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 監 査 公 表       

 

静岡市監査公表第３号 

地方自治法第252条の38第６項の規定により、措置を講じた旨の通知があったので、これ

を公表する。 

平成22年９月２日 

静岡市監査委員  海 野   洋 

同     戸 谷 雄 一 

同     遠 藤 裕 孝 

同     兼 髙 正 男 

 

記 

 

１ 平成21年度包括外部監査（平成22年３月18日指摘、平成22年８月10日措置報告） 

 

(1)  総括事項[財政局財政部財政課、経営管理局行政管理部行政管理課] 

①【指摘事項】 

[財政局財政部財政課] 

    補助金等の交付に関する客観的な判断基準を有しているか 

【措置の状況】 

[財政局財政部財政課] 

ご指摘のとおり、「補助金等の交付基準」としては定めておりませんが、補助金等

の見直しの具体的な基準を定めた「補助金等見直し要領」を平成21年９月に策定し、

平成22、23年度当初予算に反映できるよう見直しを実施しているところであります。 

その要領の中で、他市が交付基準で示している内容と同等の、行政関与の必要性、

事業の適正執行や事業の効果性などを見直しの視点として示し、ゼロベースでの見

直しを各局に依頼しています。 

 

②【指摘事項】 

[財政局財政部財政課] 
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 補助金、負担金、交付金の区分は明確か 

【措置の状況】 

[財政局財政部財政課] 

   負担金、補助金、交付金の区分については、「補助金等見直し要領」において、「負

担金については、法令又は契約等により市が負担するものであること」、「補助金に

ついては、公益上必要があると客観的に認められるものであること」などを示し、

予算編成の過程において、法令等での負担区分、事業内容、支出目的等により、整

理しているところであります。 

しかしながら、ご指摘のとおり、その区分が徹底していない部分については、今後、

是正をしていきます。 

また、その考え方を各所管課が正しく共有することは重要でありますので、予算編

成説明会等で周知を図っていきます。 

 

③【指摘事項】 

[財政局財政部財政課] 

補助等の見直しの時期が明確になっているか 

【措置の状況】 

[財政局財政部財政課] 

「補助金等見直し要領」において、見直しの方向性として、ゼロベースでの見し

の検討を行い、特に５年以上継続している補助金等は、必ず廃止を前提に平成22、 

23年度の予算編成に合わせ見直しを行うことを各局に依頼し、見直しを行っている

ところであります。 

補助事業の性格は様々で、補助金交付の終期は補助金毎に違うものでありますの

で、一律３年で廃止といったルールではなく、今後も定期的に見直しを図っていき

ます。 

 

④【指摘事項】 

[財政局財政部財政課] 

  財政状態の健全な団体に対する運営費補助金は認められるか 

【措置の状況】 

[財政局財政部財政課] 

運営費補助金については、「補助金等見直し要領」において、見直しの具体的な

基準として、多額の剰余金が生じている団体への補助金等の廃止や運営経費などの

見直しによる補助金額等の削減を定め、見直しを各局に依頼したところでありま

す。 

より見直しの実効性を持たせるため、補助対象経費を明確にするなど、今後も定
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期的な見直しを実施していきます。 

 

⑤【指摘事項】 

[財政局財政部財政課] 

   補助等の割合等は「交付要綱」等で明確になっているか 

【措置の状況】 

[財政局財政部財政課] 

補助金交付事務において、例えば、単年度限りの補助事業のように、事業決裁に

より補助金交付を行っている事業もありますが、補助対象等を明確にし、執行する

ことは重要でありますので、引き続き、補助金交付要綱の策定を指導していきます。 

また、補助等の割合については、個々の補助金等ごとに交付要綱等で定めるも

のであると考えております。 

 

⑥【指摘事項】 

[財政局財政部財政課] 

    補助額の算定方法が「定額」であることは適正と言えるのか  

【措置の状況】 

[財政局財政部財政課] 

定額として回答された補助金等については、予算上の上限を定めたものであり、

これらも「補助金等見直し要領」に基づき、見直しを実施しています。 

しかしながら、ご指摘のとおり、交付要綱がなく、補助対象等が明確でない事

例もありますので、これらは交付要綱を策定する中で是正していくものでありま

す。 

 

⑦【指摘事項】 

[財政局財政部財政課] 

  市監査委員からの指摘を再確認する必要がある 

【措置の状況】 

[財政局財政部財政課] 

    補助金交付事務に関しては、処務事務の手引きにおいて、補助金等の意義や交

付事務手続について明記し、補助事業遂行状況の調査や補助額確定のための検査

についての取扱いについて明確にしています。 

また、本年４月には、各局長あて予算執行の留意事項について通達しているとこ

ろであり、特に、補助金、負担金及び交付金の執行にあたっては、「事業実施団体

の前年度の決算書の内容確認等(繰越金の額等)精査を行い、その事業効果、執行状

況を的確に把握すること」を留意事項として改めて周知しました。 
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   ⑧【指摘事項】 

[財政局財政部財政課] 

     収入に占める割合が低率の補助金等に支出の効果があるのか 

【措置の状況】 

[財政局財政部財政課] 

        収入に占める割合が低率の補助金等についても、「補助金等見直し要領」におい

て、廃止を前提とした見直しを明文化しております。 

ご指摘の内容については、補助対象が明らかでなく、団体等の全事業費が対象経

費として示されていることもその要因の一つでありますので、交付要綱策定の中で

対象経費を明確にしていきます。 

 

  ⑨【指摘事項】 

[財政局財政部財政課] 

    市の補助金等の見直しは進んでいるか 

【措置の状況】 

[財政局財政部財政課] 

平成21年９月の「補助金等見直し要領」に基づき編成した平成22年度当初予算で

は、見直し対象410事業で約2.6億円の削減が図れたところであります。23年度予算

編成に向け、引き続き見直しを推進してまいります。 

補助事業の性格は様々で、補助金交付の終期は補助金毎に違うものでありますの

で、今後も定期的な補助金の見直しや事務事業評価制度により見直しを図っていき

ます。 

 

⑩【指摘事項】 

[経営管理局行政管理部行政管理課] 

     補助金等の効果の測定・検証は行っているか 

効果の測定（＝数値目標の設定）は難しいか 

効果の測定・検証は適切に行われているか 

補助金等について総合的な評価を行っているか  

【措置の状況】 

[経営管理局行政管理部行政管理課] 

      現在、平成23年度の試行導入（24年度予算に反映）に向け、行政評価制度の見直

しを行っているところです。 

そこで、補助金等の評価については、まず、見直し中の行政評価制度を補助金の

評価にも十分に対応しうるものとすることにより当制度の枠組の中で実施するか、
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あるいは補助金に特化した全く別の評価制度を新たに構築するか検討します。 

さらに、検討に際しては、指摘にあるような具体的な目標設定、効果の測定・検証

等によるＰＤＣＡサイクルの仕組みの確立、外部評価導入の是非について十分に意を

用いて行います。また、評価対象とする補助金、評価シート様式など細部についても、

先進他市事例を参考としながら、効率的・効果的な仕組みとなるよう検討していきま

す。 

 

(2)  カフェテリアプラン[経営管理局行政管理部職員厚生課] 

     ①【指摘事項】 

カフェテリアプランに対する補助の見直しは必要か 

【措置の状況】 

互助会役員会において、包括外部監査結果について報告しました。 

役員会終了後に開催された理事会において、見直し検討委員会の立ち上げを決定

しました。 

今後、互助会役員による検討委員会において見直しの内容を検討し、決定してい

きます。 

 

(3)  連合自治組織運営費補助金[生活文化局市民生活部市民生活課] 

   ①【指摘事項】 

補助金等ごとに「交付要綱」等を作成しているか 

「交付要綱」等で、交付目的が明文化されているか 

補助等の割合は「交付要綱」等で明確になっているか 

【措置の状況】 

旧静岡市と旧清水市の合併以前からの経緯があり、現在も静岡地区と清水地区で

は、補助金算定方法の統一が図られていません。 

補助金算定方法を統一した上で、要綱を整備すべきですが、自治会との調整には

時間を要することが想定され、なおかつ、段階的に統一を進めていくため、２年～

３年後を目途に実施していきたいと考えています。 

また、現在、自治会連合会に対し、自治会自ら自治会への補助制度全体のあり方

についての検討を行うよう依頼しているところであり、制度全体の見直しを含め

て、検討を進めます。 

 

   ②【指摘事項】 

効果の測定を可能にするような成果指標を設けているか 

【措置の状況】 

総括課の当課及び主管課の３区まちづくり振興課で構成する担当者会議におい
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て、効果の測定、検証のしかたについての検討を行います。その中で成果指標の

設定の可能性についても検討を行いたいと考えています。平成22年５月26日から

検討作業に着手したところです。 

 

③【指摘事項】 

     補助等の対象経費の範囲は、「交付要綱」等で定められているか 

対象経費が不明確な状況で補正額の適正性を検証できるか 

【措置の状況】 

       補助等の対象経費の範囲は、本来「交付要綱」で定めるべきものですが、指摘事

項①に対する措置状況報告書で報告のとおり、「交付要綱」の作成には時間を要し

ます。 

そこで、補助対象経費について、内規又は申し合わせ事項を定めるよう検討中

です。 

総括課の当課及び主管課の３区まちづくり振興課で構成する担当者会議におい

て、平成22年４月21日から検討作業に着手し、内規等を定めたところであり、本

年度執行分から適用する予定です。 

    

④【指摘事項】 

     補助金等の使途のチェックは十分に行われているか 

【措置の状況】 

総括課である当課から主管課（予算執行課）である各区まちづくり振興課に対し、

単に決算書を受領するだけでなく、帳票及び事業内容を確認し、決算のチェック

を十分に行い、適切な指導、監査を行うこと、及び繰越額が多額となっているも

のについて、次年度の執行に当たっての検討を加えることについて、文書により

通知しました。 

繰越額が多額になっている団体の中には、集会所建設又は記念事業等、特定の目

的のために蓄積しているところもあり、その場合には、会計処理を適切に行うよ

う指導します。 

また、指摘事項③に対する報告書で報告のとおり、補助対象費目を明確にする

ことにより、補助金が適切に使用されているか否かの確認を行いやすくすること

ができるものと考えます。 

 

⑤【指摘事項】 

     補助金等の効果の測定・検証を行っているか 

【措置の状況】 

 総括課の当課及び主管課の３区まちづくり振興課で構成する担当者会議におい
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て、効果の測定、検証のしかたについての検討を行います。平成22年５月26日か

ら検討作業に着手したところで、本年度末を目途に効果の測定、検証を行います。 

 

 (4)  防犯協会補助金 [生活文化局市民生活部市民生活課]  

①【指摘事項】 

補助金等ごとに「交付要綱」等を作成しているか 

「交付要綱」等で、交付目的が明文化されているか 

補助等の対象経費の範囲は、「交付要綱」等で定められているか 

補助等の割合は「交付要綱」等で明確になっているか 

【措置の状況】 

     「交付要綱」は作成していませんが、作成について検討していきます。 

その他の指摘事項については、事業決裁に記しています。 

 

②【指摘事項】 

対象経費が不明確な状況で補助額の適正性を検証できるか 

【措置の状況】 

      補助等の対象となる経費については、明確化するため「交付要綱」の作成を検討

します。 

 

(5)  学区交通安全会補助金[生活文化局市民生活部市民生活課] 

①【指摘事項】 

      「交付要綱」等で、交付目的が明文化されているか 

   補助等の対象経費の範囲は、「交付要綱」等で定められているか 

   補助等の割合は「交付要綱」等で明確になっているか 

【措置の状況】 

    現行の「交付要綱」の内容を見直し、指摘に基づく「交付要綱」の作成につい

て検討します。 

 

②【指摘事項】 

      補助金等の交付先としての適格性を確認しているか。 

【措置の状況】 

     市の交通安全活動の推進を図り「交通事故ゼロをめざす」ために、市民との

協働は欠くことのできないものであり、市内全学区・地区に組織される交通安

全会の活動は、交通安全推進の大きな力となっています。 

学区交通安全会は、学区・地区における交通安全推進のために結成され、交

通安全活動を先導している団体であり、適格性はあるものと認識しています。 
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また、経理の不適正な交通安全会に対しては、まちづくり振興課から、説明会

の開催及びマニュアルの配布により、指導を行いました。 

 

③【指摘事項】 

      対象経費が不明確な状況で補助額の適正性を検証できるか 

【措置の状況】 

現行の「交付要綱」の内容を見直し、指摘に基づく「交付要綱」の作成につい

て検討します。 

 

④【指摘事項】 

      地域要件のみによって補助金等の額に差を設けることは適切か 

【措置の状況】 

学区交通安全会補助金については、平成15年の静清合併時に静岡地区と清水

地区の一元化を検討しましたが、両地区で活動内容、活動回数が大幅に違い、

組織のあり方についても清水地区では全地区に配置され、きめ細かい啓発活動

が行われていることなど、相違点が大きいため、合併時に敢えて一元化をしな

かった経緯があります。 

今後、補助金額の一元化と地域要件の見直しを行い、交付要綱を整備すべきで

すが、調整に時間を要することや段階的にすすめていくために、２～３年後を目

標に実施していきたいと考えております。 

 

⑤【指摘事項】 

      決算書等のチェックは十分に行われているか 

【措置の状況】 

監査の指摘を受け、平成22年４月９日付、市民生活課長名で、帳票及び事業

内容の確認、決算のチェックによる適切な指導、監査、多額な繰越金がある場

合の次年度執行の検討などを記した「補助金等の事務執行について」を、交付

決定を行う各区まちづくり振興課長あてに通知し、各学区交通安全会への指導

を要請しました。 

区では、本年度の申請にあたり「補助金の執行にあたっての留意事項について」

を文書で各学区交通安全会あてに通知し、決算報告書作成についてマニュアルを

作成し、配布、指導いたしました。 

 

⑥【指摘事項】 

      補助金等の効果の測定・検証を行っているか 

【措置の状況】 
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     本補助金の効果は、学区交通安全会をはじめとする、交通安全推進団体の活

動により静岡市の交通安全活動の推進を図り「交通事故ゼロをめざす」ことで

す。 

市内全学区、地区に組織されている学区、地区交通安全会の各季の交通安全運

動を始めとする各種啓発活動の実施や、飲酒運転追放市民大会等への参加を補

助金の効果として捉え、検証を行いました。 

 

(6)  民間交通指導員会補助金[生活文化局市民生活部市民生活課] 

①【指摘事項】 

     補助金等ごとに「交付要綱」等を作成しているか 

「交付要綱」等で、交付目的が明文化されているか 

補助等の対象経費の範囲は、「交付要綱」等で定められているか 

補助等の割合は「交付要綱」等で明確になっているか 

【措置の状況】 

    「交付要綱」は作成されていないため、内容等について検討し、作成します。 

「交付目的」の明文化は、事業決裁に記しています。 

     

②【指摘事項】 

     対象経費が不明確な状況で補助額の適正性を検証できるか 

【措置の状況】 

 補助等の対象となる経費については、「交付要綱」を作成し、明確にします。 

 

③【指摘事項】 

     補助金等の効果の測定・検証を行っているか 

【措置の状況】 

本補助金の効果は、交通安全推進団体である民間交通指導員会の活動により静

岡市の交通安全活動の推進を図り「交通事故ゼロをめざす」ことです。 

当補助金の交付により、日々の立哨や大規模イベントの際の交通指導、各季の交

通安全運動等での啓発活動や資質を高めるための研修を実施しましたが、これらを

補助金の効果として捉え、検証しました。 

 

(7)  遺族会補助金[生活文化局市民生活部市民生活課] 

①【指摘事項】 

     補助金等ごとに「交付要綱」等を作成しているか 

「交付要綱」等で、交付目的が明文化されているか 

補助等の対象経費の範囲は、「交付要綱」等で定められているか 
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補助等の割合は「交付要綱」等で明確になっているか 

【措置の状況】 

    現在は、作成していないため、作成について検討していきます。 

遺族会（４団体）ごとに算出根拠が異なるため、標準根拠を定め、各団体と調

整をしていきます。（交付目的については、事業決裁に記しています。） 

 

②【指摘事項】 

     市の政策目的に合致したものか 

【措置の状況】 

総合計画上に具体的には掲載していませんが、遺族相互の扶助活動を行っている

遺族会の運営を補助することにより、戦没者の慰霊、追悼をするとともに戦没者遺

族の援護を図ることが目的なので、市の健康・福祉の政策目的に合致しています。 

 

③【指摘事項】 

効果の測定を可能にするような成果指標を設けているのか 

補助金等の効果の測定・検証を行っているか市の政策目的に合致したものか 

【措置の状況】 

各遺族会の事業における実施内容を成果指標として設ける方向で準備を進めてい

ます。 

 

 (8)  交通安全推進協議会補助金 [生活文化局市民生活部市民生活課] 

①【指摘事項】 

補助金等ごとに「交付要綱」等を作成しているか 

「交付要綱」等で、交付目的が明文化されているか 

補助等の対象経費の範囲は、「交付要綱」等で定められているか 

補助等の割合は「交付要綱」等で明確になっているか 

【措置の状況】 

交付要綱は作成されていませんが、作成について検討していきます。 

その他の指摘事項については、事業決裁に記載しています。 

 

②【指摘事項】 

対象経費が不明確な状況で補助額の適正性を検証できるか 

【措置の状況】 

補助額の対象経費については、明確化できるように交付要綱の作成を検討しま

す。 
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③【指摘事項】 

補助団体の事務作業を所管課が行っていることをどう考えるか 

【措置の状況】 

交通安全推進協議会は、静岡市の交通安全活動の推進を図り「交通事故ゼロを

めざす」ことを目的に、推進団体に交付されているものです。 

これらの活動は、自治体の責務であるが、職員が全市にわたりこれらの業務を

行うことは物理的にも財政的にも不可能です。また、市民の理解や協力がなけれ

ば活動はできませんし、効果も期待できません。よって市民で構成する関係団体

との協働により実施することで、全市的な活動となることを期待し、目的遂行の

ために補助金を交付している経緯があります。 

より効果的な活動を推進するために市が中心となって団体を組織し、市が構成

員の一つとなり、補助団体とした事情もあり、その事務を所管課が担当すること

はやむを得ないと考えます。 

 

④【指摘事項】 

補助金等の効果の測定・検証を行っているか 

【措置の状況】 

本補助金の交付により飲酒運転追放市民大会の開催をはじめ、購入した交通安

全の各種啓発品やちらしなどによる啓発活動を実施しました。これらの活動を補

助金の効果と捉え、検証しました。 

 

 (9)  暴力追放推進協議会[生活文化局市民生活部市民生活課] 

①【指摘事項】 

補助金等ごとに「交付要綱」等を作成しているか 

「交付要綱」等で、交付目的が明文化されているか 

補助等の対象経費の範囲は、「交付要綱」等で定められているか 

補助等の割合は「交付要綱」等で明確になっているか 

【措置の状況】 

「交付要綱」は作成していませんが、作成について検討していきます。 

その他の事項については、事業決裁に記しています。 

 

②【指摘事項】 

補助金団体の事務作業を所管課が行っていることをどう考えるか 

【措置の状況】 

本補助金交付団体は、暴力犯罪や銃犯罪のない安心、安全な社会をめざす団

体であり、この団体の活動は、安全・安心な地域社会のまちづくりを目指す本
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市の計画に 合致したものです。 

しかし、当市の職員が全市域にわたってこの団体の業務を行うことは物理的

にも財政的にも不可能であり、市民の理解や協力がなければ効果的な活動は期

待できません。したがって市民で構成するこの団体を、市が中心となって組織

し、全市的な活動を期待して補助金を交付している経緯があります。 

また、より効果的な活動を推進するために、市自身が団体の構成員の一つとな

っている事情もあることから、その事務を所管課が担当することはやむを得な

いと考えます。 

 

③【指摘事項】 

補助金等の効果の測定・検証を行っているか 

【措置の状況】 

当補助金の交付により、暴力追放市民大会及び新通学区暴力追放大会の開催、

暴力排除講演、県民大会への参加、暴力追放だより等の啓発品の作成及び購入

などの各種暴力排除活動を実施しましたが、これらを補助金による効果と認め、

検証しました。 

 

(10)  防犯灯維持費補助金、防犯灯維持費補助金（蒲原）、集会所建設費補助金、コミ

ュニティ事業補助金、防犯灯設置費補助金、防犯灯設置費補助金（蒲原）、掲示板

設置費補助金[生活文化局市民生活部市民生活課] 

①【指摘事項】 

効果の測定を可能にするような成果指標を設けているのか【防犯灯設置費補助金を除

く補助金】 

【措置の状況】 

総括課の当課及び主管課の３区まちづくり振興課で構成する担当者会議におい

て、効果の測定、検証のしかたについての検討を行います。その中で成果指標の

設定の可能性についても検討を行いたいと考えています。平成22年５月26日から

検討作業に着手したところです。 

 

②【指摘事項】 

補助金等の効果の測定・検証を行っているか 

【措置の状況】 

総括課の当課及び主管課の３区まちづくり振興課で構成する担当者会議におい

て、効果の測定、検証のしかたについての検討を行います。平成22年５月26日から

検討作業に着手したところで、本年度末を目途に効果の測定、検証を行います。 
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(11)  静岡市国際交流協会補助金[生活文化局市民生活部国際課] 

①【指摘事項】 

効果の測定を可能とするような成果指標を設けているか 

補助金の効果の測定・検証を行っているか 

【措置の状況】 

静岡市国際交流協会の目的から、一元的な（数値）目標設定、評価は難しいが、

これらの目的を実現していくための各種事業の中で数値目標を設定し、評価し

ていきます。（例 講座受講者数の増、国際交流フェスティバル来場者数の増等） 

 

(12) 市文化振興財団補助金、文化団体運営費補助金、羽衣まつり運営費補助金、静

岡市こどもミュージアム補助金、静岡市民大音楽祭補助金、ふれあい音楽運営委

員会補助金、芸術文化活動発表会等補助金 [生活文化局文化スポーツ部文化振興

課] 

①【指摘事項】 

補助金ごとに「交付要綱」等を作成しているか 

「交付要綱」等で交付目的が明文化されているか 

補助等の対象経費の範囲は「交付要綱」等で定められているか 

補助等の割合等は「交付要綱」等で明確になっているか 

対象経費が不明確な状況で補助額の適正性を検証できるか【芸術文化活動発表会

等補助金を除く補助金】 

【措置の状況】 

指摘を受けた補助金については、それぞれ内容・性質等が異なるものの、い

ずれも特定の団体に対し交付しているものであり、これらの団体の個別事情に

より、単年度ごとに補助の要否や必要性、補助金額を予算の範囲内において判

断するため、交付要綱によるルール化ではなく、事業決裁で対応を図ってまい

りたいと考えます。 

これにより、「公益性」「有効性」等の視点から、交付目的、対象経費の範囲、

補助等の割合等の項目について決裁文書に明確にするよう努めます。 

 

②【指摘事項】 

      効果の測定を可能にするような成果指標を設けているか【芸術文化活動発表会等

補助金を除く補助金】 

【措置の状況】 

指摘を受けた補助金については、それぞれ内容・性質等が異なるものの、い

ずれも文化の振興という目的に基づいて交付しており、単純な数値目標の設定

による効果の測定は難しいと考えます。 
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しかし、「公益性」「有効性」等の視点から、事業の参加者数や来場者アンケ

ート・事業報告書等により、成果を把握できるよう十分検討することとします。 

 

③【指摘事項】 

  補助等の見直しの時期が明確になっているか 

【措置の状況】 

事業の公益上の必要性及び効果等を検証することにより、補助金の見直しの

時期を十分検討することとします。 

 

④【指摘事項】 

      市の外郭団体に対する運営費をどのように考えるか【市文化振興財団補助金】 

【措置の状況】 

市文化振興財団補助金については、平成22年度より、運営費補助金を削減す

るよう見直しを図りました。 

 

⑤【指摘事項】 

補助団体の事務作業を所管課が行っていることをどう考えるか【羽衣まつり運営

費補助金、ふれあい音楽運営委員会補助金】 

【措置の状況】 

羽衣まつり運営費補助金については、地元や関係団体と協議するなかで、事

務局を移管することを検討していきます。 

ふれあい音楽運営委員会補助金については、平成21年度より、市職員が担っ

ていた事務を徐々に運営委員会に移管してきており、今後も早期に補助団体の

自立に向け、自主運営能力を高めるための指導に努めることとします。 

 

(13)  フォッサ・サッカーのまち市民協議会補助金、草サッカー大会実行委員会補助

金、清水エスパルス支援金[生活文化局文化スポーツス部ポーツ振興課] 

①【指摘事項】 

補助金等ごとに「交付要綱」等を作成しているか 

「交付要綱」等で交付目的が明文化されているか 

効果の測定を可能にするような成果指標を設けているか 

補助等の対象経費の範囲は「交付要綱」等で定められているか 

補助等の割合等は「交付要綱」等で明確になっているか 

対象経費が不明確な状況で補助額の適正性を検証できるか 

【措置の状況】 

上記補助金については、「サッカーを活かしたまちづくりの推進」という本市
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施策を推進する特定の団体に交付しており、当該団体の設立目的や活動を支援

していくことが補助等の目的として明確となっています。また、対象事業が幅

広く経済や地域環境等により流動的であるため、当該団体の個別事情により単

年度ごとに補助の要否や必要性を判断することが望ましく、交付要綱等に一定

の基準を設けることは、対象事業の推進を妨げることにも成り得るため、交付

要綱等を作成する必要はないと考えます。 

ただし、上記補助金の適正性をより明確にするため、平成22年度補助金申請

受付時より、次のとおり確認事務を改善しました。 

① 補助金申請時に当該団体とヒアリングを行い、事業計画書、予算書等の

内容、積算根拠について確認し、「補助対象内容一覧表」を作成します。こ

の一覧表には、効果の測定方法や成果指標、対象経費の範囲、補助割合等

を明確に記載します。 

② 実績報告時等には、「補助対象内容一覧表」に基づき実施内容を精査し、

補助金交付条件に適合しないと認めるときは、当該団体に対し必要な是正の

ための措置をとるよう速やかに指示します。 

 

②【指摘事項】 

補助団体の事務作業を所管課が行っていることをどう考えるか【フォッサ・サッ

カーのまち市民協議会補助金】 

【措置の状況】 

事務局の移管については、当該団体を構成する各所属団体へ交渉を行っていま

すが、受入先が見つからない状況です。引き続き、当該団体が財政面とともに

自立した自主活動を実施できる団体となるよう組織の再構築を図っていきま

す。 

 

(14)  清水区連合体育会補助金、蒲原地区体育会補助金[生活文化局文化スポーツ部

スポーツ振興課] 

①【指摘事項】 

補助金等ごとに「交付要綱」等を作成しているか 

「交付要綱」等で交付目的が明文化されているか 

補助等の対象経費の範囲は「交付要綱」等で定められているか 

対象経費が不明確な状況で補助額の適正性を検証できるか 

【措置の状況】 

指摘された補助金は、特定の団体に対し交付しているものであり、不特定多数

の個人や団体に対するものではないため、当分の間、事業決裁に公益上の必要

性、事業の目的、補助対象事業、補助金額等の必要事項を記載し明確とするこ
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とで交付要綱にかわるものとしていきます。 

 

②【指摘事項】 

効果の測定を可能にするような成果指標を設けているか 

補助金等の効果の測定・検証を行っているか 

【措置の状況】 

大会や講習会の参加者数等の測定（活動指標）をすることは可能ですが、これ 

らの事業では、具体的な効果の測定基準となる成果指標を数値等により設けるこ

とは困難です。スポーツを見ること、スポーツを支えること、スポーツを行うこ

となどの活動をすることが成果であると考えます。 

しかし、「公益性」「有効性」等の視点から、成果を把握できるような方法等を

十分検討することとしていきます。 

 

③【指摘事項】 

補助等の見直しの時期が明確になっているか 

【措置の状況】 

スポーツ振興基本計画で目標としている「市民一人１スポーツ」の推進のため、

地区の体育大会等を通じ、地域の交流を深め、地域力を高めるために多くの市

民がスポーツに参加できるよう活動している団体への補助であり、いずれの団

体も市の行政目的達成のために必要とされていることから終期は設定していま

せん。今後は、補助方法等を含めた見直しを行っていくよう検討します。 

 

④【指摘事項】 

補助等の割合等は「交付要綱」等で明確になっているか 

【措置の状況】 

いずれの団体も市の行政目的達成のために必要とされています。団体として、

負担金、賛助会費、参加費等の自主財源を取得する努力をしていますが、収入が

一定しているわけではありません。今後は、補助の割合等を含めた補助金の検討

をしていきたいと考えます。 

 

(15)  清水マリーンフェスティバル実行委員会補助金 [生活文化局文化スポーツ部

スポーツ振興課] 

①【指摘事項】 

補助金等ごとに「交付要綱」等を作成しているか 

「交付要綱」等で交付目的が明文化されているか 

補助等の対象経費の範囲は「交付要綱」等で定められているか 
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対象経費が不明確な状況で補助額の適正性を検証できるか 

【措置の状況】 

指摘された補助金は、特定の団体に対し交付しているものであり、不特定多

数の個人や団体に対するものではないため、当分の間、事業決裁に公益上の必

要性、事業の目的、補助対象事業、補助金額等の必要事項を記載し明確とする

ことで交付要綱にかわるものとしていきます。 

 

②【指摘事項】 

効果の測定を可能にするような成果指標を設けているか 

補助金等の効果の測定・検証を行っているか 

【措置の状況】 

大会や講習会の参加者数等の測定（活動指標）をすることは可能ですが、こ

れらの事業では、具体的な効果の測定基準となる成果指標を数値等により設け

ることは困難です。スポーツを見ること、スポーツを支えること、スポーツを

行うことなどの活動をすることが成果であると考えます。 

しかし、「公益性」「有効性」等の視点から、成果を把握できるような方法等

を十分検討することとしていきます。 

 

③【指摘事項】 

補助等の見直しの時期が明確になっているか 

【措置の状況】 

現在、補助金の終期は定めていませんが、平成22年度から市で行っていた事

務局を実行委員会へ移管しました。今後は事業実施状況を把握しながら調整を

していきたいと考えます。 

 

④【指摘事項】 

補助等の割合等は「交付要綱」等で明確になっているか 

【措置の状況】 

現在、補助額は定額ですが、対象経費を明確にすることにより、補助率や上

限額を定めていくこととしたいと考えます。 

 

⑤【指摘事項】 

補助団体の事務作業を所管課が行っていることをどう考えるか 

【措置の状況】 

平成22年度より補助団体が事務作業を行うこととしました。 
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⑥【指摘事項】 

市の施設を無償で提供していることをどう考えるか 

【措置の状況】 

平成21年度まで市が事務作業を行っていたため会議室を無償で使用すること

がありましたが、平成22年度から団体が事務作業を行うため市の施設を無償で

提供することはなくなります。 

 

(16)  市体育協会補助金[生活文化局文化スポーツ部スポーツ振興課] 

①【指摘事項】 

補助金等ごとに「交付要綱」等を作成しているか 

「交付要綱」等で交付目的が明文化されているか 

補助等の対象経費の範囲は「交付要綱」等で定められているか 

対象経費が不明確な状況で補助額の適正性を検証できるか 

【措置の状況】 

指摘された補助金は、特定の団体に対し交付しているものであり、不特定多

数の個人や団体に対するものではないため、当分の間、事業決裁に公益上の必

要性、事業の目的、補助対象事業、補助金額等の必要事項を記載し明確とする

ことで交付要綱にかわるものとしていきます。 

 

②【指摘事項】 

効果の測定を可能にするような成果指標を設けているか 

補助金等の効果の測定・検証を行っているか 

【措置の状況】 

大会や講習会の参加者数等の測定（活動指標）をすることは可能ですが、こ

れらの事業では、具体的な効果の測定基準となる成果指標を数値等により設け

ることは困難です。スポーツを見ること、スポーツを支えること、スポーツを

行うことなどの活動をすることが成果であると考えます。 

しかし、「公益性」「有効性」等の視点から、成果を把握できるような方法等

を十分検討することとしていきます。 

 

③【指摘事項】 

補助等の見直しの時期が明確になっているか 

補助等の割合等は「交付要綱」等で明確になっているか 

【措置の状況】 

現時点では終期の設定をしていませんが、予定している公益法人化を踏まえ

て、補助金全般について見直しを行っていきたいと考えます。 
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④【指摘事項】 

市の施設を無償で提供していることをどう考えるか 

【措置の状況】 

平成17年度までは市の職員が体育館に配置され、団体と共同で事業を実施し

ていました。出資団体でもあり市と団体との今までの関わり方から、施設の一

部を無償で提供しています。今後、行政財産目的外使用許可について見直しを

検討していきたいと考えます。 

 

(17)  静岡県市町村対抗駅伝競走大会選手強化事業補助金[生活文化局文化スポーツ

部スポーツ振興課] 

①【指摘事項】 

補助金等ごとに「交付要綱」等を作成しているか 

「交付要綱」等で交付目的が明文化されているか 

補助等の対象経費の範囲は「交付要綱」等で定められているか 

対象経費が不明確な状況で補助額の適正性を検証できるか 

【措置の状況】 

指摘された補助金は、特定の団体に対し交付しているものであり、不特定多数

の個人や団体に対するものではないため、当分の間、事業決裁に公益上の必要

性、事業の目的、補助対象事業、補助金額等の必要事項を記載し明確とするこ

とで交付要綱にかわるものとしていきます。 

 

②【指摘事項】 

効果の測定を可能にするような成果指標を設けているか 

補助金等の効果の測定・検証を行っているか 

【措置の状況】 

大会や講習会の参加者数等の測定（活動指標）をすることは可能ですが、これ

らの事業では、具体的な効果の測定基準となる成果指標を数値等により設ける

ことは困難です。スポーツを見ること、スポーツを支えること、スポーツを行

うことなどの活動をすることが成果であると考えます。 

しかし、「公益性」「有効性」等の視点から、成果を把握できるような方法等を

十分検討することとしていきます。 

 

③【指摘事項】 

補助等の割合等は「交付要綱」等で明確になっているか 

【措置の状況】 
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出場チームは、市町対抗駅伝大会参加を目的として静岡市陸上競技協会が選抜

した市を代表するチームです。当事業は補助金のみで運営しているため全額補

助としていますが、今後は経費の精査により補助額の見直し等を行い、上限額

を設けていきたいと考えます。 

 

(18)  静岡市高等学校野球大会補助金[生活文化局文化スポーツ部スポーツ振興課] 

①【指摘事項】 

補助金等ごとに「交付要綱」等を作成しているか 

「交付要綱」等で交付目的が明文化されているか 

補助等の対象経費の範囲は「交付要綱」等で定められているか 

対象経費が不明確な状況で補助額の適正性を検証できるか 

【措置の状況】 

指摘された補助金は、特定の団体に対し交付しているものであり、不特定多

数の個人や団体に対するものではないため、当分の間、事業決裁に公益上の必

要性、事業の目的、補助対象事業、補助金額等の必要事項を記載し明確とする

ことで交付要綱にかわるものとしていきます。 

 

②【指摘事項】 

効果の測定を可能にするような成果指標を設けているか 

補助金等の効果の測定・検証を行っているか 

【措置の状況】 

大会や講習会の参加者数等の測定（活動指標）をすることは可能ですが、こ

れらの事業では、具体的な効果の測定基準となる成果指標を数値等により設け

ることは困難です。スポーツを見ること、スポーツを支えること、スポーツを

行うことなどの活動をすることが成果であると考えます。 

しかし、「公益性」「有効性」等の視点から、成果を把握できるような方法等

を十分検討することとしていきます。 

 

③【指摘事項】 

補助等の割合等は「交付要綱」等で明確になっているか 

【措置の状況】 

当初は市の事業として始められた経緯があり、実行委員会として独自の財源

を持たないため対象経費は全額補助としています。今後は、経費の精査により

補助額の見直し等を行い、上限額を設けていきたいと考えます。 

 

④【指摘事項】 
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補助等の見直しの時期が明確になっているか 

補助団体の事務作業を所管課が行っていることをどう考えるか 

【措置の状況】 

事業実施方法を見直す中で、事務局の移管や見直し時期について検討してい

きます。 

 

 

(19)  小学校区体育大会等開催補助金[生活文化局文化スポーツ部スポーツ振興課] 

①【指摘事項】 

効果の測定を可能にするような成果指標を設けているか 

補助金等の効果の測定・検証を行っているか 

【措置の状況】 

大会や講習会の参加者数等の測定（活動指標）をすることは可能ですが、これ

らの事業では、具体的な効果の測定基準となる成果指標を数値等により設けるこ

とは困難です。スポーツを見ること、スポーツを支えること、スポーツを行うこ

となどの活動をすることが成果であると考えます。 

しかし、「公益性」「有効性」等の視点から、成果を把握できるような方法等を

十分検討することとしていきます。 

 

②【指摘事項】 

補助等の見直しの時期が明確になっているか 

【措置の状況】 

スポーツ振興基本計画で目標としている「市民一人１スポーツ」の推進のため、

地区の体育大会等を通じ、地域の交流を深め、地域力を高めるために多くの市民

がスポーツに参加できるよう活動している団体への補助であり、いずれの団体も

市の行政目的達成のために必要とされていることから終期は設定していません。

今後は、補助方法等を含めた見直しを行っていくよう検討します。 

 

③【指摘事項】 

補助団体の事務作業を所管課が行っていることをどう考えるか 

【措置の状況】 

各小学校区から選出された体育指導委員が地域との窓口になっているため、交

付団体は体育指導委員で組織された団体としています。体育指導委員の事務局を

市で行っているため、当団体の事務に市が関与していますが、今後は見直しを行

っていくよう検討します。 
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(20)  各種目別全国大会出場選手補助金[生活文化局文化スポーツ部スポーツ振興課] 

①【指摘事項】 

効果の測定を可能にするような成果指標を設けているか 

補助金等の効果の測定・検証を行っているか 

【措置の状況】 

大会や講習会の参加者数等の測定（活動指標）をすることは可能ですが、これ

らの事業では、具体的な効果の測定基準となる成果指標を数値等により設けるこ

とは困難です。スポーツを見ること、スポーツを支えること、スポーツを行うこ

となどの活動をすることが成果であると考えます。 

しかし、「公益性」「有効性」等の視点から、成果を把握できるような方法等を

十分検討することとしていきます。 

 

②【指摘事項】 

補助等の割合等は「交付要綱」等で明確になっているか 

【措置の状況】 

平成22年度に要綱改正を行い、補助対象経費を定め、補助額に上限額を設けま

した。 

 

③【指摘事項】 

補助金等の使途のチェックは十分に行われているか 

【措置の状況】 

平成22年度より収支予算書、収支決算書の提出を求めることとし、補助金の使

途を明確とすることにしました。 

 

(21)  環境保全計画費（ストップ温暖化！100万人参加プロジェクト事業補助金）[環境

局環境創造部環境総務課] 

①【指摘事項】 

補助団体の事務作業を所管課が行っていることをどう考えるか 

【措置の状況】 

交付先である、「ストップ温暖化！清流の都しずおか創造推進協議会」は、静岡

市地球温暖化対策地域推進計画に掲げた市の温室効果ガス削減目標達成等に向

け、市民・事業者・民間団体と市のパートナーシップのもと、地球温暖化防止の

実践行動を促進し、地域における地球温暖化対策の推進を図り、環境と経済の好

循環の実現等に資することを目的とした団体です。 

地球温暖化対策の推進に関する法律で規定する、「地域推進協議会」として位置

付けられており、静岡市環境局長を会長とし、事業者や住民等の各界各層が構成
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員となっています。 

団体の目的にもあるとおり、市の温室効果ガス削減目標達成に向けた取組を実

践するために、具体的な施策や計画の進捗管理を行うとともに、各界各層との連

携を図りながら温暖化対策を推進していくためには、市が事務局となり運営して

いくことが効果的であると考えております。 

 

(22)  建築物等緑化奨励補助金[環境局環境創造部清流の都創造課]  

①【指摘事項】 

補助金等の効果の測定・検証を行っているか 

【措置の状況】 

補助金等の効果の測定については、緑化面積及び生垣設置の延長等で行ってい

ます。 

今後、申請時の相談等での要望や、補助対象以外で緑化を促進する方法があれ

ば、要綱改正等を検討するなど補助内容の充実に対し、柔軟に対応していく予定

です。 

 

 (23)  保護司会補助金[保健福祉子ども局福祉部福祉総務課] 

①【指摘事項】 

補助金等ごとに「交付要綱」等を作成しているか 

補助等の対象経費の範囲は「交付要綱」等で定められているか 

補助等の割合等は「交付要綱」等で明確になっているか 

対象経費が不明確な状況で補助額の適正性を検証できるか 

【措置の状況】 

平成23年度からは「事業補助」とすべく交付相手方と協議し、適正な交付要綱

を作成していきます。 

 

②【指摘事項】 

「交付要綱」等で交付目的が明文化されているか 

【措置の状況】 

平成23年度からは事業補助とすべく交付相手方と協議のうえ、その交付要綱を

作成していきます。 

なお、平成22年度の補助交付に際しては、決裁文中における「交付目的」の明

文化を行いました。 

 

③【指摘事項】 

市の政策目的に合致したものか 
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【措置の状況】 

保護司法では、保護司の使命を「社会奉仕の精神をもつて、犯罪をした者及び

非行のある尐年の改善更生を助けるとともに、犯罪の予防のため世論の啓発に努

め、もつて地域社会の浄化をはかり、個人及び公共の福祉に寄与すること」（§

１）と規定したうえで、地方公共団体は「その活動に必要な協力をすることがで

きる」（§17）と定めています。 

当該活動に対する補助は、本市第２次総合計画の基本計画「快適でゆとりと信

頼のある市民生活の確保」や、地域福祉計画の基本目標「市民一人ひとりに必要

な支援を提供できる仕組みづくり」にも合致するものと考えています。 

 

④【指摘事項】 

効果の測定を可能にするような成果指標を設けているか 

【措置の状況】 

補助金の成果指標は設けていません。 

保護司の業務の性質上、改善更生の対象となる者の数や件数をもって指標とす

るのは適当ではありません。 

保護司会が行う「社会を明るくする運動」等の活動への参加者数や参加者の満

足度等であれば一定の指標とはなるものの、これまでは参加者数の記録等も実施

してはいないため、平成23年度の実施に向けて、アンケート調査の方法や成果目

標の設定等について、補助相手方と協議を行っていきます。 

 

⑤【指摘事項】 

補助等の見直しの時期が明確になっているか 

【措置の状況】 

終期について検討したものの、現行補助は、日々継続する保護司活動に対する

単年度ごとの運営補助であるため、終期は明記しませんでした。 

平成23年度からの事業補助への変更に向けた協議の中で検討する予定ですが、

個々の事業の「成果指標」の設定と併せて、その効果検証の仕組みを検討してい

きます。 

 

(24)  人権擁護委員会補助金[保健福祉子ども局福祉部福祉総務課] 

①【指摘事項】 

補助金等ごとに「交付要綱」等を作成しているか 

補助等の対象経費の範囲は「交付要綱」等で定められているか 

補助等の割合等は「交付要綱」等で明確になっているか 

対象経費が不明確な状況で補助額の適正性を検証できるか 
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【措置の状況】 

平成23年度からは「事業補助」とすべく交付相手方と協議し、適正な交付要綱

を作成していきます。 

 

②【指摘事項】 

「交付要綱」等で交付目的が明文化されているか 

【措置の状況】 

平成23年度からは事業補助とすべく交付相手方と協議のうえ、その交付要綱を

作成していきます。 

なお、平成22年度の補助交付に際しては、決裁文中における「交付目的」の明

文化を行いました。 

 

③【指摘事項】 

市の政策目的に合致したものか 

【措置の状況】 

人権擁護委員法では、人権擁護委員は「国民の基本的人権が侵犯されることの

ないように監視し、若し、これが侵犯された場合には、その救済のため、すみや

かに適切な処置を採るとともに、常に自由人権思想の普及高揚に努めることをも

つてその使命とする」者であり、その使命を、「①自由人権思想に関する啓もう及

び宣伝をなすこと。②民間における人権擁護運動の助長に努めること。③人権侵

犯事件につき、その救済のため、調査及び情報の収集をなし、法務大臣への報告、

関係機関への勧告等適切な処置を講ずること。④貧困者に対し訴訟援助その他そ

の人権擁議のため適切な救済方法を講ずること。⑤その他人権の擁護に努めるこ

と。」と規定しています。（§２、§11） 

当該活動に対する補助は、本市第２次総合計画の基本計画「快適でゆとりと信

頼のある市民生活の確保」や、地域福祉計画の基本目標「市民の健康福祉を支え、

権利を擁護する環境づくり」にも合致するものと考えています。 

 

④【指摘事項】 

効果の測定を可能にするような成果指標を設けているか 

【措置の状況】 

補助金の成果指標は設けていません。 

人権擁護委員の業務の性質上、人権侵犯事案への対処件数や対象者数をもって

指標とするのは適当ではありません。 

人権相談会の来場者数や人権啓発運動等の参加者数又はこれらの者の満足度等

であれば一定の指標とはなるものの、これまでは参加者数の記録等も実施しては
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いないため、平成23年度の実施に向けて、アンケート調査の方法や成果目標の設

定等について、補助相手方と協議を行っていきます。 

 

⑤【指摘事項】 

補助等の見直しの時期が明確になっているか 

【措置の状況】 

終期について検討したものの、現行補助は、日々継続する人権擁護委員活動に

対する単年度ごとの運営補助であるため、終期は明記しませんでした。 

平成23年度からの事業補助への変更に向けた協議の中で検討する予定ですが、

個々の事業の「成果指標」の設定と併せて、その効果検証の仕組みを検討してい

きます。 

 

(25)  市民生委員・児童委員協議会補助金[保健福祉子ども局福祉部福祉総務課] 

①【指摘事項】 

補助金等ごとに「交付要綱」等を作成しているか 

「交付要綱」等で交付目的が明文化されているか 

補助等の対象経費の範囲は「交付要綱」等で定められているか 

補助等の割合等は「交付要綱」等で明確になっているか 

対象経費が不明確な状況で補助額の適正性を検証できるか 

【措置の状況】 

平成22年度より適用する「交付要綱」を作成中です。 

要綱中に「交付目的」を明記しています。 

また、要綱中に「対象経費」と認める事業の種類と予算科目を明記しています。

これにより申請内訳の確認と後日の使途の検証は可能と考えます。 

なお、補助の割合については「対象経費」を規定したうえで「予算の範囲内を

限度」で「対象経費の○分の○以内の額」と明記する予定であり、全額補助には

ならないこととしています。 

 

②【指摘事項】 

市の政策目的に合致したものか 

【措置の状況】 

民生委員法では、その職務について「住民の生活状態を必要に応じ適切に把握

しておくこと」、「福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力すること」、

「援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで

きるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと」等と規定し

ています。（§14） 
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当該活動に対する補助は、本市第２次総合計画の基本計画「みんなで健やかに

いきいきと暮らせるまち」に合致するものであり、また、地域福祉計画の基本目

標「市民一人ひとりに必要な支援を提供できる仕組みづくり」中に基本施策とし

て明記されています。 

 

(26)  授産品販売事業費補助金[保健福祉子ども局福祉部障害者福祉課] 

①【指摘事項】 

補助金ごとに「交付要綱」等を作成しているか 

【措置の状況】 

平成22年度中に交付要綱を作成します。 

 

②【指摘事項】 

「交付要綱」等で交付目的が明文化されているか 

補助等の対象経費の範囲は「交付要綱」等で定められているか 

補助等の割合等は「交付要綱」等で明確になっているか 

対象経費が不明確な状況で補助額の適正性を検証できるか 

【措置の状況】 

作成する交付要綱に明文化する予定です。 

 

③【指摘事項】 

市の政策目的に合致したものか 

【措置の状況】 

総合計画上の位置付けはありませんが、静岡市障害者福祉計画に位置付けられ

ており、市の政策目的に合致するものです。 

 

④【指摘事項】 

効果の測定を可能にするような成果指標を設けているか 

【措置の状況】 

交付要綱を作成するうえで、当該補助金の効果を測定するにあたってどのよう

な指標が適当かを含め、具体的な成果指標の設定に向けて検討していきたいと考

えております。 

 

⑤【指摘事項】 

補助等の見直し時期が明確になっているか 

【措置の状況】 

交付要綱を作成するうえで検討していきたいと考えております。 
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 (27)  重度障害者生活訓練ホーム事業運営費補助金[保健福祉子ども局福祉部障害者

福祉課] 

①【指摘事項】 

市の政策目的に合致したものか 

【措置の状況】 

総合計画上の位置付けはありませんが、静岡市障害者福祉計画に位置付けられ

ており、市の政策目的に合致するものです。 

 

②【指摘事項】 

補助等の見直し時期が明確になっているか 

【措置の状況】 

障害者自立支援法に基づく新事業体系への移行を進めており、平成23年度に当

該補助金を廃止する予定です。 

 

(28)  市身体障害者団体連合会補助金[保健福祉子ども局福祉部障害者福祉課] 

①【指摘事項】 

「交付要綱」等で交付目的が明文化されているか 

補助等の見直し時期が明確になっているか 

補助等の対象経費の範囲は「交付要綱」等で定められているか 

補助等の割合等は「交付要綱」等で明確になっているか 

対象経費が不明確な状況で補助額の適正性を検証できるか 

【措置の状況】 

事業決裁で明確にします。 

 

②【指摘事項】 

市の政策目的に合致したものか 

【措置の状況】 

当該補助金は、総合計画に掲げる政策の体系「障害のある人の自立を支えるシ

ステムの構築」の一環として、当該団体を育成するために補助を行うものであり、

市の政策目的に合致するものです。 

 

③【指摘事項】 

効果の測定を可能にするような成果指標を設けているか 

【措置の状況】 

当該補助金の効果を測定するにあたってどのような指標が適当かを含め、具体
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的な成果指標の設定に向けて検討していきたいと考えております。 

 

(29)  放課後対策レスパイト事業補助金[保健福祉子ども局福祉部障害者福祉課] 

①【指摘事項】 

効果の測定を可能にするような成果指標を設けているか 

【措置の状況】 

当該補助金の効果を測定するにあたってどのような指標が適当かを含め、具体

的な成果指標の設定に向けて検討していきたいと考えております。 

 

②【指摘事項】 

補助等の見直し時期が明確になっているか 

【措置の状況】 

当該補助金の事業は、障害者自立支援法に基づく日中一時支援事業への移行を

進めております。日中一時支援事業の実施状況や事業所の参入状況を踏まえ、補

助金の見直し時期を検討していきたいと考えております。 

 

③【指摘事項】 

市の施設を無償で提供していることをどう考えるか 

【措置の状況】 

当該補助金の補助対象経費は、土地及び家屋の借上料を含むものであり、借上

料が発生する団体については補助金の額に反映させております。市の施設を無償

で提供している団体と他団体との間で不公平感は生じないと考えております。 

 

(30)  知的障害者施設整備事業費補助金[保健福祉子ども局福祉部障害者福祉課] 

①【指摘事項】 

市の政策目的に合致したものか 

【措置の状況】 

当該補助金は、清水市社会福祉施設整備事業費補助金交付要綱により平成７年

度から社会福祉施設の整備に要する費用に係る借入金の償還に対して補助を行っ

ております。なお、現在においても第２期障害福祉計画（平成21年度～平成23年

度）に障害福祉サービス事業の提供基盤の整備が位置付けられており、当該補助

金により安定した施設運営を行うことは市の政策目的に合致するものです。 

 

②【指摘事項】 

市の施設を無償で提供していることをどう考えるか。 

【措置の状況】 
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当該施設の敷地は、旧清水市が清水市精神薄弱者施設設立推進委員会から寄付

を受けたという特殊事情があるため、敷地を無償で提供しております。 

 

(31)  重度身体障害者住宅改造費補助金[保健福祉子ども局福祉部障害者福祉課] 

①【指摘事項】 

市の政策目的に合致したものか 

【措置の状況】 

総合計画上の位置付けはありませんが、静岡市障害者福祉計画に位置付けられ

ており、市の政策目的に合致するものです。 

 

②【指摘事項】 

補助等の見直し時期が明確になっているか 

【措置の状況】 

当該補助金は、高齢者及び身体障害者が住み慣れた住宅で安心して健やかな生

活ができるよう住宅を改造する個人に対して補助を行うものであり、長期間にわ

たって継続的に同一の交付先に対して支出するものではないため、現時点におい

て終期を設定する考えはありません。補助制度の終期にあたっては、社会情勢や

申請状況などを踏まえ、検討していきたいと考えております。 

 

(32)  身体障害者施設整備事業費補助金[保健福祉子ども局福祉部障害者福祉課] 

①【指摘事項】 

市の政策目的に合致したものか 

【措置の状況】 

当該補助金は、清水市社会福祉施設整備事業費補助金交付要綱により平成15年

度から社会福祉施設の整備に要する費用に係る借入金の償還に対して補助を行っ

ております。なお、現在においても第２期障害福祉計画（平成21年度～平成23年

度）に障害福祉サービス事業の提供基盤の整備が位置付けられており、当該補助

金により安定した施設運営を行うことは市の政策目的に合致するものです。 

 

(33)  軽費老人ホーム事務費補助金[保健福祉子ども局福祉部高齢者福祉課] 

①【指摘事項】 

補助金ごとに「交付要綱」等を作成しているか 

「交付要綱」等で交付目的が明文化されているか 

補助等の対象経費の範囲は「交付要綱」等で定められているか 

補助等の割合等は「交付要綱」等で明確になっているか 

【措置の状況】 
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要綱を作成し、平成22年4月1日に施行しました。 

その他の事項については、要綱で明文化しました。 

 

(34)  シルバー人材センター補助金[保健福祉子ども局福祉部高齢者福祉課] 

①【指摘事項】 

市の施設を無償で提供していることをどう考えるか 

【措置の状況】 

シルバー人材センターは、高齢者の生きがい対策や雇用を促進するために重要

な役割を担っており、当面の間は運営基盤が充実したものとなるよう支援してい

く段階であると考えます。 

 

(35)  老人つどいの家設置費補助金[保健福祉子ども局福祉部高齢者福祉課] 

①【指摘事項】 

効果の測定を可能にするような成果指標を設けているか 

【措置の状況】 

地域ごと老人クラブ、自治会等が老人つどいの家を設置し、教養向上、レクリ

ェーション等の活動に対し補助金を交付しています。利用状況(利用回数、利用人

数)等を成果指標とします。 

 

②【指摘事項】 

補助金等の効果の測定・検証を行っているか 

【措置の状況】 

実績報告書の利用状況(利用回数、利用人数)等により、効果の測定・検証を行

います。 

 

(36)  高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費補助金[保健福祉子ども局福祉部高齢

者福祉課] 

①【指摘事項】 

効果の測定を可能にするような成果指標を設けているか 

【措置の状況】 

全国健康福祉祭(ねんりんピック)に参加する者の選考・派遣等を行う実行委員

会に対し補助金を交付しています。各競技の成績及び参加者数を成果指標としま

す。 

 

②【指摘事項】 

補助団体の事務作業を所管課が行っていることをどう考えるか。 
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【措置の状況】 

現在の実行委員会形式では、他に実務を担える者がいないので所管課が行って

います。 

 

③【指摘事項】 

補助金等の効果の測定・検証を行っているか 

【措置の状況】 

各競技の成績及び参加者数により効果を測定・検証します。 

 

(37)  ふれあい懇談会事業補助金[保健福祉子ども局福祉部高齢者福祉課] 

①【指摘事項】 

効果の測定を可能にするような成果指標を設けているか 

【措置の状況】 

ひとり暮らし老人等の福祉の増進を図るため、ふれあい懇談会事業を運営する

市社会福祉協議会に対し補助金を交付しています。 

各自治会が実施するため、各自治会の実施回数及び参加者数を成果指標としま

す。 

 

②【指摘事項】 

 補助金等の効果の測定・検証を行っているか 

【措置の状況】 

実績報告書の各自治会の実施回数と参加者数により、効果を測定・検証します。 

 

(38)  高齢者社会参加促進事業補助金[保健福祉子ども局福祉部高齢者福祉課]  

①【指摘事項】 

補助金等の効果の測定・検証を行っているか 

【措置の状況】 

実績報告書の実施状況（実施内容、実施人数）等により、効果の測定・検証を

行います。 

 

(39)  高齢者生きがいセンター設置費補助金[保健福祉子ども局福祉部高齢者福祉課]  

①【指摘事項】 

効果の測定を可能にするような成果指標を設けているか 

【措置の状況】 

高齢者生きがいセンターを設置し、教養向上、レクリェーション等の活動に対

し補助金を交付しています。利用状況(利用回数、利用人数)等を成果指標としま
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す。 

 

②【指摘事項】 

補助金等の効果の測定・検証を行っているか 

【措置の状況】 

実績報告書の利用状況(利用回数、利用人数)等により、効果の測定・検証を行

います。 

 

 (40)  敬老行事補助金[保健福祉子ども局福祉部高齢者福祉課] 

①【指摘事項】 

効果の測定を可能にするような成果指標を設けているか 

【措置の状況】 

老人福祉法に規定する行事実施を推奨するため、行事実施者に対し補助金を交

付しています。 

実績報告書による参加状況を成果指標とします。 

 

②【指摘事項】 

補助金等の効果の測定・検証を行っているか 

【措置の状況】 

実績報告書による参加状況により、効果の測定・検証を行います。 

 

(41)  静岡市食品国民健康保険組合補助金[保健福祉子ども局福祉部保険年金管理課] 

①【指摘事項】 

 補助金等ごとに「交付要綱」等を作成しているか 

【措置の状況】 

当該補助金は、静岡市食品国民健康保険組合に静岡市国保の潜在的被保険者が

加入することによって、静岡市国保の事務費が一定額減尐すると考えられること

から公益性を認め交付しています。 

このため、当国保組合と事前協議し、事務費予算の財源不足分を次年度補助金

の予算額として計上しています。 

これまでは、年度当初の交付申請の際に「静岡市補助金等交付規則」に従い、

交付を受けようとする補助金の算出基礎として申請書に添付させています。 

今後、平成23年度予算要求時に間に合うように、上記の内容を含んだ補助金の

支給の条件やルールを定めた「交付要綱」を整備する予定です。 

 

②【指摘事項】 
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「交付要綱」等で交付目的が明文化されているか 

【措置の状況】 

「交付要綱」を作成して交付目的を明文化する予定です。 

 

③【指摘事項】 

市の政策目的に合致したものか 

【措置の状況】 

静岡市食品国民健康保険組合被保険者は、静岡市国保の潜在的被保険者です。 

当国保組合が存在することにより静岡市国保の被保険者は減尐し、これに伴

い静岡市国保の事務費の削減につながっていると考えられます。 

以上より、当国保組合に一定の補助金を支出することは公益上必要があると

認め交付を実施しています。 

 

④【指摘事項】 

効果の測定を可能にするような成果指標を設けているか 

【措置の状況】 

補助金の効果測定の指標の一つには、当国保組合の財政状況が挙げられます。 

実績報告として当国保組合より提出される各年の決算書から、保険運営が安

定的に実施されていることが確認できれば補助金の効果有りと考えます。 

ただし、財政状況によっては補助金の効果が見られない（補助金に関係無く充

分に安定的な運営ができると判断できる場合など）には、補助金の額を見直すこ

とができるように、今後整備予定の「交付要綱」の中で規定する予定です。 

 

⑤【指摘事項】 

補助等の見直しの時期が明確になっているか 

【措置の状況】 

「交付要綱」の中で金額の算出基礎を規定し、補助金の見直しができるように

整備する予定です。 

 

⑥【指摘事項】 

財政状態の健全な団体に対する運営費補助金は認められるか 

【措置の状況】 

包括外部監査の結果を受けて、当国保組合と下記事項を協議中です。 

①次年度以降の補助金の見直し 

財政状態の健全な団体として判断されたことから、次年度以降の補助金額

の見直を行いたい。（減額） 
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②補助金額算出基礎の明文化 

「交付要綱」を作成して補助金の算出基礎を明文化し、財政状況等の変化

により補助金額を見直すことができるよう整備したい。 

※当団体の運営の特殊性 

当団体の運営は、歳入をもって当年度事業（歳出）を決定していく性格の

運営形態ではなく、医療費に応じた保険者負担分を必ず支出していかなけれ

ばなりません。（静岡市国保の運営と同様） 

そのため、財政が破たんしないように、一定の余裕を持った予算を組まな

ければならないのは当然で、毎年繰越金が発生するのはやむを得ないことで

あると考えます。 

また、今年度より全国の国保組合への国庫補助金の見直しが検討されてい

て、当団体の財政状況にも影響してくると予想されます。 

このような事から、監査結果では「補助金の廃止基準」に該当するとされ

てはいるが、市からの補助金の効果をよく検証しながら慎重に対応していく

予定です。 

 

⑦【指摘事項】 

補助等の対象経費の範囲は「交付要綱」等で定められているか 

【措置の状況】 

これまでは、事前協議により対象を事務費に限定し事業決裁において明記して

いました。 

今後は、「交付要綱」の中で対象経費を事務費に限定する等の規定を整備する予

定です。 

 

⑧【指摘事項】 

補助等の割合等は「交付要綱」等で明確になっているか 

【措置の状況】 

これまでは、事前協議により対象経費を事務費に限定し事務費の不足分を補助

するという形で事業決裁において明記していました。 

今後は、「交付要綱」の中で補助割合等の規定を整備する予定です。 

 

⑨【指摘事項】 

補助等の効果の測定・検証を行っているか 

【措置の状況】 

補助金の効果測定の指標の一つには、当国保組合の財政状況が挙げられます。 

実績報告として当国保組合より提出される各年の決算書から、保険運営が安定
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的に実施されていると判断できれば、補助金の効果有りと確認できると考えます。 

補助金の効果が確認できる必要最小限の補助金額に見直すことができるよう

に、今後整備予定の「交付要綱」の中で規定する予定です。 

 

(42)  児童福祉援護団体等運営費補助金[保健福祉子ども局子ども青尐年部子育て支援

課]  

①【指摘事項】 

補助金等ごとに「交付要綱」等を作成しているか 

【措置の状況】 

平成22年度中に「交付要綱」を作成する予定です。 

 

②【指摘事項】 

「交付要綱」等で交付目的が明文化されているか 

【措置の状況】 

策定予定の「交付要綱」で交付目的を明文化する予定です。 

 

③【指摘事項】 

補助等の見直しの時期が明確になっているか 

【措置の状況】 

補助の終期の設定については、具体的な終期年次を定めることが難しいため、

事業の状況に応じて補助継続の可否を検討することを考えています。 

 

④【指摘事項】 

補助等の対象経費の範囲は「交付要綱」等で定められているか 

対象経費が不明確な状況で補助額の適正化を検証できるか 

【措置の状況】 

策定予定の「交付要綱」で対象経費を定める予定で、補助額 の適正化を検証

します。 

 

⑤【指摘事項】 

補助等の割合は「交付要綱」等で明確になっているか 

【措置の状況】 

策定予定の「交付要綱」で補助の割合について定める予定ですが、一定割合を

定めることが難しいため、上限を設けたいと考えています。 

 

⑥【指摘事項】 
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市の施設を無償で提供していることをどう考えるか 

【措置の状況】 

事業の性質上、福祉事務所内での活動が望ましいと考えています。有償での使

用に変更するかどうかについて関係課と協議します。 

 

(43)  子育て支援事業補助金[保健福祉子ども局子ども青尐年部子育て支援課]  

①【指摘事項】 

効果の測定を可能にするような成果指標を設けているか 

【措置の状況】 

実施地区、実施事業数及び参加者数を成果指標とする予定です。 

 

②【指摘事項】 

市の施設を無償で提供していることをどう考えるか 

【措置の状況】 

市として事業拡大を図っている子育て支援事業の一環であり、保育所、児童館

等の無償使用については必要な措置であると考えます。 

 

③【指摘事項】 

補助金の効果の測定・検証を行っているか 

【措置の状況】 

上記成果指標の結果を基に、補助金等の効果の測定・検証を実施する予定です。 

 

(44)  清水地域青尐年健全育成事業補助金[保健福祉子ども局子ども青尐年部青尐年育

成課] 

①【指摘事項】 

補助団体の事務作業を所管課が行っていることをどう考えるか 

【措置の状況】 

当該事業は、清水地域の団体（連合自治会ごと・21地区）及びこれらを統括す

る（推進委員長会）に対する補助であり、以下の理由から事務作業を所管課で行

っています。 

・事務が年間通じて恒常的に生じるものでなく一時的であるうえ、補助団体の

組織基盤が小さく事務を行うことが困難です。 

・本事業は地域と行政が連携して行うべきものであり、最新情報の入手等行政

側にもメリットが大きい。 

 

(45)  校庭開放事業運営費補助金[保健福祉子ども局子ども青尐年部青尐年育成課] 
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①【指摘事項】 

市の施設を無償で提供していることをどう考えるか 

【措置の状況】 

校庭開放事業は、小学校の授業終了後から下校時（概ね午後５時）までの時間

を、学校長の承認のもとにＰＴＡで組織される各校庭開放事業運営委員会が校庭

等を開放して、安全な遊び場の確保を図るための事業であり、市が率先して行う

べき事業であることから無償提供していくことに問題はないと考えております。 

 

(46)  清水地域成人の日行事実行委員会補助金[保健福祉子ども局子ども青尐年部青尐

年育成課] 

①【指摘事項】 

市の政策目的に合致したものか 

【措置の状況】 

新たに成人の仲間入りをする青年男女に、大人になったことの自覚を促し祝い

励ますため、地域が実施する「成人の日の行事」を支援するものです。 

成人の日行事は、「国民の祝日に関する法律」、旧文部省文部次官通達に基づき

行っており、市の政策目的に合致しないものではありません。 

 

②【指摘事項】 

補助団体の事務作業を所管課が行っていることをどう考えるか 

【措置の状況】 

新たに成人の仲間入りをする青年男女に、大人になったことの自覚を促し祝い

励ますため、地域が実施する「成人の日の行事」を支援するものです。 

事務作業を所管課で行っているのは以下の理由からです。 

・極力地域で行うよう指導していますが、事務が年間通じて恒常的に生じる

ものでなく一時的であるうえ、補助先の組織基盤が小さく、全ての事務を行

うことは困難です。 

・当該行事は「全国市町村を挙げて成年者を祝う」という通達の趣旨から、地

域と行政が連携して行うべきものです。 

 

(47)  私立認可保育所運営費補助金、認可外保育所運営費補助金、産休等代替職員雇

用費補助金、私立保育所小規模施設整備費等補助金、私立保育所小規模施設整

備費等補助金（民間移管分）、市立保育所移管に伴う施設整備費補助金、借入金・

元金償還金補助金、借入金・利子償還金補助金[保健福祉子ども局子ども青尐年

部青尐年育成課]  

①【指摘事項】 
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市の政策目的に合致したものか 

【措置の状況】 

これら補助金は、児童福祉法により市に義務付けられている保育や適切な保護

を行うための事業です。市の総合計画において具体的な主要事業としては位置づ

けられていませんが、下記の事業・政策・施策のもとに行っている事業であり、

市の総合計画上においても位置づけられていると考えられます。 

事業…「健康福祉」 

      政策…「未来を築く元気な子どもの育成支援」 

       施策…「安心して子どもを生み、育てるための支援」 

      →「仕事と子育ての両立への支援」 

 

(48)  病院事業補助金[保健福祉子ども局保健衛生部保健衛生総務課] 

①【指摘事項】 

市の政策目的に合致したものか 

【措置の状況】 

病院事業補助金は、市民の病院として必要な医療を安定的かつ継続的に提供す

ることを目的とした病院事業を支援することにより市民の安全・安心を確保する

ための補助金であり、第二次総合計画に示された「安心して受けられる医療の充

実」に合致します。 

 

②【指摘事項】 

効果の測定（＝数値目標の設定）は難しいか 

【措置の状況】 

効果の測定については、静岡病院・清水病院それぞれの公立病院改革プランの

中で経常収支比率や病床利用率等の数値目標を設定し、より効率的な経営に努め

るとともに、改革プランの実施状況について、点検・評価の後に公表されるので、

その内容について検証していきます。 

 

(49)  山間地診療所運営費補助金[保健福祉子ども局保健衛生部保健衛生総務課] 

①【指摘事項】 

市の政策目的に合致したものか 

【措置の状況】 

当該補助金は、第２次総合計画 第１期実施計画に位置づけています。 

 

②【指摘事項】 

市の施設を無償で提供していることをどう考えるか 
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【措置の状況】 

山間地域において、民間医による個人経営では、運営が成り立たないため、市

の施策として公設民営方式をとり、診療所施設（土地・建物・備品類等）を無償

提供することを条件に、医師を招聘しています。 

 

(50)  市医師会運営費補助金、市薬剤師会運営費補助金[保健福祉子ども局保健衛生

部保健衛生総務課]  

①【指摘事項】 

市の政策目的に合致したものか 

【措置の状況】 

第二次総合計画の分野別計画Ⅰ「みんなで健やかにいきいきと暮らせるまち」

では安心して受けられる医療の充実を掲げており、地域医療の充実を図るために

は、市医師会及び市薬剤師会が実施する学校保健活動や市民啓発活動、災害対策

等の事業を支援し、市民の安全・安心を確保していくことが重要であり、目的に

合致していると言えます。 

 

②【指摘事項】 

補助金等の使途のチェックは十分に行われているか 

【措置の状況】 

補助金の使途については、市医師会及び市薬剤師会から提出される事業実績書

及び決算書を用い審査していますが、今年度は、さらに補助対象となる事業資料

（講演会等の資料）を提出してもらい、より緻密なチェックを実施していきます。 

 

③【指摘事項】 

効果の測定（＝数値目標の設定）は難しいか 

【措置の状況】 

市医師会及び市薬剤師会の事業は、それぞれが独自の裁量で事業決定を行い運

営されるべきものなので、数値目標の設定を市が行うことは難しいが、今年度は、

補助対象となる事業資料（講演会等の資料）を提出してもらい、より緻密なチェ

ックを実施することで効果の測定を行います。 

 

(51)  救急歯科センター運営費補助金[保健福祉子ども局保健衛生部保健衛生総務課]  

①【指摘事項】 

市の政策に合致したものか 

【措置の状況】 

当事業は、第１次総合計画において、第２章：まちづくりの展開－Ⅰ．健康・
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福祉－「いきいきと暮らせる健康づくりの推進」－「適切な医療と機能回復訓練

の充実」において、「救急医療体制についても整備を行う」ことが記載されていま

す。 

また、第２次総合計画においても、まちづくりの展開・分野別計画－Ⅰ．健康・

福祉－政策の方針５いきいきと暮らせる健康づくりの推進－「（３）安心して受け

られる医療の充実」において、「安心して医療が受けられるよう救急医療体制の整

備を行う」ことが記載されています。 

静岡市では直営での救急歯科センターを設置していないため、静岡歯科医師会

が運営している救急歯科センターに補助を行っています。 

なお、平成５年の救急歯科センター開設時から、当該施設の備品について市が

整備を行い、救急医療体制の整備に努めています。 

 

②【指摘事項】 

市の施設を無償で提供していることをどう考えるか 

【措置の状況】 

救急歯科センターの建物は、静岡歯科医師会の所有物であり、当市は歯科診療

機器等の大型備品の整備、更新等を行っています。 

現状、民間では日曜祝日等に運営している歯科診療所がなく、緊急に対応する

ため、市が設備を提供し支援しています。 

 

(52)  寝たきり者訪問歯科診療事業補助金（葵・駿河）、寝たきり者訪問歯科診療事

業補助金（清水）[保健福祉子ども局保健衛生部健康づくり推進課]  

①【指摘事項】 

効果の測定を可能とするような成果指標を設けているか 

補助等の見直しの時期が明確になっているか 

補助等の割合等は「交付要綱」等で明確になっているか 

補助金等の効果の測定・検証を行っているか 

【措置の状況】 

寝たきり者訪問歯科診療事業は、診療所等に出向き歯科治療を受診するこがで

きない寝たきりの方の口腔衛生の向上を図るため、通常の歯科医では困難な往診

による治療と保健指導が可能となるように歯科医師会の協力を得て事業を立ち上

げました。実施にあたっては、市が市民からの依頼を受けケースを調査し、診療・

保健指導を歯科医師会に依頼する流れになっており、委託的な補助金として補助

率も10/10と要綱で定めています。 

したがって、補助金支出による実施ではその性質にもそぐわないため、来年度

からは委託事業に切り替えて実施する方向で歯科医師会とも協議を行っていま
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す。 

 

(53)  虫歯予防事業補助金（葵・駿河）、虫歯予防事業補助金（清水）[保健福祉子ど

も局保健衛生部健康づくり推進課]  

①【指摘事項】 

補助金等ごとに「交付要綱」等を作成しているか 

「交付要綱」等で交付目的が明文化されているか 

効果の測定を可能とするような成果指標を設けているか 

補助等の見直しの時期が明確になっているか 

補助金等の対象経費の範囲は「交付要綱」等で定められているか 

補助等の割合等は「交付要綱」等で明確になっているか 

対象経費が不明確な状況で補助額の適正性を検証できるか 

毎年「同額」支出の補助金等は適正なものと言えるのか【虫歯予防事業補助金（葵・

駿河）】 

補助金等の使途のチェックは十分に行われているのか【虫歯予防事業補助金（葵・

駿河）】 

補助金等の効果の測定・検証を行っているか 

【措置の状況】 

補助対象となっている二つの歯科医師会の虫歯予防事業には、歯科健診や保健

指導、イベントなど多種多様な歯科保健事業が混在しています。 

見直しにあたっては、現在の補助対象事業を 

①市の事業を補完するもので本来市が実施すべきもの（市事業と同じ内容で市

では実施できていない方を対象に実施している歯科健診や保健指導） 

②歯科医師会が自主的に実施すべき事業で公益性が高いもの 

③自主財源で実施すべきものに仕分けし、 

①は委託事業に②は補助対象事業としたうえで、後者の補助金交付要綱を作成

し、対象事業、対象経費、補助率等を定め補助金を交付することで歯科医師会と

も協議を行っています。 

補助事業の成果指標についても、事業ごとに参加者数等設定し、効果の検証を

していく予定です。 

 

(54)  清水保健委員協議会補助金[保健福祉子ども局保健衛生部健康づくり推進課]  

①【指摘事項】 

効果の測定を可能とするような成果指標を設けているか 

補助金等の効果の測定・検証を行っているか 

【措置の状況】 
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従来は、成果指標を定めての補助の効果測定や検証は行ってきませんでしたが、

地域ごとの課題の抽出やアンケート等による保健委員活動による住民の健康意識

の変化を把握するなどし、成果指標を設定し毎年度の検証を行っていくこととし

ました。 

 

②【指摘事項】 

市の施設を無償で提供していることをどう考えるか 

【措置の状況】 

保健福祉センターで行っている会議、研修等は、活動内容に係る質的向上を目

指し、市の情報提供や地区担当保健師との意見交換を行う場であり、保健福祉セ

ンター条例で規定する事業の一部として位置付けています。 

 

(55)  精神障害者共同住居運営費補助金[保健福祉子ども局保健衛生部精神保健福祉

課]  

①【指摘事項】 

効果の測定（数値目標の設定）は難しいか 

【措置の状況】 

効果の測定については、共同住居への入居時に入居者の社会復帰に対する目標

を定めた書類を補助金交付団体から提出させ、１年に一回以上目標設定に対する

達成状況等が明記された書類を当該団体から提出させることにより行う予定で

す。 

 

(56)  市断酒会補助金[保健福祉子ども局保健衛生部精神保健福祉課] 

①【指摘事項】 

補助等の対象経費の範囲は「交付要綱」等で定められているか 

補助等の割合等は「交付要綱」等で明確になっているか 

対象経費が不明確な状況で補助額の適正性を検証できるか 

効果の測定（数値目標の設定）は難しいか 

【措置の状況】 

補助等の対象となる経費の範囲、対象経費に対する補助等の割合などを規定し

た当該補助金の交付要綱を制定し、平成23年度の補助金から適用する予定です。 

効果の測定は、例会の開催回数や酒害相談の機会を設けた回数等により行う予

定です。 

 

(57)  ＳＯＨＯしずおか運営費補助金、しみず新産業開発振興機構補助金、健康・食

品産業ｸﾗｽﾀｰ形成事業費（ﾌｰｽﾞ・ｻｲｴﾝｽﾋﾙｽﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進事業費補助金）、中小企
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業組織化支援事業補助金、循環型社会対応新産業創出推進事業費、健康・食品

産業ｸﾗｽﾀｰ形成事業費（新規発酵茶飲料製造技術移転事業費補助金）、中小企業

支援センター事業費補助金[経済局商工部産業政策課] 

①【指摘事項】 

補助金等ごとに「交付要綱」を作成しているか 

「交付要綱」等で交付目的が明文化されているか 

補助等の対象経費の範囲は「交付要綱」等で定められているか 

補助等の割合等は「交付要綱」等で明確になっているか 

【措置の状況】 

指摘があった補助金等については、個別に交付要綱を定めず、公益上の必要性

を判断し、静岡市補助金等交付規則に基づき補助金を交付してきたものです。 

今後、要綱化の必要性について検討するとともに、その過程で補助金額の算定

方法等についても検討を加えていきます。 

 

②【指摘事項】 

効果の測定を可能にするような成果指標を設けているか【ＳＯＨＯしずおか運営費

補助金、しみず新産業開発振興機構補助金、健康・食品産業クラスター形成事業費】 

【措置の状況】 

指摘があった補助金等については、事業終了時に事業報告書等を提出させるこ

とにより個別事業の成果を確認しているところですが、指標については設定をし

ておりません。 

運営事業補助等の支出も含まれることから、今後事業の趣旨や対象経費を見直

していく中で併せて成果指標の設定について検討を行っていきます。 

 

③【指摘事項】 

補助等の見直しの時期が明確になっているか（終期の問題） 

【措置の状況】 

指摘があった補助金については、毎年度の予算編成作業において公益上の必要

性に鑑みて見直しを行っているところですが、終期について明確にはされており

ません。今後、要綱化の必要性について検討するなかで併せて補助等の見直し時

期についても検討していきます。 

 

④【指摘事項】 

財政状態の健全な団体に対する運営費補助金は認められるか【中小企業組織化支援

事業補助金】 

【措置の状況】 
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今後、補助の必要性について検討していきます。 

 

⑤【指摘事項】 

対象経費が不明確な状況で補助額の適正性を検証できるか【中小企業支援センター

事業費補助金を除く補助金】 

【措置の状況】 

指摘があった補助金については、運営事業補助等の支出も含まれることから、

今後は、事業の趣旨を踏まえ、補助金等の算定方法及び使途の妥当性並びに事業

の成果等を総合的に勘案した上で、補助額の適正性について、検討していきます。 

 

⑥【指摘事項】 

毎年「同額」支出の補助金等は適正なものと言えるのか【ＳＯＨＯしずおか運営費

補助金、しみず新産業開発振興機構補助金、健康・食品産業クラスター形成事業費】 

【措置の状況】 

指摘があった補助金等については、運営費的な性質を有するものも含まれるこ

とから、今後は、事業の趣旨や対象経費等を再確認し、その過程で補助金の算定

方法や適正な水準について検討を行っていきます。 

⑦【指摘事項】 

補助団体の事務作業を所管課が行っていることをどう考えるか【ＳＯＨＯしずお

か運営費補助金】 

【措置の状況】 

ＳＯＨＯしずおかは、本市を含む関係団体から構成され静岡県中部地区ＳＯＨ

Ｏ推進協議会により運営されており、各団体は入居者への審査事務、事務局への

支援等を分担し、ＳＯＨＯしずおかの円滑な運営を図るべく協力支援策を講じて

おります。このことから、本市においては産業政策課長が補助対象団体の運営委

員長として就任し、事務局への支援を担っているものです。 

 

⑧【指摘事項】 

市の施設を無償で提供していることをどう考えるか【しみず新産業開発振興機構補

助金、中小企業支援センター事業費補助金】 

【措置の状況】 

当該団体はともに、新産業創出推進事業、中小企業支援事業等の産業振興に向

けた活動を行っている団体です。 

こうした団体が、本市産業支援施設内に所在し、連携することにより、支援施

設の機能をより強化することが期待できます。 

また、その事業内容も広く地域の産業振興を目的として行われております。 
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以上の点から、本市産業振興上有益であると判断し、当該団体の施設内の目的

外使用の許可及び使用料の免除を行っております。 

 

⑨【指摘事項】 

補助金等の使途のチェックは十分に行われているか【ＳＯＨＯしずおか運営費補助

金、しみず新産業開発振興機構補助金、健康・食品産業クラスター形成事業費】 

【措置の状況】 

指摘があった補助金については、個別に交付要綱を定めず静岡市補助金等交付

規則に基づき補助金を交付してきたものです。 

運営費的な性質を有する支出も含まれることから、今後は、事業の趣旨を踏ま

え、補助金等の使途のチェック方法について検討していきます。 

 

⑩【指摘事項】 

補助金等の効果の測定・検証を行っているか【しみず新産業開発振興機構補助金、中

小企業組織化支援事業補助金】 

【措置の状況】 

指摘があった補助金等については、事業終了時に事業報告書等の添付により個

別事業の実績は確認しているところですが、効果については測定しておりません。 

運営費的な性質を有するものも含まれることから、今後事業の趣旨や対象経費

を見直していく中で併せて効果測定の手法について検討を行っていきます。 

 

(58)  商工会補助金、商工会議所一般会計運営補助金、商工会議所小規模事業指導補

助金、人材能力開発事業補助金[経済局商工部産業政策課] 

①【指摘事項】 

補助金等ごとに「交付要綱」を作成しているか 

「交付要綱」等で交付目的が明文化されているか 

補助等の対象経費の範囲は「交付要綱」等で定められているか 

補助等の割合等は「交付要綱」等で明確になっているか 

【措置の状況】 

指摘があった補助金等については、個別に交付要綱を定めず、公益上の必要性

を判断し、静岡市補助金等交付規則に基づき補助金を交付してきたものです。 

今後、要綱化の必要性について検討するとともに、その過程で補助金額の算定

方法等についても検討を加えていきます。 

 

②【指摘事項】 

市の政策目的に合致したものか 
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【措置の状況】 

指摘があった補助金については、いずれも商工会議所等を通じ、市内中小企業

者の経営改善を間接的に支援するための補助金です。 

これらは、本市産業振興プランの基本方針である「チャレンジ精神に富む人材・

企業の輩出、育成」に該当する事業であり、本市の産業振興を促進するものです。 

 

③【指摘事項】 

効果の測定を可能にするような成果指標を設けているか 

【措置の状況】 

指摘があった補助金等については、事業終了時に事業報告書等を提出させるこ

とにより個別事業の成果を確認しているところですが、指標については設定をし

ておりません。 

運営事業補助等の支出も含まれることから、今後事業の趣旨や対象経費を見直

していく中で併せて成果指標の設定について検討を行っていきます。 

 

④【指摘事項】 

補助等の見直しの時期が明確になっているか（終期の問題） 

【措置の状況】 

指摘があった補助金については、毎年度の予算編成作業において公益上の必要

性に鑑みて見直しを行っているところですが、終期について明確にはされており

ません。今後、要綱化の必要性について検討するなかで併せて補助等の見直し時

期についても検討していきます。 

 

⑤【指摘事項】 

補助額の算定方法が「定額」であることは適正と言えるのか。 

【措置の状況】 

指摘があった補助金等については、運営費的な性質を有するものも含まれるこ

とから、今後は、事業の趣旨や対象経費等を再確認し、その過程で補助金の算定

方法や適正な水準について検討を行っていきます。 

 

⑥【指摘事項】 

補助金等の使途のチェックは十分に行われているか 

【措置の状況】 

指摘があった補助金については、個別に交付要綱を定めず静岡市補助金等交付

規則に基づき補助金を交付してきたものです。 

運営費的な性質を有する支出も含まれることから、今後は、事業の趣旨を踏ま
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え、補助金等の使途のチェック方法について検討していきます。 

 

(59)  職業訓練法人運営費補助金[経済局商工部商業労政課] 

①【指摘事項】 

補助等の見直しの時期が明確になっているか 

【措置の状況】 

要綱を作成するとともに、補助金交付の可否を含め、見直しを検討していきま

す。 

 

②【指摘事項】 

効果の測定（＝数値目標の設定）は難しいか 

【措置の状況】 

事務事業評価シートにあるとおり、「活動指標」として「入校訓練生数」、「成果

指標」として「修了訓練生数」を使用し、効果を測定していきます。 

 

(60)  内職あっ旋事業補助金、労働者福祉協議会補助金、勤労者協議会連合会補助金

[経済局商工部商業労政課] 

①【指摘事項】 

補助金等ごとに「交付要綱」を作成しているか 

「交付要綱」等で交付目的が明文化されているか 

補助等の対象経費の範囲は「交付要綱」等で定められているか 

【措置の状況】 

今後、補助金等ごとに交付要綱を作成し、交付目的や補助等の対象経費の範囲

についても要綱で明文化していきます。 

 

②【指摘事項】 

補助等の割合等は「交付要綱」等で明確になっているか 

【措置の状況】 

今後は、要綱を作成する上で補助等の割合について検討していきます。 

 

③【指摘事項】 

効果の測定を可能にするような成果指標を設けているか。 

補助金等の効果の測定・検証を行っているか【内職あっ旋事業補助金を除く補助金】 

【措置の状況】 

効果の測定については、要綱の作成や見直しを行っていく中で、成果指標を設

けていくことについて検討を行います。 
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④【指摘事項】 

補助等の見直しの時期が明確になっているか（終期の問題） 

【措置の状況】 

要綱を作成するとともに、補助金交付の可否を含め、見直しを検討していきま

す。 

 

⑤【指摘事項】 

対象経費が不明確な状況で補助額の適正性を検証できるか【労働者福祉協議会補助

金】 

【措置の状況】 

今後は、補助金交付要綱を制定し、対象経費を明示していきます。 

 

⑥【指摘事項】 

市の施設を無償で提供していることをどう考えるか【内職あっ旋事業補助金】 

【措置の状況】 

当該団体の公益性に鑑み、市も支援していく必要があるとの政策的な理由によ

り無償で貸し付けをしている。 

今後、無償で提供することの是非及び方法について、次期無償貸借契約更新時

（平成26年３月）に向けて、検討を進めていきます。 

 

(61)  商店街振興事業補助金、中心市街地活性化協議会補助金、駿府秋のわくわく祭

補助金、七夕まつり補助金、灯ろうまつり補助金[経済局商工部商業労政課] 

①【指摘事項】 

補助金等ごとに「交付要綱」を作成しているか 

「交付要綱」等で交付目的が明文化されているか 

補助等の対象経費の範囲は「交付要綱」等で定められているか 

補助額の算定方法が「定額」であることは適正と言えるのか 

【措置の状況】 

指摘があった補助金等については、交付先がその事業を実施している特定団体

であるため、個別に交付要綱を定めず静岡市補助金等交付規則に基づき補助金を

交付してきました。 

今後は、事業の主旨や対象経費等を明確化するために、改めて交付要綱を定め

るとともに、補助金の算定方法についても検討を行っていきます。 

 

②【指摘事項】 
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市の政策目的に合致したものか【中心市街地活性化協議会補助金を除く補助金】 

【措置の状況】 

指摘があった補助金等については、いずれも商店街や個店、商工会議所等と協

力し、本市における商業や商店街振興、まちの活性化を助長する事業であるとと

もに静岡市中心市街地活性化基本計画に登載された事業です。 

今後は、現在策定中の静岡市商業振興ビジョンの中で、新たな商業振興施策を

検討しているところから、その中で補助事業等の再整理を実施し新たな位置づけ

を行っていきます。 

 

③【指摘事項】 

効果の測定を可能にするような成果指標を設けているか 

【措置の状況】 

指摘があった補助金等については、事業終了時に事業報告書等の添付により個

別事業の成果は確認しているところですが、指標については設定をしていません。 

運営事業補助金的なものも含まれることから、交付要綱の策定や見直し作業の

中で成果指標の設定について検討を行っていきます。 

 

④【指摘事項】 

補助等の見直しの時期が明確になっているか 

【措置の状況】 

指摘があった補助金については、個別に交付要綱を定めず静岡市補助金等交付

規則に基づき補助金を交付してきたものが含まれています。 

今後、交付要綱の策定や見直し作業の中で、事業の主旨や対象経費等を踏まえ

たうえで補助等の見直し時期について明確化していきます。 

 

⑤【指摘事項】 

補助等の割合等は「交付要綱」等で明確になっているか 

【措置の状況】 

指摘があった補助金については、個別に交付要綱を定めず静岡市補助金等交付

規則に基づき補助金を交付してきたものが含まれています。 

今後、交付要綱の策定や見直し作業の中で、事業の主旨や対象経費等を踏まえ、

補助等の割合について明確化していきます。 

 

⑥【指摘事項】 

補助金等の使途のチェックは十分に行われているか【駿府秋のわくわく祭補助金を

除く補助金】 
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【措置の状況】 

指摘があった補助金については、個別に交付要綱を定めず静岡市補助金等交付

規則に基づき補助金を交付してきたものが含まれています。 

今後、交付要綱の策定や見直し作業の中で、事業の主旨や対象経費等を踏まえ、

チェックリストの策定等チェック体制や手法についても明確化していきます。 

 

(62)  商店街空き店舗総合活用支援事業補助金、中心市街地にぎわい創出事業補助

金、商店街トータルサポート補助金、商店街イベント振興事業補助金、商店街

環境整備事業補助金[経済局商工部商業労政課] 

①【指摘事項】 

市の政策目的に合致したものか【商店街トータルサポート補助金】 

【措置の状況】 

指摘があった補助金等については、いずれも商店街や個店、商工会議所等と協

力し、本市における商業や商店街振興、まちの活性化を助長する事業であるとと

もに静岡市中心市街地活性化基本計画に登載された事業です。 

今後は、現在策定中の静岡市商業振興ビジョンの中で、新たな商業振興施策を

検討しているところから、その中で補助事業等の再整理を実施し新たな位置づけ

を行っていきます。 

 

②【指摘事項】 

効果の測定を可能にするような成果指標を設けているか 

【措置の状況】 

指摘があった補助金等については、事業終了時に事業報告書等の添付により個

別事業の成果は確認しているところであるが、指標については設定をしていませ

ん。 

運営事業補助金的なものも含まれることから、交付要綱の策定や見直し作業の

中で成果指標の設定について検討を行っていきます。 

 

③【指摘事項】 

補助等の見直しの時期が明確になっているか【商店街イベント振興事業補助金、商店

街環境整備事業補助金】 

【措置の状況】 

指摘があった補助金については、個別に交付要綱を定めず静岡市補助金等交付

規則に基づき補助金を交付してきたものが含まれています。 

今後、交付要綱の策定や見直し作業の中で、事業の主旨や対象経費等を踏まえ

たうえで補助等の見直し時期について明確化していきます。 
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④【指摘事項】 

補助等の割合等は「交付要綱」等で明確になっているか【商店街環境整備事業補助

金】 

【措置の状況】 

指摘があった補助金については、個別に交付要綱を定めず静岡市補助金等交付

規則に基づき補助金を交付してきたものが含まれています。 

今後、交付要綱の策定や見直し作業の中で、事業の主旨や対象経費等を踏まえ、

補助等の割合について明確化していきます。 

 

(63)  勤労者教育資金利子補給金[経済局商工部商業労政課]  

①【指摘事項】 

効果の測定を可能にするような成果指標を設けているか。 

補助金等の効果の測定・検証を行っているか 

【措置の状況】 

効果の測定については、要綱の作成や見直しを行っていく中で、成果指標を設

けていくことについて検討を行います。 

 

②【指摘事項】 

補助等の見直しの時期が明確になっているか 

【措置の状況】 

今後要綱の内容を見直す中で、補助等の見直しの時期についても検討していき

ます。 

 

 (64)  特産工業協会補助金、地場産業振興支援事業補助金、地場産業支援事業補助金、

「ホビーのまち静岡」推進事業補助金、ホビーショー開催補助金[経済局商工部地

域産業課]  

①【指摘事項】 

補助金等ごとに交付要綱等を作成しているか。 

交付要綱等で交付目的が明文化されているか。 

効果の測定を可能にするような成果指標を設けているか【地場産業支援事業補

助金】 

補助等の見直しの時期が明確になっているか。 

補助等の対象経費の範囲は交付要綱等で定められているか。 

補助等の割合等は交付要綱等で明確になっているか 

対象経費が不明確な状況で補助額の適正性を検証できるか 
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【措置の状況】 

指摘事項に対応した補助金交付要綱を平成22年度中に作成する予定です。 

 

(65)  大規模展示会出展等支援事業補助金、鏡台家具宣伝事業補助金、新商品等開発

事業補助金、静岡木工機械展開催補助金、履物宣伝事業補助金、仏壇展示会開

催補助金、静岡優良ツキ板展示大会開催補助金、駿河家具展示会開催補助金、

サンダル見本市開催補助金[経済局商工部地域産業課] 

①【指摘事項】 

補助金等の見直しの時期が明確になっているか 

【措置の状況】 

指摘事項に対応し、当該補助金に係る予算要求書作成時に、補助申請団体等か

らの補助金要望書を精査する中で（仮称）事業評価書を作成し、補助金等の目的

（公益上の必要性）及びその効果を検証し、今後も公益上必要であると認められ

る限りにおいて、補助金の予算要求を行うものとします。 

 

(66)  地場産品体験学習事業補助金[経済局商工部地域産業課] 

①【指摘事項】 

市の政策目的に合致したものか 

【措置の状況】 

当補助事業は、総合計画上の「優れた能力と意欲ある人材の育成・支援」に則

り、将来の地場産業を担う人材の育成を目指し行われるものであるが、現在は総

合計画に事業名の記載がないため、記載に向けて関係課と検討・協議していきま

す。 

 

②【指摘事項】 

補助等の見直し時期が明確になっているか 

【措置の状況】 

指摘事項に対応し、当該補助金に係る予算要求書作成時に、（仮称）事業評価調

書を作成し、補助金等の目的（公益上の必要性）及びその効果を検証し、今後も

公益上必要であると認められる限りにおいて、補助金の予算要求を行うものとし

ます。 

 

(67)  地場産業後継者育成事業費（クラフトマンサポート事業）[経済局商工部地域産

業課]  

①【指摘事項】 

効果の測定を可能にするような成果指標をもうけているか 
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補助金等の効果の測定・検証を行っているか 

【措置の状況】 

制度活用者が、補助金支給期間の終了後も地場産業界の中で事業活動し、業界

の活性化・振興に寄与していくことが理想です。 

その成果を客観的に評価（事業者として従業員の雇用、関係団体の催事での活

躍等）するまで時間を要することから、制度活用後の経年成果を評価できるよう

な指標の設定を検討していきます。 

 

(68)  静岡みこし祭り開催補助金[経済局商工部地域産業課] 

①【指摘事項】 

補助金等ごとに交付要綱等を作成しているか。 

交付要綱等で交付目的が明文化されているか。 

補助等の見直しの時期が明確になっているか 

補助等の対象経費の範囲は交付要綱等で定められているか 

補助等の割合等は交付要綱等で明確になっているか 

対象経費が不明確な状況で補助額の適正性を検証できるか 

【措置の状況】 

静岡みこし祭り開催に係る過去の経緯を精査する中で、補助金交付目的をより

明確化するとともに、事業の所管替えや事業の存続も含め、平成22年度中に検討

を行ない、継続の場合には平成23年度中に指摘事項に対応した補助金交付要綱を

策定する予定です。 

 

(69)  静岡観光コンベンション協会運営費補助金、静岡型体験観光推進事業補助金、

次郎長生家運営費補助金、観光と物産展開催補助金、観光案内所運営補助金、

観光宣伝事業補助金、もてなし実践セミナー開催事業補助金、蒲原宿場まつり

補助金、静岡サンバカーニバル補助金、かんばら御殿山さくらまつり補助金、

静岡おだっくい祭り補助金、登呂まつり補助金、井川もみじマラソン事業補助

金、大道芸ワールドカップ開催補助金、静岡まつり開催補助金、みなと祭り補

助金、安倍川花火大会開催補助金、おねり保存事業補助金、シズオカシネマパ

ークフェスティバル開催補助金、静岡おでんフェスタ開催補助金、かんばらま

つり開催補助金[経済局商工部観光・シティプロモーション課]  

①【指摘事項】 

補助金等ごとに「交付要綱」等を作成しているか 

「交付要綱」等で交付目的が明文化されているか【観光宣伝事業補助金、かんばら

御殿山さくらまつり補助金、登呂祭り補助金、井川もみじマラソン事業補助金を除く補助金】 

【措置の状況】 
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平成22年度中に交付要綱を策定し、交付目的を明文化します。 

 

②【指摘事項】 

「誰に（何に）対して」「どのような状態にしたいのか」が明確か【井川もみじマ

ラソン事業補助金、大道芸ワールドカップ開催補助金】 

【措置の状況】 

平成22年度中に交付要綱を策定し、目的の内容を具体的に明文化します。 

 

③【指摘事項】 

効果の測定を可能にするような成果指標を設けているか【静岡サンバカーニバル補

助金、静岡おだっくい祭り補助金を除く補助金】 

【措置の状況】 

【静岡ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会運営費補助金、観光宣伝事業補助金】 

本市全域の観光入込客数及び観光宿泊者延べ数を成果指標とします。 

【静岡型体験観光推進事業補助金】 

受入学校数及び受入児童数を成果指標とします。 

【次郎長生家運営費補助金】 

入場者数を成果指標とします。 

【観光と物産展開催補助金】 

来場者数を成果指標とします。 

【観光案内所運営補助金】 

観光案内所利用者数を成果指標とします。 

【上記以外の補助金】 

参加者数又は来場者数を成果指標とします。 

 

④【指摘事項】 

補助等の見直しの時期が明確になっているか 

【措置の状況】 

補助金交付要綱を制定する中で、補助金の見直しの時期を明確にしていきます。 

 

⑤【指摘事項】 

補助等の対象経費の範囲は「交付要綱」等で定められているか 

対象経費が不明確な状況で補助額の適正性を検証できるのか 

【措置の状況】 

平成22年度中に交付要綱を策定し、対象経費の範囲について定めます。 
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⑥【指摘事項】 

補助等の割合等は「交付要綱」等で明確になっているか 

【措置の状況】 

平成22年度中に交付要綱を策定し、交付要綱又は事業決裁の中で補助等の割合

を明確にします。 

 

⑦【指摘事項】 

補助等の効果の測定・検証を行っているか【静岡サンバカーニバル補助金、静岡おだ

っくい祭り補助金を除く補助金】 

【措置の状況】 

成果指標を作成し、補助等の効果の測定・検証を行います。 

 

(70)  清港会運営費補助金、静岡県国際経済振興会補助金、日本貿易振興機構補助金、

清水港利用促進協会補助金、静岡県清水港ＦＡＺ事業推進協議会補助金[経済局

商工部清水港振興課] 

①【指摘事項】 

補助金等ごとに「交付要綱」等を作成しているか【日本貿易振興機構補助金】 

【措置の状況】 

補助金を適正に交付するための「交付要綱」等の整備を検討していきます。 

 

②【指摘事項】 

「交付要綱」等で交付目的が明文化されているか【日本貿易振興機構補助金】 

【措置の状況】 

「交付要綱」等の整備を検討し、「交付目的」を明文化したいと考えます。 

 

③【指摘事項】 

「誰に（何に）対して」「どのような状態にしたいのか」が明確か【清水港利用促

進協会補助金】 

【措置の状況】 

「交付要綱」等の整備を検討し、「目的」を具体的に記載していきたいと考えま

す。 

 

④【指摘事項】 

補助等の見直しの時期が明確になっているか（終期の問題） 

【措置の状況】 

「交付要綱」等の整備を検討し、見直しの時期を明確にしていきたいと考えま
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す。 

 

⑤【指摘事項】 

補助等の対象経費の範囲は「交付要綱」等で定められているか 

対象経費が不明確な状況で補助額の適正性を検証できるか 

【措置の状況】 

「交付要綱」等の整備を検討し、対象経費の範囲を定めていきたいと考えます。 

 

⑥【指摘事項】 

補助等の割合等は「交付要綱」等で明確になっているか 

【措置の状況】 

「交付要綱」等の整備を検討し、補助等の割合等を定めていきたいと考えます。 

 

⑦【指摘事項】 

補助金等交付確定通知書による通知を行っているか【清港会運営費補助金、日本貿

易振興機構補助金】 

【措置の状況】 

通知をします。 

 

⑧【指摘事項】 

補助金等の効果の測定・検証を行っているか 

【措置の状況】 

補助等の効果の測定・検証を行うために測定基準等の作成を検討していきます。 

 

(71)  静岡地域材活用促進事業補助金[経済局農林水産部中山間地振興課] 

①【指摘事項】 

補助金等ごとに「交付要綱」等を作成しているか 

「交付要綱」等で交付目的が明文化されているか 

補助等の対象経費の範囲は「交付要綱」等で定められているか 

補助等の割合等は「交付要綱」等で明確になっているか 

【措置の状況】 

補助金交付先は１団体であり、交付目的、対象経費の範囲等は事業決裁により

明確にしています。交付要綱の作成については、今後検討していきます。 

 

(72)  農林産物被害対策事業（野生鳥獣被害防除事業補助金）[経済局農林水産部中山

間地振興課] 
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①【指摘事項】 

市の政策目的に合致したものか 

【措置の状況】 

第２次静岡市総合計画  まちづくりの展開 Ⅳ産業・経済（３）農林水産業

の多面的機能の発揮に掲載されている事業です。 

 

②【指摘事項】 

補助金等の効果の測定・検証を行っているか 

【措置の状況】 

当該事業の効果の測定・検証のため、事業実施により防除した面積を成果指標

としています。 

しかし、これだけでは市民の理解を得るのに十分ではないため、今後は、補助

金の効果を市民に具体的に説明でき、また、市民が客観的に判断できるような事

業効果の測定・検証方法等を検討していきます。 

 

(73)  森林組合補助金[経済局農林水産部中山間地振興課] 

①【指摘事項】 

市の政策目的に合致したものか 

【措置の状況】 

第２次総合計画では、「低炭素都市プロジェクトの森林整備・林業振興」「魅力

あふれる中山間地地域活性化プロジェクトの森林の多面的機能の維持・保全」の

重要性が掲載されていて、この中心的役割を担う森林組合の運営支援は政策目的

に合致しています。 

 

(74)  清水国産材加工事業協同組合補助金[経済局農林水産部中山間地振興課] 

①【指摘事項】 

市の政策目的に合致したものか 

【措置の状況】 

搬出経費が高い為、切り捨て間伐が多くなっていて、間伐の新たな活用方法等

が開発されることで間伐材の利用が増えていけば、林業の活性化にもつながるこ

とから、政策目的にも合致しています。 

 

(75)  民有林造成事業補助金[経済局農林水産部中山間地振興課] 

①【指摘事項】 

市の政策目的に合致したものか 

【措置の状況】 
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第２次総合計画掲載事業であり、政策として実施しています。 

 

②【指摘事項】 

効果の測定を可能にするような成果指標を設けているか 

補助金等の効果の測定・検証を行っているか 

【措置の状況】 

間伐材搬出量、作業道開設の延長を成果指標としていますが、この指標と効果

の検証等をどのように結びつけていくか検討していきます。 

 

(76)  農業共済事業補助金[経済局農林水産部農業振興課] 

①【指摘事項】 

市の政策目的に合致したものか 

【措置の状況】 

農業災害補償法（昭和22年法律第185号。以下「法」という。）に基づき共済事

業を行うことを目的としており、その事業に対し補助金を交付しているが、現在、

市単独で同事業を行う場合、事業費及び人件費等を考慮すると現在の補助金額で

は実施は不可能と思われます。 

なお、農業共済制度とは、国の農業災害対策として農業災害補償法に基づいて

実施されているもので、加入農家と国が掛け金を出し合って共同財産を積み立て

ておき、災害（共済事故）によって共済の対象が損害を受けた場合に共済金を支

払い、農家の経営の安定と農業生産の確保を図る制度であることから、第１次総

合計画、第２次総合計画の、Ⅳ．産業・経済の中にある「環境と調和した農林水

産業の高付加価値化、環境に配慮した生産・流通活動の推進」に合致する事業で

す。 

１補助対象共済事業 

○気象上の原因 

風水害・干害・ひょう害 

○その他 

病虫害・鳥獣害・火災・落雷・地震 

○家畜 

死亡・廃用・傷害事故 

 

(77)  認定農業者協会補助金[経済局農林水産部農業振興課] 

①【指摘事項】 

市の政策目的に合致したものか 

【措置の状況】 
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第２次総号計画ではⅣ産業・経済の中にある「魅力あふれる農林水産業の維持

確保」に合致する事業です。 

当該協会は、本市の基幹産業となるお茶のほか、みかんやいちご、わさび等の

経営をする農業者の集合体であり、それらの地産地消・販売促進に向けた取り組

みをする協会に補助金を交付することは、本市農業の維持確保の一端を担ってい

ると考えられます。 

 

②【指摘事項】 

効果の測定を可能にするような成果指標を設けているか 

【措置の状況】 

協会主体での経済活動は行っていないため、個々の受益農家の経営状況を把握

することは困難な状況です。 

本事業における成果指標とは、基準とすべき対象が明確でないため、成果指標

の設定は困難であると考えています。 

しかし、今後は会員へのアンケート調査等を実施することにより、協会事業に

ついての満足度を把握し、現在数値を基準に成果指標を定めていきたいと考えて

います。 

 

③【指摘事項】 

補助団体の事務作業を所管課が行っていることをどう考えるか 

【措置の状況】 

現在、事務局を当課で行っていることは好ましくないと考えています。 

現状として、認定農業者協会は、農業経営基盤強化促進法に基づく経営改善計

画の達成を図るための組織で、個々の農業経営者自体が構成員となっているため、

年間を通じた各種イベント実施等の事務局機能を果たすことは容易ではないと考

えています。 

しかし、今後は協会主体となり、事業運営していけるよう、専属事務職員を雇

用する等、自立した協会運営の形成に努めるよう機会をみて役員会等で働きかけ

ていきたいと考えています。 

 

(78)  農業協同組合補助金[経済局農林水産部農業振興課] 

①【指摘事項】 

市の政策目的に合致したものか 

【措置の状況】 

農業の振興を図るうえで、基本的な事項である作物振興に係る生産指導や技術

指導等を農協の営農指導部門に依頼しているが、静岡市の農業の安定と発展にお
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いては必要不可欠であり、第１次総合計画、第２次総合計画の、Ⅳ．産業・経済

の中にある「環境と調和した農林水産業の高付加価値化、環境に配慮した生産・

流通活動の推進」に合致する事業です。 

 

(79)  駿府本山お茶まつり補助金[経済局農林水産部農業振興課] 

①【指摘事項】 

市の政策目的に合致したものか 

【措置の状況】 

本山お茶まつり委員会は、構成団体の連携と協調により、茶文化の振興、日本

茶の普及と消費拡大等に関する施策を通じて、本市のお茶関連各界の発展とお茶

のまち静岡のイメージを図ることを目的としています。 

当該事業は第１次総合計画の「環境と調和した農林水産業の高付加価値化」の

中の「お茶のまちづくり」に位置付けられるものであり、市の政策と合致します。 

 

②【指摘事項】 

補助団体の事務作業を所管課が行っていることをどう考えるか 

【措置の状況】 

本来、補助団体に対し指導を行う立場でありながら、その機能が果たされなく

なるため不適切であることから、平成21年度より、事業主体を構成する関係団体

の代表により、事業内容と事務局体制を踏まえた運営体制の見直しを行っていま

す。 

平成22度中に新たな運営体制を具体化する予定です。 

 

③【指摘事項】 

市の施設を無償で提供していることをどう考えるか 

【措置の状況】 

無償で提供していた井川大日峠のお茶蔵については平成22年度より目的外使用

に関する要綱を定め、目的外使用料を徴収することにしました。 

 

④【指摘事項】 

補助金等の使途のチェックは十分に行われているか 

【措置の状況】 

補助金を交付される団体の会計事務担当機関と、交付する団体が同一であるた

めチェック機能が充分機能しているとはいえないことから、平成21年度より進め

ている運営体制の見直し作業の中で、より的確な補助金事務が行使できる事務局

体制への改善を行います。 



号  外          静 岡 市 報      平成22年９月３日 

 

 

  
62 

 

  

 

⑤【指摘事項】 

予定の事業が中止の場合、補助額の返還を求めなくてよいか 

【措置の状況】 

返還すべき補助金相当額を算定し、事業実施主体に所要額の返還を求め、平成 

22年度末までに返還手続きを行う予定です。 

 

(80)  茶販路拡張事業補助金[経済局農林水産部農業振興課] 

①【指摘事項】 

市の政策目的に合致したものか 

【措置の状況】 

この補助事業の目的はお茶の販路拡大であり、第１次総合計画ではⅣ産業・経

済の中にある「地場産品の産地ブランド化、マーケティング力強化」に合致する

事業です。また第２次総合計画ではⅣ産業・経済の中にある「地域の資源を活か

した産業の活性化」に合致する事業です。 

 

(81)  農地流動化総合対策事業補助金[経済局農林水産部農業振興課] 

①【指摘事項】 

市の政策目的に合致したものか 

【措置の状況】 

第２次総合計画ではⅣ産業・経済の中にある「魅力あふれる農林水産業の維持

確保」に合致する事業です。 

当事業は、農業の担い手不足、耕作放棄地の拡大等、様々な事が懸念される中

で、中核的農家の規模拡大、耕作放棄地の防止等につながると考えられ、市の政

策目的に合致しており、農政上意義のある事業であると考えています。 

また、農業経営基盤強化促進法にも定められている担い手への農地の集積を目

指すもので、国の農業政策にも合致しています。 

 

(82)  家畜伝染病予防対策補助金[経済局農林水産部農業振興課] 

①【指摘事項】 

市の政策目的に合致したものか 

【措置の状況】 

家畜伝染病は、ひとたび発生すれば、農家は大きな経済的損失を被るばかりか、

その感染の拡大により、風評被害などから、他の畜産農家へも大きな被害を及ぼ

す危険性がある。被害にあった農家は、経営基盤を損失し、再建に多くの時間を

要することとなります。 
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しかし伝染病の予防接種は、畜産農家にとって決して安いものではないことか

ら、当該補助事業は、畜産農家にとって、飼育する家畜に伝染病の予防接種を受

けやすくさせ、良好で安定的な生産を促し、畜産業の基盤の強化につながるもの

であることから、本市の政策目的に合致したものです。 

 

②【指摘事項】 

効果の測定を可能にするような成果指標を設けているか 

【措置の状況】 

現在は効果の測定を可能にするような成果指標は設けていないが、当該補助金

の目的は家畜伝染病の予防であり、その発生がないことが最終的な成果です。 

しかし、当該補助金の第一の成果指標として、例えばそれぞれの予防接種の目

標実施数を設定しおくことは可能であり、検討していきたいと考えています。 

 

③【指摘事項】 

補助団体の事務作業を所管課が行っていることをどう考えるか 

【措置の状況】 

当該補助団体は本市、本市を一円とする畜産関係団体、農業協同組合、学識経

験者で構成されているが、規約では、事務局は本課内に置くとされています。事

務職員などもいないため、事務を行う上では市が関与することが必要であると考

えています。 

 

(83)  農業祭開催補助金[経済局農林水産部農業振興課] 

①【指摘事項】 

市の政策目的に合致したものか 

【措置の状況】 

本事業は、生産者自ら生産した農作物を持ち寄り、消費者に直に接し、販売す

ることで、消費者の動向を把握し、消費者との理解を深めることを目的としてお

り、農業者としての誇りと意欲の向上を促すことから、第１次総合計画、第２次

総合計画のⅣ．産業・経済の中の「２ 環境と調和した農林水産業の高付加価値

化（２）交流による農林水産業の機能強化」等に合致する事業です。 

 

②【指摘事項】 

市の施設を無償で提供していることをどう考えるか 

【措置の状況】 

農業祭は、産業フェアの農業ゾーンで行われる事業であり、本市の産業の振興

に寄与していると思われるため、問題はないと考えています。 
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(84)  防霜施設整備推進事業補助金[経済局農林水産部農業振興課]  

①【指摘事項】 

補助等の見直しの時期が明確になっているか（終期の問題） 

【措置の状況】 

他の事業など施策全体の中で見直し、平成23年度をもって終了予定です。 

 

②【指摘事項】 

補助等の対象経費の範囲は「交付要綱」等で定められているか 

【措置の状況】 

要綱では「防霜ファン」を設置する事業に対して補助すると規定されており、

事業者向けの説明資料にて、補助対象経費を記載しています。 

今年度要綱改正を行う予定であり、改正時に要綱への記載を検討しく予定です。 

 

(85)  茶園改植推進事業補助金[経済局農林水産部農業振興課] 

①【指摘事項】 

補助等の見直しの時期が明確になっているか（終期の問題） 

【措置の状況】 

平成23年度をもって事業を終了し、内容を見直し茶園地再編対策事業に統合す

る予定です。 

 

(86)  クリーン野菜産地育成事業補助金[経済局農林水産部農業振興課]  

①【指摘事項】 

市の政策目的に合致したものか 

【措置の状況】 

本事業は、農業が市民の生活や環境に与える影響を軽減するために必要な事業

を補助対象としており、第１次総合計画、第２次総合計画の、Ⅳ．産業・経済の

中にある「環境と調和した農林水産業の高付加価値化、環境に配慮した生産・流

通活動の推進」に合致する事業です。 

 

②【指摘事項】 

効果の測定を可能にするような成果指標を設けているか 

【措置の状況】 

現在は効果の測定を可能にするような成果指標は設けていないが、事業報告書

で判断しています。 

補助事業の内容が多岐にわたり、効果も数値で表すことができないため、具体
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的な成果指標の設定は困難であると考えています。 

今後は、補助事業者数の推移を把握し、成果としていきたいと考えています。 

 

(87)  経営改善支援活動事業補助金[経済局農林水産部農業振興課] 

①【指摘事項】 

市の政策目的に合致したものか 

【措置の状況】 

経営改善支援活動事業補助金は、農業関係課、関係機関（農協・県）により組

織する静岡市担い手育成総合支援協議会への補助金です。 

静岡市担い手育成総合支援協議会の活動は、 

・農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の進行に関すること 

・認定農業者等の担い手育成及び支援に関すること 

・就農計画の作成及び認定審査に関すること 

・農業経営改善計画の作成及び認定審査に関すること 

・農用地の利用集積に関すること 

・経営の多角化・高度化支援に関すること 

・持続性の高い農業生産方式の推進に関すること 

です。 

総合計画の産業別計画（産業・経済）における「動向と課題」「政策の方針」等

と照合したときフレームは一致しており、政策目的に合致したものであると判断

します。 

 

②【指摘事項】 

補助団体の事務作業を所管課が行っていることをどう考えるか 

【措置の状況】 

経営改善支援活動事業補助金の交付団体である静岡市担い手育成総合支援協議

会は、静岡市の担い手施策の要であり、経営改善計画の認定は市長であることか

ら協議会事務を市が実施することが適当であると考えています。 

 

(88)  農業近代化資金利子補助金[経済局農林水産部農業振興課] 

①【指摘事項】 

市の政策目的に合致したものか 

【措置の状況】 

第２次総合計画ではⅣ産業・経済の中にある「魅力あふれる農林水産業の維持

確保」に合致する事業です。 

当事業は、農業者が農業近代化のための施設や機会等の整備のために農協等の
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融資機関から農業近代資金の融資を受けた場合、融資機関に対して利子補給金を

交付することにより農業者に対する一層の低利融資を実現することにより、経営

改善の一端を担うものであり、市の政策目的に合致しており、農政上意義のある

事業であると考えています。 

 

(89)  農業災害対策資金利子補助金[経済局農林水産部農業振興課] 

①【指摘事項】 

市の政策目的に合致したものか 

【措置の状況】 

第２次総合計画ではⅣ産業・経済の中にある「魅力あふれる農林水産業の維持

確保」に合致する事業です。 

当事業は、暴風や凍霜による被害を受け農業経営が圧迫されている農業者を支

援し、農業の安定化を図ることを目的としています。 

 

(90)  静岡市土地改良連絡協議会補助金[経済局農林水産部農地整備課] 

①【指摘事項】 

市の政策目的に合致したものか 

【措置の状況】 

当補助金は、「静岡市土地改良事業等補助金交付要綱」に位置付けされ、「農業

生産基盤の整備推進」を図ることを目的としています。 

当事業は「総合計画」に登載されていない事業でありますが、補助団体である

「静岡市土地改良連絡協議会」の事業内容は、土地改良事業の促進、技術研究等

を実施していることから、「総合計画上」の「環境と調和した農林水産業の高付加

価値化」に位置付けされている「優良農地の確保（畑地帯総合整備事業）」に準じ

る事業であると考え「市の政策目的に合致している。」と判断しています。 

今後においては、当補助金の位置付けをより明確にしていくために関係課と協

議をしていきたいと考えています。 

 

②【指摘事項】 

補助額の算定方法が「定額」であることは適正と言えるのか 

【措置の状況】 

この補助金は、「静岡市土地改良事業等補助金交付要綱」に基づき、「予算の範

囲内で」「1,685千円を限度とする。」補助額となっています。 

当補助対象団体の活動費は、毎年ほぼ一律であるため補助金は定額となってい

ます。 

現在、当課において上記補助金について見直しを検討し、平成22年度からの２
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カ年で10％の削減について協議中です。 

当該交付団体への補助金額については今後の検討課題として「定額」の見直し

等について検討していきたいと考えています。 

 

(91)  農業水利費補助金[経済局農林水産部農地整備課]  

①【指摘事項】 

市の政策目的に合致したものか 

【措置の状況】 

当補助金は、「静岡市土地改良事業等補助金交付要綱」に位置付けされ、「農業

生産基盤の整備推進」を図ることを目的としています。 

当事業は「総合計画」に登載されていない事業でありますが、当補助金は、農

業の作業効率化を目指した農業生産基盤の整備及び経営基盤の強化、支援を目的

としていることから、「総合計画上」の「環境と調和した農林水産業の高付加価値

化」に位置付けされている事業であると考え「市の政策目的に合致している。」と

判断しています。 

今後においては、当補助金の位置付けをより明確にしていくために関係課と協

議をしていきたいと考えています。 

 

(92)  用宗漁港まつり補助金[経済局農林水産部水産漁港課]  

①【指摘事項】 

補助団体の事務作業を所管課が行っていることをどう考えるか 

【措置の状況】 

これまで、水産業の振興という観点から、事業主体である実行委員会に当課が

参画していましたが、平成22年度より事業主体独自の特色を活かすため、実行委

員会への参画を取りやめました。 

 

②【指摘事項】 

市の施設を無償で提供していることをどう考えるか 

【措置の状況】 

用宗漁港まつりを実施する用宗漁港は静岡市が管理する漁港ですが、まつりの

目的が用宗漁港のＰＲと賑わいの創出により、魚食の普及と水産業の振興を図る

ことであり、施設の目的と合致します。 

また、甲種漁港施設占用料を漁協より年間分を徴収しています。 

以上２点から、改めて実行委員会より施設占用料を徴収することは適当ではな

いと考えます。 
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(93)  清水お魚ふれあい事業費補助金[経済局農林水産部水産漁港課] 

①【指摘事項】 

補助団体の事務作業を所管課が行っていることをどう考えるか 

【措置の状況】 

事業の目的が漁業振興であるため、事業主体である実行委員会に当課が参画し

ています。しかし、事務作業は事務局となる清水漁業協同組合が行っています。

当課の作業は、事業実施当日の実務作業の補助程度であり、二重補助にあたるも

のではないと考えています。 

 

(94)  漁業近代化資金利子補給金[経済局農林水産部水産漁港課]  

①【指摘事項】 

補助金等の効果の測定・検証を行っているか 

【措置の状況】 

当補給金は、漁業者等が資本整備の高度化を図り、その経営の近代化に資する

ことを目的とし、受給者が漁業等の健全経営を継続できることがその効果であり、

効果を数値等で測定することは不可能であるため、実績報告等により帳簿等が適

正に処理されていることを確認することをもって、成果を検証していきます。 

 

(95)  市街地バス路線維持費補助金[都市局都市計画部交通政策課] 

①【指摘事項】 

補助金等ごとに「交付要綱」等を作成しているか 

「交付要綱」等で交付目的が明文化されているか 

補助等の対象経費の範囲は「交付要綱」等で定められているか 

補助等の割合等は「交付要綱」等で明確になっているか 

【措置の状況】 

市街地バス路線維持費補助金については、交付要綱を作成していないため、「静

岡市バス路線維持費補助金交付要綱」（山間地バス路線維持費補助金の交付要綱）

の計算式により算出し、決裁を受けて交付しています。 

そのため、今年度中に交付要綱を作成する予定です。 

 

(96)  鉄道近代化設備整備費（静岡市鉄道輸送高度化事業費補助金）[都市局都市計画

部交通政策課]  

①【指摘事項】 

市の政策目的に合致したものか 

【措置の状況】 

「第２次静岡市総合計画」における 
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都市基盤 Ⅴ 活発な都市活動を支える快適で質の高いまち 

３ 多彩な交流と活動を支える交通・情報体系の構築 

０２ 人と環境にやさしい交通体系の構築 

０２ 誰にでも利用しやすく便利な公共交通ネットワークの維持強化 

において、位置づけられています。 

 

(97)  静岡市土地区画整理事業補助金（三保羽衣地区）、静岡市土地区画整理事業補助

金（蒲原六番向道下地区）、静岡市土地区画整理事業補助金（清水追分地区）、

静岡市土地区画整理事業補助金（東原地区）[都市局都市計画部市街地整備課]  

①【指摘事項】 

効果の測定を可能にするような成果指標を設けているか 

補助金等の効果の測定、検証を行っているか 

【措置の状況】 

土地区画整理事業による効果とは、公共施設の整備改善に伴う住民の生活環境

の改善、防災機能の充実等でありますが、これらの効果は事業完了後に初めて生

じるものであることから、単年度毎に補助金の効果を測定することは困難であり、

事業完了後に全体としての効果の測定、検証を行うことが適切であると考えてお

ります。 

以上の点を踏まえた上で、下記の措置を講じております。 

＜効果の測定を可能にするような成果指標を設けているかについて＞ 

下記１～３の項目において定めた成果指標により、効果の測定を可能とする

ため、「（仮称）土地区画整理事業評価シート」を早期に策定するよう検討作業

を進めております。 

１ 公共施設（道路・公園・水路等）の整備改善 

施行前の公共施設面積及び割合、施行後の公共施設面積及び割合をそ

れぞれ比較した結果、施行後の数値が増加していること 

２ 宅地（住宅地）の利用増進 

施行前の住宅地地積及び価格、施行後の住宅地地積及び価格をそれぞ

れ比較した結果、施行後の数値が増加していること 

３ 市街化区域内農地（田・畑・山林）の宅地化促進 

施行前の農地の面積と施行後の農地の面積を比較した結果、施行後の

数値が減尐していること 

＜補助金等の効果の測定、検証を行っているかについて＞ 

上記作業により策定した「（仮称）土地区画整理事業評価シート」をもって、

目標の設定及び補助金の効果の測定、検証を行ってまいります。 
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②【指摘事項】 

補助団体の事務作業を所管課が行っていることをどう考えるか【静岡市土地区画

整理事業補助金（三保羽衣地区）】 

【措置の状況】 

土地区画整理事業については、土地区画整理法第75条及び第123条に施行者（土

地区画整理組合等）が都道府県知事及び市町村長に技術的援助を求めることが出

来る旨定められております。 

三保羽衣土地区画整理事業は都市計画道路、幹線道路及び公園の整備等を伴う

ものであり、公共に資するものであることから、組合と「静岡市と静岡市清水三

保羽衣土地区画整理組合との業務委託に関する協定書」を締結の上、調査、測量、

設計及び工事等の監督に関する業務を上記法の範囲内で代行しているものでござ

います。 

 

(98)  緑化推進協議会補助金（静岡市花と緑のまちづくり協議会補助金）[都市局都市

計画部緑地政策課]  

①【指摘事項】 

補助金等ごとに「交付要綱」等を作成しているか 

【措置の状況】 

平成22年度より協議会の事業内容・執行体制等を検討し、その後に交付要綱を

作成していく考えです。 

 

②【指摘事項】 

市の政策目的に合致したものか 

【措置の状況】 

協議会事業は「花と緑を育てる運動を広く市民に働きかけ、豊かな環境のまち・

静岡」を創生する事業であり、都市緑地法第４条（緑地の保全及び緑化の推進に

関する基本計画）に基づく、「静岡市緑の基本計画」における基本方針の「市民・

事業者・行政が協働で緑をつくり・守る」に合致するものです。 

 

③【指摘事項】 

補助団体の事務作業を所管課が行っていることをどう考えるか 

【措置の状況】 

当該補助団体で事務職員を１名配置しており、その事務員が全ての協議会事務

を処理するのが原則であるが、補助金・交付金では十分な人件費が確保できませ

ん。事務員を増員しないことで、市の補助経費削減につながるとともに、精通し

た市の職員が扱うことで効率的な事務執行が可能であると考えます。 
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(99)  保存樹木管理事業費（保存樹木保全補助金）[都市局都市計画部緑地政策課]  

①【指摘事項】 

市の政策目的に合致したものか 

【措置の状況】 

「保存樹木管理」は「市民の良好な生活環境を確保するため、市と市民が一体

となって、緑化の推進及びみどりの保全に努め、もってみどり豊かな都市」を創

生する事業の１つであり、都市緑地法第4条（緑地の保全及び緑化の推進に関する

基本計画）に基づく、「静岡市緑の基本計画」の基本方針である「身近に触れ合う

緑をつくる」を目指すものに合致します。 

 

(100)  がけ地近接危険住宅移転事業費補助金[都市局建築部住宅政策課] 

①【指摘事項】 

市の政策目的に合致したものか 

【措置の状況】 

第２次総合計画においては、下記の分野・政策体系に位置づけられるものと考

えます。 

分  野：Ⅲ生活環境 

政策体系：３地震・水害などの災害に強いまちづくりの推進 

      (2)自然災害に強い社会基盤の整備 

上記施策方針の中で、地すべり、土石流、急傾斜地崩壊防止対策に係る事業の

補完的役割を果たすものであると考えます。 

 

②【指摘事項】 

効果の測定を可能にするような成果指標を設けているか。 

【措置の状況】 

「平成20年度がけ地近接等危険住宅の実態等に関する調査」に基づく、本事業

の対象戸数を成果指標とします。 

現時点の対象戸数は「868戸」であり、この削減を目指します。 

 

③【指摘事項】 

補助等の見直しの時期が明確になっているか。 

【措置の状況】 

現在、平成23年度以降の事業については、本事業を社会資本整備総合交付金事

業の中の事業に位置づけ、社会資本総合整備計画を策定中です。 

さらに、当該計画を５年毎に見直します。 
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(101)  巴川流域遊水機能保全事業補助金[建設局土木部河川課] 

①【指摘事項】 

市の政策目的に合致したものか 

【措置の状況】 

庁議による（Ｓ59．５）決定 

遊水地域の盛土対策 

（１）遊水地を確保していく基本方針のもとに，田床改良のための盛土はさせ

ない方針とする 

（２）遊水区域を確定し、この区域内水田耕作者に対する補償制度を設ける（稲

作減収補償） 

（３）土木部（Ｓ59当時巴川総合治水対策室）を窓口とする 

第１次静岡総合計画 

基本計画 

Ⅲ生活環境 

地震・水害などの災害に強いまちづくりの推進 

自然災害対策の充実 

巴川総合治水対策の促進における事業のひとつとして位置づけられて

います 

（理由：59年の庁議で決定し、第１次静岡総合計画の中で位置づけら

れています。） 

 

(102)  道路舗装整備事業費[建設局道路部道路保全課] 

①【指摘事項】 

補助等の見直しの時期が明確になっているか 

【措置の状況】 

要望と実績の状況を見ながら見直しの適切な時期を定めていきたいと考えてい

ます。 

 

(103)  消防団交付金[消防局警防部警防課] 

①【指摘事項】 

海外視察旅行の費用負担はどこまで認められるか 

【措置の状況】 

消防団員海外消防事情視察研修は、財団法人日本消防協会が昭和60年４月25日

に『日中消防友好協定』を締結し、各都道府県消防協会役職員や全国の消防団員

等が調査団を編成し、中国各地の消防機関を視察するとともに、日中両国消防の
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友好交流を深め、中国消防体制・制度等についての見聞を広めることを目的に実

施している事業です。 

費用負担については、超過手荷物料金、クリーニング代、電話代、飲み物代、

傷害・疾病に関する医療費は自己負担としています。 

平成23年度以降の視察研修については、研修日程等内容を精査し、費用の自己

負担のあり方について、今後見直ししていきます。 

 

②【指摘事項】 

補助金等の使途のチェックは十分に行われているか 

【措置の状況】 

毎年、消防団交付金の執行結果については、警防課と消防団の各地区本部長及

び地区本部員により、各分団ごとに金銭出納帳、領収書等の関係書類の監査を行

っています。 

運営費に占める割合の高い費目については、平成21年度分から、各分団よりそ

の支出金額、内容、理由等を記載した支出内訳調査表を提出させるとともに、各

分団より聴き取り調査を行い、内容等を確認しました。 

その結果、改善すべき点については、平成22年度以降の交付金の執行に際し、

反映させるべく指導を行いました。 

今後も同様な調査を継続し、改善すべき点があった場合は、指導していきます。 

 

(104)  校長会等補助金[教育委員会事務局教育部教育総務課] 

①【指摘事項】 

市の政策目的に合致したものか。 

【措置の状況】 

第１次総合計画では、「やさしさと創造性あふれる子どもたちを育成する教育の

推進」、第２次総合計画では、「子どもたちの「生きる力」をはぐくむ教育の推進」

に、位置付けられていました。 

 

②【指摘事項】 

効果の測定を可能にするような成果指標を設けているか。 

【措置の状況】 

当該補助金交付団体の活動指標として 

「市校長会等の課題研究会等の年間開催回数」目標13回 

成果指標として、 

「市校長会等の課題研究会等の取組を通して、自校の学校経営に生かせた学

校の割合」目標100％ 
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「県校長会・全国校長会等の情報・資料等が、自校の学校経営に生かせた学

校の割合」目標100％ 

を設定し、補助金等の効果の測定を行います。 

 

③【指摘事項】 

市の施設を無償で提供していることをどう考えるか。 

【措置の状況】 

市校長会等の様々な活動は、本市教育行政に寄与するものであり、公益上の必

要性を認められることから、市の施設（会議室）の無償での提供は適当であると

考えます。 

なお、市校長会の事務所については、静岡県教育会館を有償で使用しています。 

 

(105)  平和資料センター運営費補助金[教育委員会事務局教育部教育総務課] 

①【指摘事項】 

市の政策目的に合致したものか。 

【措置の状況】 

静岡平和資料センターは、本市が被った戦災の記憶を語り継ぎ、その記憶を後

世に伝えることで、平和の大切さを知ってもらうための活動を実施し、学校教育・

社会教育の一環としても平和学習の推進に努めています。これらの活動は、平成1

7年12月に平和都市宣言をしている本市の方針に合致し、平和都市・静岡にふさわ

しい活動に寄与しています。 

 

②【指摘事項】 

効果の測定を可能にするような成果指標を設けているか。 

【措置の状況】 

当該補助金交付団体の活動指標として、 

・学校教材、地域の催し・イベントなどへの資料貸出しの実績 

・来館者数や出張説明での受講者数 

・センターだより（年２回） 等があります。 

これら活動の趣旨は、「平和の大切さ」を、市民の意識の中に伝えていくことで

あるため、その効果測定をするための数値化は困難であると思われます。しかし

ながら、これら活動指標を参考としながら、本来の趣旨がどれだけ伝わっている

のかというものを成果指標として考慮し、相手方と協議をしながら設けていく予

定です。 

 

③【指摘事項】 
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補助金等の効果の測定・検証を行っているか。 

【措置の状況】 

効果の測定・検証は行われていないため、成果指標の設定について相手方とも

協議を行い、本年度の交付分より、効果測定・検証を可能とし、今後の事業の適

正化に努めていきます。 

 

(106)  まちづくり推進事業補助金[生活文化局文化スポーツ部生涯学習推進課] 

①【指摘事項】 

市の政策目的に合致したものか。 

【措置の状況】 

清水区（旧清水市）のまちづくり推進事業は、昭和57年旧清水市の総合計画の

基本理念『住民の参加・連帯・合意による文化都市』の実現を図るため、『まちづ

くりの主役は市民である』との考えのもと、『人間都市清水』を創造することを目

的に発足しました。 

その足跡は郷土史編さん、伝統芸能の継承、地区まつりの開催、地域環境整備、

青尐年健全育成等広い分野に亘る活動を通じて、地域連帯感の強化や地域課題の

解決など着実に成果を上げております。 

第１次静岡市総合計画では、目指すまちの姿として『活発に交流し価値を創り

合う自立都市』を掲げております。 

まちづくり推進事業は、この基本理念及びこれまでの旧清水市における実績等

に基づき、清水区における旧清水市19地区に対して補助金を交付し、地域特性を

活かした個性あるまちづくりの推進を図っているものであります。 

 

(107)  市ＰＴＡ連絡協議会補助金[教育委員会事務局教育部学校教育課]  

①【指摘事項】 

効果の測定を可能にするような成果指標を設けているか 

【措置の状況】 

単年度ごとの具体的な成果指標は設けていないが、公益性が高い静岡市ＰＴＡ

連絡協議会の活動を補助することにより、活動内容の一層の充実（事務局、各種

委員会の設置、教育懇話会等会議の開催等）が可能となり、また、各種委員会等

への参加を通じて、単位ＰＴＡ相互の交流・連絡がより活発になることから、各

年度において、交付の目的である「学校教育及び家庭教育の振興」は達成されて

いると考えます。 

なお、平成22年度は、補助金交付申請時における事業計画書に「期待される成

果（成果目標）」欄を、また、事業実績報告時における事業報告書に「成果に対す

る評価と課題」欄を追加し、団体の活動状況をより客観的に捉え、取組に対する
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２次的な評価を行うことにより、補助効果の一層の明確化を図っていきます。 

 

(108)  中学校部活動振興事業補助金[教育委員会事務局教育部学校教育課]  

①【指摘事項】 

効果の測定を可能にするような成果指標を設けているか 

【措置の状況】 

単年度ごとの具体的な成果指標は設けていないが、公益性が高い静岡市立中学

校部活動振興育成会の活動を補助することにより、活動内容の一層の充実（事務

局の設置による研修会の開催、アンケート調査の実施等）が可能となり、また、

各学校に振り分けられた補助金は、部活動の実施に必要な消耗品購入費として充

てられ、保護者負担の軽減に結び付いていることから、各年度において、交付の

目的である「豊かな人間形成の場として意義ある部活動の健全な運営と振興」は

達成されていると考えます。 

なお、平成22年度は、補助金交付申請時における事業計画書に「期待される成

果（成果目標）」欄を、また、事業実績報告時における事業報告書に「成果に対す

る評価と課題」欄を追加し、団体の活動状況をより客観的に捉え、取組に対する

２次的な評価を行うことにより、補助効果の一層の明確化を図っていきます。 

 

(109)  生徒指導対策事業補助金[教育委員会事務局教育部学校教育課]  

①【指摘事項】 

効果の測定を可能にするような成果指標を設けているか 

【措置の状況】 

単年度ごとの具体的な成果指標は設けていないが、公益性が高い静岡市立中学

校生徒指導対策委員会（中学校ごとに設置する校長、教頭、生徒指導主事、学年

主任及びその他の教職員で構成される組織）の活動を補助することにより、活動

内容の一層の充実（突発的な事件が発生した場合の緊急対応、問題行動を未然に

防止するための学区内の定期的巡回や地域の祭りにおける見回り等の活動の強化

等）が可能となり、また、補助金は、①休日、夜間等の校外巡視、家庭訪問等に

要する旅費、②髪色戻し剤、リボン、ボタン等の消耗品、③暑中見舞葉書等の通

信運搬費等に充てられ、有効に活用されていることから、各年度において、交付

の目的である「市立中学校生徒の健全な育成の推進」は達成されていると考えま

す。 

なお、平成22年度は、補助金交付申請時における事業計画書に「期待される成

果（成果目標）」欄を、また、事業実績報告時における事業報告書に「成果に対す

る評価と課題」欄を追加し、団体の活動状況をより客観的に捉え、取組に対する

２次的な評価を行うことにより、補助効果の一層の明確化を図っていきます。 
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(110)  市中学校体育連盟補助金[教育委員会事務局教育部学校教育課]  

①【指摘事項】 

効果の測定を可能にするような成果指標を設けているか 

【措置の状況】 

単年度ごとの具体的な成果指標は設けていないが、公益性が高い静岡市中学校

体育連盟の活動を補助することにより、市立中学校（43校）及び市内私立中学校

（11校）が参加して開催される中学校総合体育大会（中体連）の内容がより充実

するとともに、保護者負担（受益者負担金・生徒１人につき600円）の軽減に結び

付いていることから、各年度において、交付の目的である「スポーツを好み生涯

に亘ってスポーツに親しむ人間づくり並びに中学校における運動部活動の充実並

びに体力及び健康の保持並びに増進並びに豊かな人間性の育成」は達成されてい

ると考えます。 

なお、平成22年度は、補助金交付申請時における事業計画書に「期待される成

果（成果目標）」欄を、また、事業実績報告時における事業報告書に「成果に対す

る評価と課題」欄を追加し、団体の活動状況をより客観的に捉え、取組に対する

２次的な評価を行うことにより、補助効果の一層の明確化を図っていきます。 

 

(111)  遠隔地校校外教育活動補助金[教育委員会事務局教育部学校教育課]  

①【指摘事項】 

効果の測定を可能にするような成果指標を設けているか 

【措置の状況】 

単年度ごとの具体的な成果指標は設けていないが、社会科見学、音楽発表会等

の校園外教育活動を実施する際、市街地にある校園と比較して多額の活動経費（バ

ス借上料等）を必要とする中山間地域の校園の単位ＰＴＡに対し補助金を交付す

ることにより、これらの校園における保護者負担の軽減を図ることができること

から、各年度において、交付の目的である「地理的条件による学習活動の制限の

是正」は達成されていると考えます。 

なお、平成22年度は、補助金交付申請時における事業計画書に「期待される成

果（成果目標）」欄を、また、事業実績報告時における事業報告書に「成果に対す

る評価と課題」欄を追加し、団体の活動状況をより客観的に捉え、取組に対する

２次的な評価を行うことにより、補助効果の一層の明確化を図っていきます。 

 

(112)  私学振興補助金、定時制通信制教育振興会補助金、遠距離通学費補助金（中

学生）、遠距離通学費補助金（小学生）[教育委員会事務局教育部学事課]  

①【指摘事項】 
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市の政策目的に合致したものか 

【措置の状況】 

【私学振興補助金、定時制通信制教育振興会補助金】 

静岡市教育振興基本計画中、「安全で安心な教育環境の整備を図る」、「③国公

私立学校との連携づくり」に位置づけられています。 

【遠距離通学費補助金（中学生）、遠距離通学費補助金（小学生）】 

静岡市教育振興基本計画中、「安全で安心な教育環境の整備を図る」、「④教育

機会の均等の保障」に位置づけられています。 

 

②【指摘事項】 

効果の測定を可能にするような成果指標を設けているか 

【措置の状況】 

政令市への照会等により研究・検討し、成果指標を設定します。 

 

③【指摘事項】 

補助金等の効果の測定・検証を行っているか 

【措置の状況】 

①各政令市への照会等により、測定項目・成果指標を研究・検討し、設定し、

事業の効果測定を行います。 

②測定結果を分析し、各事業について検証を行います。 

 


