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福祉サービス事業あり方検討事業の概要説明書 

事業名 別府市単位⽼⼈クラブ補助⾦事業 所管課 高齢者福祉課 

予算額（R 元年度） 国県⽀出⾦ 地方債 その他 一般財源 

３,765 千円 2,352 千円 － － 1,413 千円

 

（１）事業の目的 

高齢者の知識と経験を活かし、⽣きがいと健康づくりのための多様な社会活動を通じて、高齢
期の⽣活を豊かにするとともに、明るい⻑寿社会づくりを実現するよう、クラブ会員の増加や⽼
⼈クラブ活動の⽀援を目的としている。 

 

（２）事業の内容 

対象者 
別府市内の⾏政区⼜は当該⾏政区に準じる規模の地域を活動の区域とし、当該地
域のおおむね６０歳以上の者が自由に参加できる団体で、おおむね２０⼈以上で
組織する団体。 

交付⾦額 

１クラブ当たり 会員数３０⼈未満  年額３６，０００円 
        会員数３０⼈以上  年額３９，０００円 

平成 31 年度は、98 の単位⽼⼈クラブに対し、活動補助⾦を交付する。 
・全 98 クラブ×36,000 円＝3,528 千円（国 1/3、県 1/3、市 1/3） 
・30 ⼈以上加算 79 クラブ×3,000 円＝237 千円（市単費） 

交付方法 口座振込 

 

（３）事業の変遷 

（把握できたところのみの記載） 

年 月 内容 

昭和 38 年 8 月 
⽼⼈福祉法の中で、⽼⼈クラブが位置づけられた。単位⽼⼈クラブの補助⾦
がこの時期に始まったかどうかは不明。 

平成 27 年 4 月 
別府市⽼⼈クラブ等補助⾦要綱制定。以前は、国、県の法律により補助⾦を
⽀給されていた。 
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（４）事業実績の推移 

① ⽼⼈クラブ数及び⽀給⾦額の推移 

 

 

年度 
クラブ数

（クラブ） 
会員数（⼈） 

60 歳以上⼈口
（⼈） 

加⼊率（％） ⽀給⾦額（千円）

26 ９９ 4,629 46,122 10.0％ 3,829

27 １００ 4,613 46,334 10.0％ 3,837

28 １００ 4,560 46,331 9.8％ 3,819

29 ９８ 4,528 46,323 9.8％ 3,744

30 ９８ 4,232 46,409 9.1％ 3,735
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（５）他市町村の状況 

① 九州管内類似団体の実施状況 

自治体名 内容 

大牟田市 
（福岡県） 

【⽼⼈クラブ活動費補助】 
施設の清掃、花壇除草等の社会奉仕活動や健康づくり講座等を実施して
いる⽼⼈クラブの活動に対する助成を⾏っている。 
負担割合 国 1/3 県 1/3 市 1/3 
（H29 実績）クラブ数 49 会員数 1,572 助成費 2,282 千円 

飯塚市 
（福岡県） 

【⽼⼈クラブ助成補助⾦】 
補助率 2/3 
（平成 31 年 4 月 1 ⽇現在）⽼⼈クラブ数：95 会員数：3,454 ⼈ 

筑紫野市 
（福岡県） 

【シニアクラブ活動推進助成事業】 
⽼⼈クラブ連合会及び連合会に加盟する単位⽼⼈クラブの運営・活動等
に対して、助成⾦を交付 
【助成種別】 
・単位⽼⼈クラブ運営費助成 
 4,320 円×12 月×加盟単位クラブ数 
・市⽼⼈クラブ連合会運営費助成 
 1,170 円×12 月×加盟単位クラブ数 
・⽼⼈クラブ体育振興費助成⾦（ゲートボール大会や体⼒測定） 
 （H31 年度要求）クラブ数 60 会員数 3,210 ⼈ 

 
【高齢者ネットワーク推進事業費補助事業】 

⽼⼈クラブ連合会に対して補助⾦を交付 
【⽀援対象となる活動】 
単位⽼⼈クラブ等において⾏う⼦どもの⾒守りや地域の清掃活動、愛の
一声運動として高齢者宅を訪問し⾏う⾒守り活動など 
（H31 年度要求）⽀援対象者数 200 ⼈ 訪問延べ回数 2,000 ⼈ 

 
【⽣きがいづくり仲間づくり助成事業】 

⽼⼈クラブ連合会が、⽣きがいづくりや仲間づくりを目的として企画・
運営して⾏う各種イベントに対して助成⾦を交付し、活動及び⽼⼈クラ
ブへの加⼊促進を⽀援するもの。 
【イベント内容】※会場はすべてカミーリヤ 
・シルバー祭り（1 回、11 月）H29…900 ⼈ 
・⼥性部おけいこごと発表会（1 回、3 月）H29…370 ⼈ 
・囲碁大会（2 回、春季 6 月頃・秋季 11 月頃）H29:6 月 36 ⼈、11
月 38 ⼈ 
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自治体名 内容 

※各種イベントは、おおむね 60 歳以上の市⺠に呼びかけられている。
 （H31 年度要求）参加者数 800 ⼈ 出展数 200 

 
【⽼⼈クラブ研修助成事業】 

⽼⼈クラブ連合会会員の、国及び県⽼⼈クラブ連合会等の研修への参加
に対して助成⾦を交付 
 （H31 年度要求）研修参加者数 60 ⼈ 

春⽇市 
（福岡県） 

【⽼⼈クラブ助成⾦】 
【⽼⼈クラブ連合会が⾏う健康づくり事業補助⾦】 
【⽼⼈クラブ連合会補助⾦】 
【高齢者ネットワーク推進事業補助⾦】 
【単位⽼⼈クラブ研修会補助⾦】 

 
各単位シニアクラブにおいて実施するボランティア活動、介護予防の各
講座、世代間交流事業、⾏事イベント等を⽀援します。 
（H29 年度）クラブ数 29 会員数 1,862 ⼈ 

諫早市 
（⻑崎県） 

【⽼⼈クラブへの助成事業】 
【助成内容】 
クラブの活動費、運営費 
ひとり暮らし高齢者への友愛訪問活動、環境美化、郷土芸能及び伝統技
術等の伝承活動、健康増進活動、レクレーション活動など 
（H29 年度）クラブ数 121 会員数 7,998 ⼈  

延岡市 
（宮崎県） 

【高齢者クラブ運営助成事業】 
（H30 年度） 
会員数 20 ⼈以上（国・県の補助⾦受給要件） 
 クラブ数 140 補助⾦額（年額）45,600 円 
会員数 15〜19 ⼈（市の補助⾦のみ受給） 
 クラブ数 1 補助⾦額（年額）30,400 円 
（H29 年度実績）クラブ数 144 会員数 5,195 ⼈ 

霧島市 
（⿅児島県） 

【⽼⼈クラブ連合会運営⽀援事業】 
高齢者の⽣きがいづくり、社会参加を促進する活動を⽀援 
（H28 年度実績） 143 クラブ 会員数 6,661 ⼈ 
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② 県内市町村の実施状況 

自治体名 実施 
対象ク
ラブ数 補助⾦額 前年度実績額 近年の状況 

大分市 不明     

中津市 有 143 
一律 36,000 円 
/年額 

36,000 円×143＝ 
5,148,000 円 

（国 1/3 県 1/3 市 1/3) 
特になし 

⽇田市 有 83 
一律 39,576 円 
/年額 

39,576 円×90＝ 
3,561,840 円 

ｸﾗﾌﾞ数は減少傾向に
ある。 

佐伯市 有 86 
一律 36,000 円 
/年額 

36,000 円×86＝ 
3,096,000 円 

（国 1/3 県 1/3 市 1/3) 
特になし 

臼杵市 有 66 
一律 40,000 円 
/年額 

40,000 円×66＝ 
2,640,000 円 

特になし 

津久⾒市 有 43 
一律 39,570 円 
/年額 

39,570 円×43＝ 
1,701,510 円 

（国 1/3 県 1/3 市 1/3) 
変更なし 

竹田市 有 66 
一律 36,000 円 
/年額 

36,000 円×66＝ 
2,376,000 円 

（国 1/3 県 1/3 市 1/3) 

ｸﾗﾌﾞ数は減少。⾒直
しの実施は無。 

豊後高田市 有 74 

20,000 円＋会員
数×＠518 
/１ｸﾗﾌﾞ当たり 
（H30 年度実績額）

2,700,000 円 
（国 1/3 県 1/3 市 1/3) 

ｸﾗﾌﾞ数の減による補
助⾦額の変動あり。

杵築市 有 39 

30,000 円＋会員
数割 年額 
/１ｸﾗﾌﾞ当たり 
（32,000〜42,000）

1,874,000 円 
（国・県補助⾦ 1,169 千円) 

特になし 

宇佐市 有 90 
19,200 円＋会員
数割 年額 
/１ｸﾗﾌﾞ当たり

3,456,000 円 
（国 1/3 県 1/3 市 1/3) 

特になし 

豊後大野市 有 90 

18,000 円＋会員
数×固定額 年額
/１ｸﾗﾌﾞ当たり 
※固定額=18,000 円
×⽼⼈クラブ数÷⽼
⼈クラブ会員数

3,280,560 円 変更なし 

由布市 有 83 回答なし 3,132,000 円 変更なし 

国東市 有 106 
27,000 円＋会員
数×＠260 年額 
/１ｸﾗﾌﾞ当たり

2,498,112 円 
⾒直しの実施等な
し。 
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（６）法制度や社会情勢の変化について 

・高齢者⼈口は増えているにもかかわらず、地域でのつながりの希薄や⽼⼈クラブ加⼊者の不
⾜、また趣味や社会奉仕活動や個⼈的に活発に⾏われるようになってきたことから、会員が
減少傾向となっています。 

 
 
 

 


