
≪見直しにより廃止した補助金≫
条例・規則に基づく補助金

助成 助成

開始 終了

（南茅部） 平成 平成

保育所通園費補助金 個人 １７ ２２ 申請者皆減 H22予算額：118

要綱等に基づく補助金

（戸井） 函館市戸井 平成 平成 合併後の取扱を検討した結果

納税貯蓄組合連合会補助金 納税貯蓄組合連合会 １７ １９ 自主納付の観点から解散 H19予算額：64

（恵山） 函館市恵山 平成 平成 合併後の取扱を検討した結果

納税貯蓄組合連合会補助金 納税貯蓄組合連合会 １７ １９ 自主納付の観点から解散 H19予算額：72

（南茅部） 函館市南茅部 平成 平成 合併後の取扱を検討した結果

納税貯蓄組合連合会補助金 納税貯蓄組合連合会 １７ １９ 自主納付の観点から解散 H19予算額：94

（戸井） 平成 平成 合併後の取扱を検討した結果

納税貯蓄組合補助金 戸井地区納税貯蓄組合 １７ １９ 自主納付の観点から解散 H19予算額：1,508

（恵山） 平成 平成 合併後の取扱を検討した結果

納税貯蓄組合補助金 納税貯蓄組合22組合 １７ １９ 自主納付の観点から解散 H19予算額：1,278

（南茅部） 平成 平成 合併後の取扱を検討した結果

納税貯蓄組合補助金 納税貯蓄組合44組合 １７ １９ 自主納付の観点から解散 H19予算額：2,943

（椴法華） 函館市椴法華 平成 平成 合併後の取扱を検討した結果

納税貯蓄組合連合会補助金 納税貯蓄組合連合会 １７ １７ 自主納付の観点から解散 H16予算額：66

（椴法華） 平成 平成 合併後の取扱を検討した結果

納税貯蓄組合補助金 納税貯蓄組合44組合 １７ １７ 自主納付の観点から解散 H16予算額：1,616

新規高卒者等を 平成 平成 新規高卒者の雇用情勢が

新規高卒者等雇用奨励補助金 正規雇用する中小企業 ２２ ２３ 回復しているため H23予算額：19,500(補正後)

季節移動労働者傷害保険 北海道季節移動労働者 昭和 平成 協会解散のため

掛金補助金 福祉協会 ５０ １６ H16予算額：24

［スポーツ振興基金］ 町会団体により組織 平成 平成

町会ｽﾎﾟｰﾂ振興補助金 されたｽﾎﾟｰﾂ団体 ５ １９ H19予算額：150

（戸井） 中学3年生(要,準要 平成 平成

中学生国内研修事業補助金 除く),引率者 １７ １８ H18予算額：2,224

行政の補完的団体補助金　　　　

函館市文化・ｽﾎﾟｰﾂ振興財団 (財)函館市文化・ 平成 平成

運営補助金 ｽﾎﾟｰﾂ振興財団 １ ２３ H23予算額：14,000

奨励的団体補助金　　　　　　　

昭和 平成 老人医療助成制度

老人医療助成制度推進補助金 函館歯科医師会 ４７ １９ 平成19年度廃止のため H19予算額：364

平成 平成

市民菜園運営費補助金 函館市農業協同組合 １１ １６ H16予算額：351

農業後継者経営管理研修費 函館市亀田農業 平成 平成

補助金 協同組合 １３ １５ H15予算額：330

平成 平成

優良乳牛育成事業費補助金 函館酪農協同組合 ４ １４ H14予算額：690

団体運営補助金

椴法華地区女性団体 函館市椴法華 平成 平成 自主運営可能

連絡協議会補助金 女性団体連絡協議会 １７ １９ H19予算額：50

函館市コミュニティ運動 函館市コミュニティ 昭和 平成 函館市コミュニティ運動推進

    　　　推進協議会補助金 運動推進協議会 ５４ １８ 協議会平成18年度解散のため H18予算額：180

函館市納税貯蓄組合 昭和 平成

納税貯蓄組合連合会補助金 連合会 ３６ １４ H14予算額：450

昭和 平成

納税貯蓄組合設立補助金 新設納税貯蓄組合 ２７ １３ H13予算額：2

19

21

22

口座振替の普及等により，組合員に対する納税奨
励が困難となり，活動が停滞してきたため

口座振替の普及等により，組合員に対する納税奨
励が困難となり，活動が停滞してきたため

20

17

18

15

補助目的達成のため
一部を総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ育成事業補助金へ移行

合併協議会での決定事項により函館市の制度（補助な
し）に統一されたため（当補助金は修学旅行経費の一部
補助であった）
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7

9
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5

4
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備　考

1

見直しの理由補助金名 補助団体名

14 経営努力により，当面運営可能と判断

16

（単位：千円）

補助団体が事業を廃止したため（市民菜園の閉
園）

函館市地域ﾘｰﾀﾞｰ育成研修事業に移行することとし
たため

目標搾乳量の達成および輸入精液の価格低下によ
り補助を必要としなくなったため

1



助成 助成

開始 終了

ふれあいのまちづくり 社会福祉法人 平成 平成

　　　　　　　事業費補助金 函館市社会福祉協議会 ９ ２２ H22予算額：4,310

高齢者能力開発情報ｾﾝﾀｰ 社会福祉法人 昭和 平成

　　　　　　　運営費補助金 函館市社会福祉協議会 ４９ ２２ H22予算額：2,919

社会福祉法人 昭和 平成

福祉活動専門員設置費補助金 函館市社会福祉協議会 ４２ ２２ H22予算額：2,508

（戸井） 社会福祉法人 平成 平成 自主運営可能

敬老会事業費補助金 函館市社会福祉協議会 １７ ２１ H21予算額：500

（恵山） 平成 平成 自主運営可能

敬老会事業費補助金 恵山町内会連合会 １７ ２１ H21予算額：700

（恵山） 函館市ボランティア 平成 平成 自主運営可能

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会運営費補助金 協議会えさん １７ １９ H19予算額：70

社団法人 平成 平成 自主運営可能

母子寡婦福祉会補助金 函館母子寡婦福祉会 １７ １８ H18予算額：269

日本オストミー協会 日本オストミー協会 平成 平成 自主運営可能

函館支部補助金 函館支部 ９ １３ H13予算額：50

平成 平成 自主運営可能

１７ １９ H19予算額：54

函館医療保育専門学校 平成 平成 私立専修学校運営助成費へ移行

歯科衛生士科運営費補助金 野又学園 １２ １８ H18予算額：5,000

南茅部衛生団体連合会 平成 平成 市の補助基準，団体の役割等

　　　　　　　　　　補助金 南茅部衛生団体連合会 １７ １８ 検討した結果解散 H18予算額：300

函館市教職員福利厚生事業 函館市教職員福利 昭和 平成 会員の会費により賄うべきものと判断

補助金 厚生会 ４５ ２３ ※H23事業仕分け判定（廃止） H23予算額：1,200

（戸井） 平成 平成 H20.5.31解散

勤労者援護組合補助金 戸井勤労者援護組合 １７ １９ H19予算額：250

函館水産物マイスター養成協議会函館水産物 平成 平成 補助目的達成のため

運営費補助金 マイスター養成協議会 １９ ２１ （協議会主体で事業継続中） H21予算額：500

函館市農村生活改善ｸﾞﾙｰﾌﾟ連絡協議会 昭和 平成 自主運営可能 H18予算額：180

生活改善推進補助金 亀田農村婦人連絡協議会 ４７ １８ H18予算額：90

汐首漁業無線局利用組合 汐首漁業無線局 平成 平成 自主運営可能

運営費補助金 利用組合 １７ ２２ H22予算額：750

函館市商店街振興組合 函館市商店街振興組合 昭和 平成 H20.3.31解散

  　　　　　　連合会補助金 連合会 ５６ １９ H19予算額：300

函館市青年サ－クル 昭和 平成 自主運営可能

函館市青年サークル協議会補助金 協議会 ５４ １９ H19予算額：200

戸井地区子ども会育成連絡 戸井地区子ども会育成 平成 平成 合併協議会の決定事項により

協議会補助金 連絡協議会 １７ １９ 函館市子ども会協議会へ統合 H19予算額：235

恵山子ども会育成連絡 恵山子ども会 平成 平成 合併協議会の決定事項により

協議会補助金 育成連絡協議会 １７ １９ 函館市子ども会協議会へ統合 H19予算額：100

平成 平成 合併協議会の決定事項により

戸井スポーツ振興会補助金 戸井スポーツ振興会 １７ １９ 函館市体育協会へ統合 H19予算額：340

平成 平成 合併協議会の決定事項により

恵山スポーツ振興会補助金 恵山スポーツ振興会 １７ １９ 函館市体育協会へ統合 H19予算額：500

平成 平成 合併協議会の決定事項により

椴法華スポーツ振興会補助金 椴法華スポーツ振興会 １７ １９ 函館市体育協会へ統合 H19予算額：440

平成 平成 合併協議会の決定事項により

南茅部スポーツ振興会補助金 南茅部スポーツ振興会 １７ １９ 函館市体育協会へ統合 H19予算額：1,000

教育研究団体補助金 昭和 平成 自主運営可能

（函館市小学校長会補助金） 函館市小学校長会 ４５ １８ H18予算額：280

教育研究団体補助金 昭和 平成 自主運営可能

（函館市中学校長会補助金） 函館市中学校長会 ４５ １８ H18予算額：150

（単位：千円）

37

補助金名 補助団体名 見直しの理由

34

備　考

24

23

25

ふれあいのまちづくり補助金の見直しを受け，同
様の取扱いとした。

ふれあいのまちづくり補助金の見直しを受け，同
様の取扱いとした。

包括外部監査で，事業補助に固定的な人件費支出
は不適当との指摘を受け，法人運営補助金に統合
した。

30

29

27

26

28

32

31
戸井介護者を支え寝たきり・認知
症の予防を推進する会運営費補助
金

戸井介護者を支え寝たきり･
認知症の予防を推進する会

33

35

38

36

39

48

47

40

46

44

45

42

43

41

2



助成 助成

開始 終了

教育研究団体補助金 昭和 平成 自主運営可能

(函館市小学校教頭会補助金) 函館市小学校教頭会 ４６ １８ H18予算額：130

教育研究団体補助金 昭和 平成 自主運営可能

(函館市中学校教頭会補助金) 函館市中学校教頭会 ４６ １８ H18予算額：80

戸井文化団体連絡 平成 平成 合併協議会の決定事項の趣旨を受け，団体が解散

戸井文化団体連絡協議会補助金 協議会 １７ １８ H18予算額：450

平成 平成 合併協議会の決定事項の趣旨を受け，団体が解散

恵山文化団体協議会補助金 恵山文化団体協議会 １７ １８ H18予算額：212

平成 平成 合併協議会の決定事項の趣旨を受け，団体が解散

南茅部文化協会補助金 南茅部文化協会 １７ １８ H18予算額：160

南茅部ふるさと青年会議 南茅部ふるさと 昭和 平成

補助金 青年会議 ５６ １９ H19予算額：360

まつり・イベント関係補助金

函館高田屋嘉兵衛 昭和 平成 実行委員会解散

高田屋嘉兵衛まつり開催補助金 まつり実行委員会 ５２ ２３ H22予算額：1,200

（椴法華） 椴法華地域ｲﾍﾞﾝﾄ 平成 平成 担い手不足のため

椴法華どうだんつつじ祭り開催補助金 実行委員会 １７ １９ ふるさと夏祭りへ統合 H19予算額：1,600

（椴法華） 椴法華地域ｲﾍﾞﾝﾄ 平成 平成 担い手不足のため

椴法華ふるさと夏祭り開催補助金 実行委員会 １７ ２０ H20.10実行委員会解散 H20予算額：3,000

（戸井） 戸井ふるさとまつり 平成 平成 H19.3.31解散

戸井ふるさとまつり開催費補助金 実行委員会 １７ １８ H18予算額：300

（恵山） 恵山納涼まつり 平成 平成 H24.1解散

恵山納涼まつり開催補助金 実行委員会 ８ ２３ H23予算額：1,500

（椴法華） 星ふる恵山岬を 平成 平成 担い手不足のため

恵山岬ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ開催補助金 つくろう実行委員会 １７ １７ 実行委員会解散 H17予算額：300

≪見直しにより委託化した補助金≫
国・道等の制度に基づく補助金

助成 助成

開始 終了

小規模通所授産施設 平成 平成 障害者自立支援法の施行により

運営費補助金(身体・知的) 各事業所 １４ １８ 障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業に移行 H18予算額：13,516

心身障害者地域共同作業所 平成 平成 障害者自立支援法の施行により

運営費補助金(身体・知的) 各事業所 ５ １８ 障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業等に移行 H18予算額：99,646

精神障害者地域共同作業所 平成 平成 障害者自立支援法に基づく地域活動支援

運営費補助金 各事業所 ５ １８ ｾﾝﾀｰに移行したため委託料支払となった H18予算額：43,904

要綱等に基づく補助金

昭和 平成 H20.12.1から指定管理者

夜間急病センタ－運営費補助金 函館市医師会 ５１ ２０ 制度導入のため H20予算額：88,384

行政の補完的団体補助金　　　　

財団法人 財団法人 昭和 H22:業務内容により，人件費2名分を委託化 H21予算額：26,277

函館市住宅都市施設公社補助金 函館市住宅都市施設公社 ６３ H22:職員互助会への助成廃止 H22予算額：20,539

まつり・イベント関係補助金

昭和

港まつり開催補助金 函館港まつり実行委員会 １０ H23予算額：25,500

55

56

57

58

59

60

66

65

見直しの理由

合併協議会の決定事項では，青年サークル協議会に統合
とされたが，統合できず，また自主運営も困難のため解
散

備　考

H21:ミスはこだて4,000千円委託化
（H24:ミスはこだて委託料2,800千円に減）
H24:高田屋嘉兵衛まつり廃止に伴う開港パレード廃止　△1,000千円

補助金名 補助団体名

53

見直しの理由補助金名 補助団体名

61

63

64

62

49

（単位：千円）

備　考

50

54

52

51

（単位：千円）
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