費等支給費 継続

41 日中一時支援費 継続

42 医療扶助（難病患者入院見舞金） 縮減 近隣市２市と同等の水準になるように令和３年度から縮減する。

43 手帳交付診断書料 継続

44 福祉タクシー利用料金 継続

45 燃料費補助 継続

46 精神障害者通院医療費助成 継続

47 移送サービス負担金 廃止
平成２８年度以降実績がなく、また近隣２市が実施していないことを鑑み、当該事業
を直ちに廃止する。

48 障害者グループホーム等入居家賃助成補助金 継続

49 災害見舞金 縮減 近隣市３市と同水準となるよう令和２年度から見舞金の額を縮減する。

50 行旅病人医療給付費 継続

51 老人クラブ補助金 継続

52 老人クラブ連合会補助金 継続

53 長寿・敬老支援　 継続

54 高齢者居宅改善整備費補助金 縮減 介護保険事業計画の見直しを行う際、制度設計の見直しを行い、縮減する。

55 介護扶助（グループホーム等入居家賃助成事業） 縮減
介護保険事業計画の見直しを行う際、補助対象者の実態を調査し、対象者の要件
を精査するとともに、段階ごとの補助率の見直しを行い、縮減する。

56 介護扶助（介護保険利用者負担金助成事業） 縮減
各所得段階の補助率を見直し、非課税年金を算定根拠に追加することにより縮減
する。

57 高齢者支援住宅補助金 縮減
介護保険事業計画の見直しを行う際、補助対象者の実態を調査し、対象者の要件
を精査するとともに、段階ごとの補助率の見直しを行い、縮減する。

職員課

危機管理室

市民活動推進課

資源リサイクル課

産業支援課

環境課

社会援護課

長寿あんしん課



58 高齢者世帯住替住宅家賃助成 終了 令和元年度で終了した事業であるため終了。

59 在宅老人援護費 継続

60 骨髄移植ドナー助成費補助金 継続

61 葬祭費 継続

62 指定保養所利用料金補助金（宿泊施設） その他
令和２年度に、令和３年度から令和５年度までの３年間の保険税率等を検討する際
に当補助金についても合わせて見直しを行う。

63 指定保養所利用料金補助金（浴場施設） その他
令和２年度に、令和３年度から令和５年度までの３年間の保険税率等を検討する際
に当補助金についても合わせて見直しを行う。

子どもあんしん部
64 子育て活動推進事業費補助金 縮減 補助限度額及び補助率を見直し縮減する。

65 乳幼児・子ども医療費助成金 継続

66 母子家庭自立支援給付金事業 継続

67 食育活動推進事業費補助金 終了 平成３０年度で終了した事業であるため終了。

68 民間保育所補助金 継続

令和元年１０月からの教育・保育無償化に伴い、当該事業の果たす役割も大きく変
わる可能性があるため、現段階では継続の方向性を示すとともに、制度改正による
社会的な影響や今後の動向を踏まえ、数年間の経過観察の後に、重点的な精査を
要する。

69 小規模保育事業所補助金 継続

令和元年１０月からの教育・保育無償化に伴い、当該事業の果たす役割も大きく変
わる可能性があるため、現段階では継続の方向性を示すとともに、制度改正による
社会的な影響や今後の動向を踏まえ、数年間の経過観察の後に、重点的な精査を
要する。

70 利用者負担額軽減助成金 継続

71 幼稚園保護者補助金 終了 令和元年１０月からの保育無償化に伴い終了。

72 幼稚園入園料補助金（新制度幼稚園） 縮減
令和元年１０月からの保育無償化による社会的な影響や今後の動向を注視し、数
年間の経過観察の後に、対象者の要件及び段階ごとの補助額の見直しを行い、縮
減する。

73 民設送迎保育ステーション事業補助金 継続
送迎保育ステーション事業と屋外遊技場への送迎事業を整理した上で、当該事業
の名称を変更する等の検討を行う。

74 幼稚園児保護者補助金（入園料） 縮減
令和元年１０月からの保育無償化による社会的な影響や今後の動向を注視し、数
年間の経過観察の後に、対象者の要件及び段階ごとの補助額の見直しを行い、縮
減する。

75 幼稚園児保護者補助金（保育料） 終了 令和元年１０月からの保育無償化に伴い終了。

76 幼稚園事務費補助金 縮減
市外幼稚園については対象児童数が一定数以上存在する幼稚園に限る等の要件
を追加し、補助対象施設の見直しを行う。

77 教職員研修等助成金（東上地区私立幼稚園協会和光支部） 継続

78 民間学童クラブ事業費補助金 継続

79 学童クラブ補捕食代助成 継続

80 市外水泳施設利用料助成 廃止
広沢複合施設の市民プール開設後は不要な事業であるため、開設と同時に廃止す
る。

建設部
81 公共事業施行に伴う移転資金利子補給補助金 継続

82 和光市組合等まちづくり整備事業補助金※越後山 継続

83 和光市組合等まちづくり整備事業補助金※白子三丁目 継続

84 保全地区助成金 継続

85 朝霞地区交通安全協会和光支部補助金 継続

86 和光市交通安全母の会補助金 継続

87 朝霞地区交通安全協会補助金 継続

88 耐震診断及び耐震改修助成金 継続

89 和光市既存ブロック塀等補助金 廃止 令和２年度で終了する事業であるため、令和３年度から廃止する。

教育委員会
90 入学準備金貸付利子補給補助金 継続

91 市教育研究会補助金 継続

92 小・中学校長会補助金 継続

93 みどりの学校ファーム補助金 継続

94 特色ある学校づくり補助金 継続

95 林間学校等参加費補助金（小学校・中学校） 継続

96 教育扶助（小学校） 継続

97 医療扶助（小学校） 継続

98 給食費扶助（小学校） 継続

99 教育扶助（中学校） 継続

100 医療扶助（中学校） 継続

101 給食費扶助（中学校） 継続

102 対外競技派遣費補助金 継続

103 和光市人権教育推進協議会補助金 継続
図書館の視聴覚資料を活用する等、DVD等普及媒体の有効活用による人権教育
の推進を検討する。

104 ボーイスカウト　和光団補助金 継続

105 和光PTA・保護者会連合会補助金 継続

106 白子囃子保存会補助金 継続 寄附金制度の活用など、一般財源以外の財源の確保について検討を行う。

107 白子囃子太鼓修繕補助金 継続 寄附金制度の活用など、一般財源以外の財源の確保について検討する。

108 青少年育成和光市民会議補助金 継続

109 地域青少年を育てる会連合会補助金 継続

110 地域青少年を育てる会補助金 縮減 補助対象会員一人当たりの補助金額を見直し、縮減する。

111 青少年相談員協議会事業費補助金 継続

112 体育協会補助金 継続

113 市民体育祭補助金 継続

77 見直し対象事業の平成30年度決算額合計金額（113事業）

19 　内　継続（74）

9 　縮減（19）

5 　廃止（15）

3 　終了（5）

※部局長から提出された意見により、方向性の変更をしたもの　６事業

健康保険医療課

生涯学習課

スポーツ青少年課

長寿あんしん課

保育サポート課

学校教育課

ネウボラ課

保育施設課

都市整備課

道路安全課

建築課

継続７７（内条件付き継続８）

縮減１９

廃止９

終了５

その他３

合計１１３事業


