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第一 監査の概要 

 

１．外部監査の種類 

 

地方自治法第 252 条の 37 第１項の規定に基づく包括外部監査 

 

２．選定した特定の事件 

 

高齢化対策事業の事務の執行について 

 

３．事件を選定した理由 

 

わが国は、平均寿命の延伸による 65 歳以上人口の増加と少子化の進行による若年人

口の減少を要因として、世界に類のない速さで高齢化が進んでいる。わが国の総人口

は、平成 23年 10月１日現在、１億 2,780万人であり、そのうち 65歳以上の高齢者人

口は過去最高の 2,975 万人となり、総人口に占める割合（高齢化率）も 23.3%となっ

ている。静岡市の総人口も、平成 24 年４月１日現在、721,967人であり、そのうち 65

歳以上の高齢者人口は 179,022 人となり、すでに高齢化率は 24.8%と全国平均を上回

る高い水準に達している。 

平成 27年には、いわゆる「団塊の世代」が 65歳以上の高齢期を迎えるとともに、

人口の減少も進むことから、高齢化率が一層高まることが見込まれている。 

また、介護保険制度でも、その認定者数・サービス利用者は着実に増加しており、

平成 23 年度には介護保険制度施行時に比べて２倍を超えており、平成 22年度の介護

保険サービス給付費は介護保険制度施行時に比べ、約 2.7倍に増加している。 

このような超高齢化社会の本格的到来に備えて、静岡市は平成 21年に策定した高齢

者保健福祉計画・介護保険事業計画を見直し、団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37

年を見据えた長期的な視野に立ちつつ、今後３年間の高齢者の保健、福祉、介護施策

の方向を明らかにし、事業を推進するための指針となる計画を平成 24 年３月に策定し、

各種施策に取り組んでいるところである。 

これらの状況から、高齢化対策事業の事務の執行について監査することは意義が大

きいものと判断し、特定の事件（テーマ）として選定した。 

 

 

 

、 
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４．外部監査の方法 

 

（１）監査の対象 

 

ア．監査の対象とする事業 

 

静岡市の高齢化対策事業（高齢者福祉及び介護保険）の事務を、監査の対象とした。 

 

イ．監査の対象とする部局 

 

監査の対象とした部局は、高齢化対策事業（高齢者福祉及び介護保険）の事務を執

行している保健福祉子ども局福祉部ほか、次のとおりである。 

局 部 課 

保健福祉子ども局 福祉部 福祉総務課 

高齢者福祉課 

介護保険課 

総務局 行政管理部 行政管理課 

 

（２）主要な監査手続 

 

ア．監査の視点 

 

静岡市の高齢化対策事業（高齢者福祉及び介護保険）の事務の執行について、有効

性、効率性、経済性、関連法令等の準拠性の視点を中心に監査を実施した。 

 

イ．監査手続 

 

関連法令・条例・規則、予算書、決算書、事業に関する各種管理資料・意思決定資

料その他必要書類の閲覧・分析、証ひょうとの突合、関係者からの聞き取り、その他

必要と認めた監査手続を実施した。 

 

５．監査対象期間 

 

原則として平成 23年度 

ただし、必要に応じて他の年度についても監査の対象とした。 
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６．監査の実施期間 

 

平成 24年６月 24 日から平成 25年３月 12 日まで 

 

７．包括外部監査人及び補助者 

 

（１）包括外部監査人 

 

公認会計士 柴田 剛 

 

（２）補助者 

 

公認会計士 内山 昌美    

公認会計士 大川原 正記    

公認会計士 

公認会計士 

公認会計士 

山本 博生 

齊藤 健司 

村本 大輔 

   

日本公認会計士協会準会員 篠原 可奈    
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第二 利害関係 

 

監査の対象とした事件につき、地方自治法第 252条の 29の規定により記載すべき利

害関係はない。 

 

 

 

第三 監査の結果 

 

 監査の結果の内容については、次の２つに分類される。 

「指摘事項」・・・高齢化対策事業（高齢者福祉及び介護保険）の事務の執行について、

措置を講ずる必要がある事項 

「意見」（包括外部監査の結果に添えて提出する意見） 

    ・・・高齢化対策事業（高齢者福祉及び介護保険）の事務の執行について、参

考にして頂きたい事項 

 なお、「指摘事項」と「意見」は密接不可分の関係にあり、両者を並行して理解する

ことが有用であると考えられるため、この報告書では結果の中で両者を記載することと

している。 

 

 

 

（注意事項） 

１ 報告書の表中の金額は税抜金額で、単位未満を四捨五入して表示している。したが

って、合計値と内訳の集計値とが一致しない場合がある。 

２ 報告書の表中の百分率は、原則として少数点以下第２位を切り捨て、第１位まで表

示している。 

３ 高齢者保健福祉施設、社会福祉法人等は、市の要望により匿名としている。 

 

 

（参考文献） 

・「新会計基準対応！ 社会福祉法人の「設立・運営・会計・税務」ハンドブック」 

（医療機関・福祉施設を応援する会計事務所の会著 羽生正宗監修・著 広瀬元義

監修 株式会社セルバ出版） 

・そのほか出典について特に記載がないデータについては、監査対象とした部局か

ら提供を受けている。 
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Ⅰ 高齢者保健福祉・介護保険の概要 

  （出典：「静岡市 保健福祉計画・介護保険事業計画 2012 年（平成 24年度）～2014

年度（平成 26年度）」及び「静岡市の福祉 平成 24年版」を基に一部加除

して作成している。） 

 

１．静岡市の計画の考え方 

   

（１）計画の背景と目的 

 

静岡市では、平成 27 年の高齢者のあるべき姿を目標に、平成 18年度から３年ごとに

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画を策定している。当計画は、平成 21 年３月に

策定し平成 21年度から平成 23年度までを計画期間とする第５期高齢者保健福祉計画・

第４期介護保険事業計画を見直すもので、平成 27 年を目標にする計画期間の最終の期

間となっている。 

平成 27年には「団塊の世代」（昭和 22年～昭和 24年生まれ）といわれる人たちがす

べて 65歳以上の高齢者となり、高齢化率が急速に高まる節目の年となる。 

「団塊の世代」といわれる人たちは、高度経済成長期に青年期を過ごし、豊かな経済

のもとで自由で闊達な消費生活をリードしてきた。高齢期になっても心身ともに若さを

保ちながら、これまでの高齢者像とは異なり、より自由で多様な生活様式や考え方、価

値観を持ち、より積極的に社会で活躍することを望む人が増えると予想される。 

平成 12 年に始まった介護保険制度は、平成 23 年で 11 年目を迎え、高齢者の介護を

社会全体で支え合う仕組みとして定着してきている。その間、平成 18 年には、介護予

防重視への転換、日常生活圏域の設定、地域包括支援センターの設置、地域密着型サー

ビスの創設等の大規模な見直しが行われている。 

平成 19年４月、静岡市は健康福祉の向上に関する基本理念と基本方針を定め、市民、

事業者、市がともに手を携え、健康福祉のまちを実現することを目指して、「静岡市健

康福祉基本条例」を施行している。 

また、この条例に基づいて策定した「静岡市健康福祉基本計画」（平成 22年３月策定）

は、静岡市の健康福祉施策を総合的に推進するための計画であり、すべての人が家庭や

地域の中で生涯を通じて生きがいを持ち、安心して健やかに自分らしい生活を送ること

のできるまちの実現を目指していくものである。健康福祉分野の計画の策定や見直しな

どは、健康福祉基本計画の基本理念や目標に基づいて行われている。 

平成 23年 10月には、静岡市が目指す都市の姿とその実現に向けた取り組みをまとめ

た「静岡市まちみがき戦略プラン」を策定している。当プランでは、「災害に強く、安

心、安全に人が暮らせるまち」及び「求心力が強く、世界中から人が集まるまち」を都

市ビジョンに、防災機能の強化をはじめ、セーフティネットの整備、快適な生活環境の
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保全・整備などを進めていくことになっている。 

第６期高齢者保健福祉計画・第５期介護保険事業計画は、自由で多様な生活様式や考

え方、価値観を持つこれからの高齢者の意識や考え方を踏まえ、静岡市の都市ビジョン

や健康福祉基本条例の理念、高齢者を取り巻く社会と時代の潮流、国の施策の方向性を

考慮して策定している。 

また、今回の計画策定に当たり、サービスを切れ目なく提供する地域包括ケアシステ

ムや権利擁護の構築を目指し、今後の高齢者保健・福祉・介護施策の方向性を明らかに

し、これに向かって地域と行政が協働し、事業を円滑に実施していくための指針を示す

ものとなるよう努めている。 

さらに、団塊の世代が後期高齢者となる平成 37 年を見越して、高齢者が地域で安心

して暮らせる地域包括ケアシステムを構築していく必要がある。 

 

（２）地域包括ケアシステムの推進を柱に 

 

介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支える制度として定着し、介護サービス

の量は飛躍的に増加している。しかし、高齢者の生活を支えるには介護サービスだけで

は不十分である。そこで、国は第５期介護保険事業計画の策定に当たり、「地域包括ケ

アシステムの確立」を理念として掲げた。 

「地域包括ケアシステム」とは、地域住民が住み慣れた地域で安心して尊厳あるその

人らしい生活を継続することができるように、「日常生活圏域」の中で、介護保険制度

による公的サービスのみならず、その他のフォーマルやインフォーマルな多様な社会資

源を本人が活用できるように、包括的かつ継続的に支援することである。 

地域包括ケアを実現し、高齢者が生きがいを持ち尊厳を保ちながら自立した生活が地

域で営めるよう、「医療」、「介護」、「予防」、「住まい」、「見守り・配食などの多様な生

活支援サービス」や「権利擁護のための事業」などを日常生活の場において有機的かつ

一体的に提供していくことが必要である。その中には、地域住民が互いに見守り、支え

合う仕組みも取り入れる必要がある。静岡市では、このような地域住民や地域の団体に

よるインフォーマルなサービスも含めて、切れ目なく提供される「地域包括ケアシステ

ム」の体制づくりを進めていくことにしている。 

 

 

 

 

地域包括ケアシステム 

 

 

医療との連携強化 

生活支援サービス 

権利擁護 

介護サービスの 

充実強化 

予防の推進 

高齢者住まいの 

整備 
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（３）計画の法的位置づけ 

 

当計画は、老人福祉法に基づく高齢者福祉計画及び介護保険法に基づく介護保険事業

計画を一体的に策定したものである。さらに、高齢者の生活には保健分野の計画が不可

欠であることから、静岡市における高齢者の保健・福祉・介護施策を一体的、包括的に

展開することを目指す行政計画としている。 

 

（４）計画の期間 

 

計画期間は、平成 24年度から 26年度までの３年間である。 

さらに、当計画は、高齢化が本格化する平成 27 年度以降の高齢者保健福祉計画・介

護保険事業計画における地域包括ケアシステムの構築のために、新たな視点も取り入れ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）他計画との関係 

 

当計画は、地方自治法に基づき策定された静岡市の最上位計画である「第２次静岡市

総合計画」（平成 22 年度～平成 26 年度）を基礎とし、静岡市の都市ビジョンを定めた

「静岡市まちみがき戦略プラン」（平成 23 年度～平成 26 年度）や静岡市の健康福祉施

策の理念を定めた「静岡市健康福祉基本計画」(平成 22 年度～平成 31 年度）をよりど

ころとして、社会福祉法に基づき策定された「静岡市地域福祉計画」（平成 22 年度～平

成 26 年度）及び健康増進法に基づき策定された「静岡市健康爛漫計画」（平成 15 年度

～平成 24年度）の一部を成す計画となっている。 

2015年 (平成 27年)の静岡市を

見据え目標を掲げ計画を策定 

H18-H20 

計画 

H21-H23 

計画 

H27-H29 

計画 

 

H30-H32 

計画 

 

H33-H35 

計画 

 

高齢化が本格化する 2015年度（平成 27年度）以降における地域

包括ケアシステムの構築を見据えた新たな視点での取組 

 

 

H24-H26 

計画 
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なお、「静岡県高齢者保健福祉計画及び静岡県介護保険事業支援計画」及び「静岡県

地域保健医療計画」は県内各市町の計画を支援するための計画として策定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

総 合 計 画 

地
域
福
祉
活
動
計
画 

（
社
会
福
祉
協
議
会
） 

地域福祉計画 

高齢者保健福祉計画 
 

介護保険事業計画 

健康爛漫計画 
生
涯
学
習
推
進
大
綱 

地
域
住
宅
計
画 

等 

県高齢者保健福祉計画 

県介護保険事業支援計画 
県地域保健医療計画 

健康福祉基本計画 

■静岡市地域福祉計画（2010 年度（平成 22 年度）～2014 年度（平成 26 年度）） 

 地域で暮らしている市民、健康福祉サービス提供者及び市が、理念や目標を共有し、

地域の中でそれぞれの役割を果たし、協働することで、「すべての人が安心して健や

かに、身近な地域で互いに支え合いながら、ともに生きることができる健康福祉のま

ち」を目指し、地域福祉を推進するための計画 

■静岡市健康爛漫計画（2003 年度（平成 15 年度）～2012 年度（平成 24 年度）） 

 平成 15年に策定した健康増進計画で、「壮年期死亡の減少」と「健康寿命の延伸」

を図り、人々の生活の質（QOL）を向上させ、生涯を通じての健康づくりを推進し、

生涯を通じて生きがいを持ち、健康な人が満ちあふれるまちを目指すための計画 

 妊娠・出産期から後期高齢期までの９つのライフステージごとの目標を立て、具

体的に取り組むために「栄養・食生活」「健康診査・生活習慣病」といった 7つの分

野ごとに平成 24年度の達成目標を設定している。 
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２．高齢者の現状と将来推計 

 

（１）静岡市の人口と高齢者人口の変化 

 

静岡市の総人口は、平成 18年の 731,536人から、平成 23年の 724,026 人へと５年間

で 7,510 人の減少となり、1.03％減少している。一方、65 歳以上の高齢者の人口は、

平成 18 年の 155,356 人から平成 23 年の 176,393 人へと５年間で 21,037 人、13.5％の

増加となり、今後も高齢者人口の伸びが見込まれている。 

静岡市の高齢化率は、平成 18年の 21.2％から、平成 23 年の 24.4％へと５年間で 3.2

ポイント上昇している。人口増加要因が見込まれないため、このまま推移すると、平成

27 年には 28.3％、平成 37 年には 30.7％となることが予測され、平成 23年の 24.4％と

比較すると、平成 27 年には 3.9ポイント、平成 37 年には 6.3ポイント上昇することに

なる。 

また、総人口は、平成 37 年には 653,636 人となり、現在より７万人近く減少すると

予測されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：住民基本台帳人口及び外国人登録人口（各年４月１日現在） 

将来推計人口は、H18-22年の人口を元にコーホート変化率法により推計 
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■人口ピラミッドによる静岡市の年齢別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国勢調査の５歳階級別人口並びに住民基本台帳＋外国人登録を元とした将来推計人

口を人口ピラミッドグラフにして推移を見ると、平成２年はピラミッド型をしており、

少ない高齢者を労働者世代が支えてきたのがわかるが、平成 12年頃から子どもの数が

減って徐々に高齢者が増えてきているのがわかる。 
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平成 22年は 60～64 歳が人口の中心となっているが、平成 27年予測において、人口

の中心は 65～69歳となり、高齢社会が顕著となる。 

また、上記４つのグラフの変化を見てもわかるように、少子化の進行に歯止めがかか

らないまま推移していくと、若い世代が高齢者を支えていくことが益々困難になること

が予想される。 

 

（２）高齢者のみ世帯の推移 

 

高齢者のみで構成される世帯の数は年々増加し、平成 23年度には 63,179世帯となり、

総世帯に占める割合は 21.2％となっている。高齢者のみの世帯数は、平成 19年から

16.7％増加しているが、特にひとり暮らし世帯の割合が高くなっている。 

 

（単位：世帯） 

区   分 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 

総 世 帯 数 288,701 291,496 294,383 296,391 298,127 

高齢者のみ世帯数 54,142 54,457 58,731 62,305 63,179 

 ひとり暮らし世帯 29,458 28,934 31,546 33,970 34,536 

夫 婦 の み 世 帯 23,122 23,961 25,343 26,434 26,795 

 そ の 他 の 世 帯 1,562 1,562 1,842 1,901 1,848 

高齢者のみ世帯の割合 18.8% 18.7% 20.0% 21.0% 21.2% 

ひとり暮らし世帯の割合 10.2% 9.9% 10.7% 11.5% 11.6% 

夫婦のみ世帯の割合 8.0% 8.2% 8.6% 8.9% 9.0% 

出典：静岡県健康福祉部長寿政策局長寿政策課「高齢者福祉行政の基礎調査結果」（各年４月１日現在） 

 

一般世帯と高齢者世帯の推移を見ると、平成 19年には高齢者世帯 18.8％であったが、

平成 23年には 21.2％と４年間で 2.4ポイント増加している。この傾向は今後益々増加

していくと予測される。 
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平成23年時点高齢者のみ世帯構成比

その他の世帯
2.9%

夫婦のみ世帯
42.4%

ひとり暮らし世帯
54.7%

平成 23年の高齢者のみ世帯の構成比を見ると、ひとり暮らし世帯が 54.7％と半数以

上となっている。過去５年間の推移を見ると、それほど大きな変動はみられないが、今

後は高齢化が益々進むため夫婦のみ世帯よりも、ひとり暮らし世帯が増加していくこと

が考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：静岡県健康福祉部長寿政策局長寿政策課「高齢者福祉行政の基礎調査結果」（各年４月１日現在） 
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（３）認知症高齢者数の推移 

 

認知症高齢者とは、認知症高齢者日常生活自立度の判定基準がⅡ以上の人をいう。認

知症高齢者日常生活自立度Ⅱは、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通

の困難さが多少見られても、誰かが注意すれば自立できる状態のことをいう。 

静岡市の認知症高齢者の推移をみると、平成 14年の 7,152人から平成 23年の 16,403

人へと、２倍以上に増えている。 

また、静岡県の推計では、平成 22年から５年間ごとに 16,000 人から 24,000 人の増

加が見込まれている。国の推計でも、今後平成 37年まで５年間ごとに 30万人から 40

万人の増加が見込まれている。 

これらのことから、静岡市においても認知症高齢者数は今後も増加していくと考えら

れる。 

 

① 静岡市の認知症高齢者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 静岡県の認知症高齢者数の推計                 （単位：万人） 

年 H14 H17 H22 H27 H32 H37 

認知症高齢者数（Ⅱ以上） 4.4 6.1 8.0 10.4 12.1 13.7 

※平成 22年度静岡県健康福祉部長寿政策局長寿政策課 

 

③ 国の認知症高齢者数の推移                   （単位：万人） 

年 H14 H17 H22 H27 H32 H37 

認知症高齢者数（Ⅱ以上） 149 169 208 250 289 323 

※平成 15年度高齢者介護研究会報告書 
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３．福祉部の組織図 

 

(平成２４年７月１日現在）
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４．福祉部の事務分掌 

 

高齢者福祉及び介護保険事業関係の主な担当部署の事務分掌は、以下のとおりである。 

 

（福祉総務課）  

調整担当 

（１） 局における政策立案の調整等に関すること。 

（２） 局内の連絡調整及びとりまとめに関すること。 

（３） 局間の連絡調整に関すること。 

（４） 局の組織及び人事のとりまとめに関すること。 

（５） 局の予算及び決算に関すること。 

（６） 局専用市長印の管理に関すること。 

（７） 局の危機管理に関すること。 

（８） 健康福祉に関する基本的な計画に関すること。 

（９） 健康福祉審議会に関すること。 

（10） 福祉のまちづくりの計画の推進及び調整に関すること。 

（11） 社会福祉施設等整備審査会に関すること。 

（12） 社会福祉施設等整備事業の国庫補助協議等に係る設計等の審査及び指導に関す

ること。 

（13） 市立社会福祉施設の計画及び整備に関すること。 

（14） 社会福祉施設整備事業に係る指導監督及び検査に関すること。 

（15） 部の庶務に関すること。 

監査指導担当  

（１） 社会福祉法人及び社会福祉施設（社会福祉法(昭和 26年法律第 45 号）第２条第

２項各号に規定する施設及び保育所をいう。）の指導監査等に関すること。 

（２） 社会福祉法第 20条の規定に基づく各法律の施行事務の指導監督に関すること。 

（３） 社会福祉法人の認可に関すること。 
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（高齢者福祉課）  

総務担当  

（１） 高齢者福祉に係る施策の企画及び調整に関すること。 

（２） 老人福祉計画に関すること。 

（３） 所管に係る事務についての福祉事務所高齢介護課との総合調整に関すること。 

生きがい・在宅担当 

（１） 高齢者の生きがい対策に関すること。 

（２） 全国健康福祉祭に関すること。 

（３） 社団法人静岡市シルバー人材センターとの連絡調整に関すること。 

（４） 高齢者の在宅支援及び援護に関すること（福祉事務所高齢介護課の所管に属す

るものを除く。）。 

（５） 介護保険法（平成９年法律第 123 号）に定める地域支援事業に関すること（高

齢者の福祉に関する事業に限る。）。 

（６） 所管に係る事務についての福祉事務所高齢介護課との総合調整に関すること。 

高齢者施設担当  

（１） 老人福祉施設等の計画及び整備に関すること。 

（２） 老人福祉施設等の管理に関すること。 

（３） 老人福祉施設等の認可等に関すること。 

（４） 老人福祉施設等の整備に係る補助に関すること。 

（５） 有料老人ホームの届出等に関すること。 

（６） 老人ホーム等入所判定委員会に関すること。 

（７） 所管に係る事務についての福祉事務所高齢介護課との総合調整に関すること。 

地域包括支援事業担当  

（１） 地域包括支援センター事業に関すること。 

（２） 介護保険法（平成９年法律第 123 号）に定める地域支援事業に関すること（高

齢者の福祉に関する事業に限る。）。 

（３） 高齢者虐待防止に関すること。 

（４） 所管に係る事務についての福祉事務所高齢介護課との総合調整に関すること。 
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（介護保険課）  

総務担当  

（１） 介護保険に係る政策の企画及び調整に関すること。 

（２） 介護保険事業計画に関すること。 

（３） 所管に係る事務についての福祉事務所高齢介護課との総合調整に関すること。 

（４） 介護保険法に定める地域支援事業に関すること（他の課かいの所管に属するも

のを除く。）。 

保険料担当  

（１） 介護保険の被保険者の資格管理に関すること。 

（２） 介護保険料の賦課及び徴収に関すること（市長が定めるものを除く。）。 

給付・認定担当  

（１） 介護保険の給付及びその総括に関すること。 

（２） 介護保険法に定める地域支援事業に関すること（他の課かいの所管に属するも

のを除く。） 

（３） 要介護認定及び要支援認定の総括に関すること。 

（４） 介護認定審査会に関すること。 

事業者支援担当  

（１） 地域密着型サービス事業者及び地域密着型介護予防サービス事業者等に関する

こと。 

（２） 介護老人保健施設の計画及び整備に関すること。 

（３） 介護老人保健施設の許可等に関すること。 
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５．老人福祉関係及び介護保険関係の予算の推移 

 

静岡市の老人福祉関係予算（当初予算）の平成 20年度から平成 24年度までの過去５

年間の推移は以下のとおりである。 

 

 

 

 

（出典：「静岡市の福祉」） 

 

 平成 20 年度から平成 23 年度まで年々増加傾向にあったが、平成 24 年度では若干減

少している。主な減少要因は、平成 23 年度で予算計上されていた老人福祉センター改

築事業費 257,810 千円が、平成 24 年度において予算計上されていないことによるもの

である。 

 

 

　　老人福祉関係予算の推移 （単位：千円）

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

老人福祉関係予算 6,683,819 7,150,225 7,292,123 7,961,727 7,828,986

　（出典：「静岡市の福祉」）
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静岡市の介護保険関係予算（当初予算）の平成 20年度から平成 24年度までの過去５

年間の推移は以下のとおりである。 

 

 

 

 

（出典：「静岡市の福祉」） 

 

介護保険サービス利用者数の増加に伴い、平成 20年度から平成 24年度まで年々増加

傾向にあることがわかる。 

 

 

 

 

  

　　介護保険関係予算の推移 （単位：千円）

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

介護保険関係予算 6,074,015 6,629,219 6,912,833 7,359,934 7,816,403

　（出典：「静岡市の福祉」）
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Ⅱ 監査結果 

 

（Ⅰ）高齢者福祉 

 

１．高齢者福祉事業 

 

（１）敬老事業 

 

【概要】 

 

静岡市では敬老事業として、「静岡市敬老祝金及び敬老祝品贈呈要綱」に基づく祝金・

祝品の贈呈を実施している。また、「静岡市敬老行事補助金交付要綱」に基づき、多年

にわたり社会に尽くしてきた高齢者を敬愛し、長寿を祝うために敬老会を開催する自治

会・町内会等に対して、補助事業を実施している。 

 

（ア）敬老祝金・祝品の概要 

 

 静岡市では、老人福祉法第５条に規定する「敬老の日」において、高齢者に対し敬老

の意を表し、もって福祉の増進に寄与するものとして、その一環として敬老祝金・祝品

の制度を設けている。平成 23年度における実施状況は、以下のとおりである。 

 

        祝金（平成 23 年度実績） 

区分 人数 

77 歳 （5,000 円） 7,421 人 

80 歳 （7,000 円） 6,464 人 

88 歳（10,000 円） 2,833 人 

90 歳（10,000 円） 2,079 人 

99 歳（20,000 円） 205 人 

108 歳（20,000 円） 2 人 

 

祝品（平成 23 年度実績） 

区分 人数 

新 100歳 128 人 

101歳以上 192 人 
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※１： 祝金に関しては、平成 24年度において、他の政令指定都市の祝金支給状況

を参考に検討を行った結果、80歳と 90歳については、支給対象外となっ

た。 

 

（イ）敬老行事助成の概要 

 

 静岡市は、老人福祉法第５条第３項に規定する行事の実施を奨励するため、敬老事業

を実施する者に対して予算の範囲内において敬老行事補助金を交付している。敬老行事

とは、自治会もしくは、町内会または老人福祉施設等のうち静岡市長が認めるものを運

営する者が、９月１日から 10 月 15 日までの間に 77 歳以上の高齢者を対象として実施

する行事（高齢者と他世代の者との交流、高齢者に対する記念品の贈呈、飲食等を伴う

高齢者相互間の懇親または交流等）をいう。 

 対象高齢者は敬老行事を実施する年度の６月１日において静岡市内に住所を有し、か

つ、当該実施年度の翌年の４月１日付で満 77 歳以上となる者である。この場合、当該

敬老行事は原則としてそれを実施する自治会もしくは、町内会の区域内または老人福祉

施設等の所在地に住所を有する全ての対象高齢者を対象としなければならない。 

静岡市では対象高齢者の人数に 2,500 円を乗じて得た金額を限度として補助金を助

成している。 
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（ウ）敬老事業費の推移 

 

※： 高齢者人口の増加に伴い、全体として敬老祝金支給人数が増加していること、

及び敬老行事助成の対象者数も増加していることから事業費は増加傾向にあ

る。 

 

  

（単位：円、人）
平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

当初予算額 298,502,000 316,130,000 330,127,000 344,166,200 354,132,000

事業費実績 281,387,080 296,502,118 312,378,354 328,816,115 336,177,932

うち、
敬老祝金支給実績

114,665,000 121,831,000 125,993,000 131,843,000 146,365,000

敬老祝金
支給人数（人）

16,265 17,275 17,826 18,423 19,004

うち、
敬老行事補助金

155,503,430 162,364,118 172,826,524 179,775,334 185,188,612

(出典：高齢者福祉課内予算資料）
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ア．敬老行事補助金のあり方 

 

【現状】 

 

（ア）当初予算額と事業費実績の推移 

 

静岡市の敬老行事補助金の平成 19年度から平成 23年度における当初予算額と事業費

実績の推移は以下のとおりである。なお、平成 20年度から参加人数や参加率を把握し

ているため、平成 19 年度におけるその記載はない。 

 

 

上記の表のとおり、敬老行事補助金対象者は年々増加傾向にあることから、予算、実

績ともに事業費は増加している。それに対し、参加者数を対象者数で除して計算した参

加率に関しては年々減少している（次ページのグラフを参照）。 

なお、参加率を把握しているものの、参加率を効果の測定指標としては利用していな

い。 

 

（単位：円、人）
平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

当初予算額 165,500,000 173,545,000 180,519,000 188,000,000 193,228,000

事業費実績 155,503,430 162,364,118 172,826,524 179,775,334 185,188,612

対象者数（人） 62,242 64,987 69,274 71,963 74,309

参加者数（人） ― 24,114 21,780 22,929 21,562

参加率実績（％） ― 37.1% 31.4% 31.9% 29.0%

(出典：高齢者福祉課内予算資料）
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（出典：高齢者福祉課提供資料） 

 

（イ）対象者数と事業費の推計 

 

平成 24年度から平成 28年度までの敬老行事の対象者数及び事業費の推計を示すと下

記のとおりとなる。 

 

 

（出典：高齢者福祉課提供資料） 
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（注）１．平成 23年度までは実績値、平成 24年度からは推計値を示している。 

２．高齢者福祉課では、敬老事業費の推計の前提条件として、過去３ヶ年の予算

要求時の事業対象年齢人口の平均増加率４%を使用している。上記データの

推計値も対象年齢人口の平均増加率を４%として計算している。 

 

 

（出典：高齢者福祉課提供資料） 

 

（注）１．平成 23年度までは実績値、平成 24年度からは推計値を示している。 

２．上記データの推計値は、推計された対象年齢人口に１人当たり 2,500円の金

額を乗じて計算している。（「静岡市敬老行事補助金交付要綱第４条」では、

補助金の額は、補助対象事業に係る経費のうち市長が認める額とし、2,500

円に対象高齢者の人数を乗じて得た額を限度として助成する旨の定めをし

ている。実際の補助金の額は、ほぼ限度額を助成している。） 

 

 上記の表からわかるとおり、今後、平成 28 年度まで敬老行事の対象年齢人口は増加

していくことが予想され、その増加にあわせて事業費も着実に増加することが予想され

る。ちなみに、平成 28年度の推計値を示すと、対象年齢人口は 90,408人、事業費は 

226,020千円となっている。 

 

（ウ）敬老行事の実施状況 

 

平成 23年度における静岡市の敬老行事の実施状況のうち、補助金額が１百万円以上

の対象となる敬老行事は、以下のとおりである。 
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平成23年度　敬老行事一覧表（補助金額1百万円以上）

学区・地区 実施月 実施場所 事業概要
参加者数
（人）

対象者数
（人）

参加率
（％）

補助金額
（円）

Ａ地区連合自治会 9月 各自治会にて 敬老式典を行った 700 2,289 30.6% 5,722,500

Ｂ地区連合自治会 9月 小学校体育館
式典、アトラクション、抽選会を兼ねた敬老式
典を行った

316 1,497 21.1% 3,742,500

Ｃ自治会連合会 9月 老人福祉ｾﾝﾀｰ 昼食会を兼ねた敬老式典を行った 500 1,470 34.0% 3,675,000

Ｄ地区連合自治会 9月 各自治会にて 敬老式典を行った 413 1,451 28.5% 3,627,500

Ｅ地区連合自治会 9月 生涯学習交流館 敬老祝賀会の式典 459 1,410 32.6% 3,525,000

Ｆ学区自治会連合会 9月 結婚式場 昼食会を兼ねた敬老式典を行った 358 1,396 25.6% 3,490,000

Ｇ地区連合自治会 9月 文化センター 地域を挙げた敬老事業を行った 254 1,383 18.4% 3,457,500

Ｈ学区連合町内会 9月 老人福祉センター 昼食会を兼ねた敬老式典を行った 235 1,383 17.0% 3,457,500

Ｉ地区連合自治会 9月 小学校体育館 敬老式典及び長寿を祝う催物を行う 290 1,334 21.7% 3,329,880

Ｊ学区自治会連合会 10月 小学校体育館 昼食会を兼ねた敬老式典を行った 152 1,270 12.0% 3,175,000

Ｋ地区連合自治会 9月 生涯学習交流館 敬老式典及び演芸会 293 1,256 23.3% 3,140,000

Ｌ地区連合自治会 9月 中学校体育館 式典及び演芸会 402 1,254 32.1% 3,135,000

Ｍ学区自治会連合会 9月 老人福祉センター 昼食会を兼ねた敬老式典を行った 360 1,259 28.6% 3,026,553

Ｎ学区自治会連合会 9月 小学校 昼食会を兼ねた敬老式典を行った 213 1,214 17.5% 2,998,199

Ｏ地区連合自治会 9月 各自治会にて 敬老式典を行った 350 1,192 29.4% 2,980,000

Ｐ自治会連合会 9月 老人福祉ｾﾝﾀｰ 昼食会を兼ねた敬老式典を行った 160 1,168 13.7% 2,920,000

Ｑ学区自治会連合会 9月 小学校体育館
敬老式典及び、小学校児童並びに幼稚園児によ
るアトラクションを行った

127 1,167 10.9% 2,917,500

Ｒ地区連合自治会 9月 小学校 式典及び踊り、歌等 240 1,149 20.9% 2,872,500

Ｓ学区自治会連合会 9月 老人福祉センター 昼食会を兼ねた敬老式典を行った 281 1,146 24.5% 2,865,000

Ｔ地区連合自治会 9月 小学校体育館 昼食会を兼ねた敬老式典を行った 400 1,099 36.4% 2,747,500

Ｕ自治会連合会 9月 小学校体育館 敬老祝賀会とステージプログラム等 260 1,097 23.7% 2,742,500

Ｖ地区連合自治会 9月 小学校体育館 地域を挙げた敬老事業を行った ※1 1,076 ※1 2,690,000

Ｗ学区自治会連合会 9月 生涯学習センター 昼食会を兼ねた敬老式典を行った 191 988 19.3% 2,470,000

Ｘ地区自治会連合会 9月 老人福祉センター 昼食会を兼ねた敬老式典を行った 194 984 19.7% 2,460,000

Ｙ地区連合自治会 9月 小学校体育館 敬老式典を行った 170 979 17.4% 2,447,500

Ｚ学区自治会連合会 9月 老人福祉センター 昼食会を兼ねた敬老式典を行った 261 974 26.8% 2,435,000

ＡＡ学区自治会連合会 9月 小学校体育館 敬老式典及び演芸会 180 1,084 16.6% 2,405,545

ＢＢ学区自治会連合会 9月 生涯学習センター 昼食会を兼ねた敬老式典を行った 200 958 20.9% 2,395,000

ＣＣ学区自治会連合会 9月 小学校体育館 昼食会を兼ねた敬老式典を行った 356 934 38.1% 2,335,000

ＤＤ学区自治会連合会 9月 料理店 昼食会を兼ねた敬老式典を行った 99 927 10.7% 2,317,500

ＥＥ学区自治会連合会 9月 老人福祉センター 昼食会を兼ねた敬老式典を行った 188 888 21.2% 2,220,000

ＦＦ地区連合自治会 9月 小学校体育館 敬老式典とアトラクションを行った 227 876 25.9% 2,190,000

ＧＧ自治会連合会 9月 老人福祉ｾﾝﾀｰ 昼食会を兼ねた敬老式典を行った 168 857 19.6% 2,142,500

ＨＨ地区連合自治会 9月 ホテル 式典及びお楽しみ演芸大会 217 779 27.9% 1,947,500

ＩＩ学区自治会連合会 9月 料理店 敬老祝賀式典、食事会、演芸会を行った 155 772 20.1% 1,930,000

ＪＪ学区自治会連合会 9月 小学校体育館 昼食会を兼ねた敬老式典を行った 150 726 20.7% 1,815,000

ＫＫ学区自治会連合会 9月 小学校体育館 昼食会を兼ねた敬老式典を行った 183 703 26.0% 1,757,500

ＬＬ地区連合自治会 9月 中学校体育館 式典及び演芸 164 690 23.8% 1,725,000

ＭＭ自治会連合会 9月 公民館 幼稚園児、小学校児童、有志による交流 219 662 33.1% 1,645,872

ＮＮ学区自治会連合会 9月 老人福祉センター 昼食会を兼ねた敬老式典を行った 165 658 25.1% 1,645,000

ＯＯ学区自治会連合会 9月 生涯学習センター 昼食会を兼ねた敬老式典を行った 235 624 37.7% 1,560,000

ＰＰ学区自治会連合会 9月 生涯学習センター 昼食会を兼ねた敬老式典を行った 148 644 23.0% 1,531,189

ＱＱ地区自治会連合会 10月 体育館 昼食会を兼ねた敬老式典を行った 192 582 33.0% 1,455,000

ＲＲ地区連合自治会 9月 中学校体育館 敬老式典と演芸会 135 547 24.7% 1,367,500

ＳＳ学区自治会連合会 9月 交流センター 昼食会を兼ねた敬老式典を行った 106 533 19.9% 1,332,500

ＴＴ地区自治会連合会 9月 ホテル 昼食会を兼ねた敬老式典を行った 166 453 36.6% 1,132,500

ＵＵ学区町内会 9月 小学校体育館 昼食会を兼ねた敬老式典を行った 172 449 38.3% 1,122,500

ＶＶ学区自治会連合会 9月 交流センター 昼食会を兼ねた敬老式典を行った 170 439 38.7% 1,097,500

ＷＷ学区自治会連合会 9月 小学校体育館 昼食会を兼ねた敬老式典を行った 143 437 32.7% 1,092,500

ＸＸ地区自治会 9月 公民館 敬老式典、福引、懇談（カラオケ） 144 423 34.0% 1,057,500

ＹＹ学区自治会連合会 9月 生涯学習センター 昼食会を兼ねた敬老式典を行った 125 416 30.0% 1,040,000

※1　自治会から参加者数の報告がないため、未記載である。

※2　上記のデータは、高齢者福祉課提供資料をもとに、監査人が一部加工したものである。
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 上記の敬老行事一覧表から、各学区・地区の自治会及び町内会における敬老行事の主

な動向は、以下のとおりである。 

 

 ①敬老行事の実施場所は、小中学校の体育館、老人福祉センター、地域交流センター

など公的な施設を利用しているケースが多いといえる。一方、ホテルや料理店など

を利用しているところもある。 

 ②敬老行事の事業概要は、ほとんど昼食会を兼ねた敬老式典を行っているケースに当

てはまっている。 

 ③参加率は 10.7%～38.7%の範囲内に収まっているが、平均すると 24.5%（※1は除く）

となっている。 

 

なお、補助金額１百万円未満を含めた全体の実施状況を概括すると下記のとおりとな

る。 

①敬老行事の実施主体は自治会、町内会、老人福祉施設等も含めて全部で 315にも及

んでいる。 

②町内会を中心として、参加者数が 20 人未満の小規模な昼食会兼ねた敬老式典を開

催しているところも多く、実施の規模は各自治会及び町内会に任されていることか

ら、規模感はバラついている。ちなみに対象者数 17 人の自治会で参加者数４名の

昼食会を兼ねた敬老式典を開催しているところもある。 

③対象者数が少ない自治会及び町内会では、敬老式典を行わずに記念品のみを贈呈し

ているところも多い。 
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（エ）敬老行事への参加者と不参加者との比較 

 

平成 23 年度の敬老行事補助金に関する実績報告書及び収支決算書等を閲覧したとこ

ろ、参加者と不参加者が受け取る１人当たり受益金額で２倍以上の差が生じている自治

会及び町内会が以下のとおりみられた。 

 

学区・地区 参加者１人当た

り金額（Ａ） 

不参加者１人当

たり金額（Ｂ） 

差額 

（Ａ）－（Ｂ） 

倍率差異 

（Ａ）／（Ｂ） 

ＡＢ地区自治会

連合会 

3,369円 1,500 円 1,869 円 2.2 倍 

ＡＣ学区自治会

連合会 

3,749円 1,000 円 2,749 円 3.7 倍 

ＡＤ学区自治会

連合会 

3,582円 997 円 2,585 円 3.6 倍 

ＡＥ学区自治会

連合会 

4,192円 1,209 円 2,983 円 3.5 倍 

ＡＦ学区自治会

連合会 

4,396円 1,900 円 2,496 円 2.3 倍 

ＡＧ地区町内会 4,344円 1,959 円 2,385 円 2.2 倍 

（注）１．上記の記載事例は、サンプル調査の結果であり、２倍以上の差が生じている

全ての自治会及び町内会を記載しているわけではない。また、収支内訳明

細・領収書等に人数や単価の情報が記載されていないため、差額の状況を把

握できない自治会及び町内会はサンプル調査の対象から除いている。 

２．1 人当たり金額の算定は、交流費としての飲食代と記念品費としてのお土産

代をもとに算定している。 

 

 このように参加者と不参加者の間で受け取る１人当たり金額で差が生じている主な

要因は、参加者は、敬老式典での飲食代及び記念品としてのお土産代の両方が含まれて

いるが、不参加者は記念品としてのお土産代のみのケースが多いためであるといえる。 

 なお、学区・地区の対象者全員に同じお弁当を配り、参加・不参加の有無にかかわら

ず公平に対応している自治会もあったことを申し添えておく。 
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（オ）敬老行事の支出内容の把握 

 

「平成 23年度 敬老行事領収書」綴りを閲覧したところ、具体的な支出内容等の把

握が不十分ではないかと判断された自治会及び町内会を示すと、以下のとおりとなる。 

学区・地区 気付事項 

ＢＡ地区自治会連合会 

 

雑費（準備・現場諸経費）の領収書として、敬老式典が開催

された同じホテルの飲食代が添付されていたが、その飲食の目

的が不明である。 

ＢＣ地区連合自治会 

 

 交流費（食事、飲物、茶菓子等）の領収書として、料理店の

飲食代が添付されていたが、その飲食目的として敬老会反省会

と記載されていた。領収書には、市負担金額と自己負担金額が

明記されており、市の補助金負担の割合が約 84%であることが

わかる。また、参加人数や料理単価の情報は記載されていない

ため、不明である。 

ＢＤ地区自治会連合会 

他８自治会等 

 

交流費（食事、飲物、茶菓子等）及び記念品費（記念品等）

の領収書等にお弁当代やお品代といった支出目的がわかる記載

はあるものの、品名、人数、単価等といった情報がなく具体的

な支出の内訳が不明である。 

ＢＥ地区連合自治会 

 

交流費（食事、飲物、茶菓子等）の領収書として、料理店の

飲食代が添付されており、その飲食目的として喜寿代表者の懇

親会と記載されていたが、参加人数や料理単価の情報は記載さ

れていない。なお、記念品費（記念品等）の領収書には、購入

数量と単価の情報は記載されていた。 

（注）１．上記の記載事例は、サンプル調査の結果であり、全ての自治会及び町内会を

監査の対象とした結果ではない。 

 

上記の閲覧結果をまとめると、以下のとおりになる。 

①領収書等には、その支出目的（お弁当代、お品代等）は記載されているが、品名・

人数・単価等の記載がなく、具体的な支出の内訳まで把握されていない。 

②打上げや反省会といった本来であれば市の補助金対象とはならない支出まで、補助

金の対象となっている可能性がある。 

 

なお、領収書とは別に品名・人数・単価等の内訳明細を添付し、具体的な支出の内訳

が把握できる、又は領収書にそのような情報が記載されている自治会及び町内会もあっ

たことを申し添えておく。  
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【指摘事項①】 

 

補助金は、公益上必要があると認められた事業の促進・発展を図るために、対象とな

る団体や個人に対して市が交付するものである。したがって、対象となる団体や個人の

中で、受益者が特定の者に偏らず市民の間に不公平が生じないように、公平性が求めら

れると考えられる。 

敬老行事に関する補助対象事業は、所在地に住所を有するすべての年齢条件に該当す

る高齢者を対象に行われ、その補助金の額も対象高齢者の人数に 2,500円を乗じた金額

を限度として交付される。つまり、公平性の視点からみると、対象高齢者が受益する金

額は１人当たり 2,500円相当の金額が適正であるといえる。 

 

現状では、「（エ）敬老行事への参加者と不参加者との比較」で記載したとおり、参加

者と不参加者との間で受け取る１人当たり受益金額が、2.2 倍～3.7 倍の差が生じてい

る自治会及び町内会がみられた。参加者の１人当たりの受益金額が、2,500 円を超える

ことが可能となる要因として、不参加者が 2,500円未満の受益金額しか受け取っていな

いことがあげられる。言い換えれば、不参加者が受益していない金額相当を、参加者が

受益している状況にあるといえる。 

また、不参加者の数が多い自治会及び町内会ほど、参加者の受益する金額が高くなっ

てしまう状況が想定され、各自治会及び町内会に参加者を増やそうというインセンティ

ブが十分に働かない恐れがあるといえる。 

 

 繰り返しになるが、補助金の交付には公平性の視点も欠かせない。静岡市は、各自治

会及び町内会の参加者及び不参加者の１人当たり受益金額の差異の発生状況など実態

を調査のうえ、公平性に問題があるのかどうか検討を開始する必要がある。 

 

 

【指摘事項②】 

 

補助金は、地方公共団体が団体等の行う特定の事業に対し、その事業の実施に資する

ために、反対給付を求めることなく金銭的給付を行うものである。したがって、補助金

の目的外使用は原則として認められず、その特定された事業以外に補助金が使用されな

いように、市は十分な注意を払わなければならないと考える。補助金の使途の確認は、

静岡市にとって重要な事項であるといえ、この視点から、補助金等の事務の執行をテー

マとして平成 21年度の包括外部監査でも検討が行われている。 

下記に平成 21年度の包括外部監査報告書の中でも、「補助金等の使途のチェックは十

分に行われているか」の中で、次のように指摘している。 
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(８) まとめ･･･市監査委員からの指摘を再確認する必要がある【指摘事項】  

平成 19年 3月公表の「行政監査結果報告」では、市監査委員は補助団体等に対する

指導について、次のように指摘している。  

９ 監査の結果  

（６）交付団体等に対する指導は適切に行われているか 

 監査した 104事業のうち、補助金交付団体に対して適切な指導監督が不十分な事

業が多数見受けられた。補助金確定通知書の交付の際、提出された書類のみで確定し

ており、事業内容の確認を全く行っていなかった事例もみられた。補助金は、支出行

為、確認行為が終了すれば事務上の手続は完了するものであるが、随時、補助金の使

用状況を確認し、適切に指導を行う必要がある。 

（注）下線は包括外部監査人が付したものである。 

 （２）～（７）まで指摘した事項は、主として補助金等の使用状況に関する指摘事

項であるが、まさに市監査委員の指摘した事項に通じるものである。各補助金等の担当

者は、市監査委員の指摘を十分に踏まえて、補助金等の使用状況に関するチェックを実

効性のあるものとし、補助団体に対する指導･監督を適切に行うことができるように、

補助金等のチェックの仕組みそのものから改善していく必要があるものと考える。な

お、この指摘が３年前（平成 19年３月 16日）のものであることをもう一度確認してお

きたい。 

（「平成 21年度 包括外部監査の結果に関する報告書 補助金等の事務の執行につい

て」から抜粋） 

 

また、上記の指摘事項を受けて、静岡市は平成 22年９月３日に措置状況を、下記の

とおり公表している。 

 

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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今回の監査では、敬老行事助成について、「（オ）敬老行事の支出内容の把握」で記載

したとおり、補助金の使用状況に関するチェックが、不十分であると判断された事例が

散見された。静岡市は平成 21年度の包括外部監査での指摘を受けて、上記のとおり措

置状況を公表しているが、当該補助金については、その改善状況は不十分であると言わ

ざるを得ない。今後の対応として、補助金の使用状況に関するチェック体制を見直し、

具体的な改善策を検討する必要がある。 

 具体的な改善案として、例えば、各自治会及び町内会担当者、市担当者の中には、不

慣れな担当者がいることも想定されるので、市の方であらかじめ理解しやすいように工

夫した収支内訳明細書の標準様式を準備し、敬老行事補助金実績報告書とともに提出を

義務付けることも考えられる。また、現在、提出が義務付けられている収支決算書の様

式では、支出について補助対象経費と補助対象外経費とが分かれておらず、補助金の使

途が分かりづらい様式となっているので、この様式の改善も併せて実施する必要がある

と考える。 

 

 

【意見】 

 

 静岡市の敬老行事への参加状況は、「（ア）当初予算額と事業費実績の推移」で記載し

たとおり、高齢者数の増加に伴い補助金対象者数は増加傾向にあるものの、敬老行事へ

の参加者数及び参加率は減少傾向にある。これは、敬老行事自体が高齢者にとって魅力

的なものではなく、敬老行事が高齢者の効用に資するような運営がされていない可能性

を示唆している。 

 

静岡市は敬老行事について補助金として交付を行っていることから、敬老事業が適切

に運営されているかどうかについて、指導監督する責務を負っている。敬老行事補助金

を交付する目的は、敬老の意を表する行事を行うことを促し、もって高齢者の生きがい

を創出することにある。高齢者の生きがいに資するような敬老行事であれば、一般的に

高齢者の満足度は高まっていくものと考えられる。満足度が高まれば行事に参加するイ

ンセンティブも通常は高まっていくと考えられ、結果として、当該行事に対する参加率

は増加すると推察される。 

  

 静岡市では、敬老事業補助金の効果の測定指標として参加率を用いていない。まずは、

参加率を敬老行事補助金の効果の測定指標として定めて、参加率の向上に向けた取り組

みを始める必要がある。参加率を効果の測定指標とすることにより、静岡市としては敬

老行事に係るＰＤＣＡサイクルを管理することが可能になると考えられる。例えば、参

加率を利用することにより、各自治会及び町内会の参加率を把握し、ある自治会におけ
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る参加率はなぜ高いのか、また、ある自治会における参加率はなぜ低いのか原因分析を

行い、その結果について各自治会及び町内会にフィードバックするという改善活動を実

施することが可能となる。すなわち、参加率という測定指標は静岡市にとって敬老行事

におけるＰＤＣＡサイクルをまわすための管理運用ツールとして利用ができると考え

られる。 

 

 

【指摘事項③】 

 

これまでの指摘事項をここで一度整理してみたい。 

 

①【指摘事項①】では、公平性に問題があるのかどうか検討を開始する必要性につ

いて述べている。 

  ②【指摘事項②】では、補助金の使用状況に関するチェック体制の見直しの必要性

について述べている。一方、「（ウ）敬老行事の実施状況」で記載したとおり、補

助金を交付している実施主体は全部で 315 にも及び、小規模な自治会及び町内会

が多数存在していることを考えると、チェック体制の強化の実現はなかなか大変

な作業になることが予想される。 

 ③【意見】では、敬老行事への参加者数及び参加率は年々減少傾向にあり、この状

況を改善するため、効果の測定指標として参加率を用いて、参加率の向上に向け

た取り組みを始める必要性について述べた。一方、現行の補助金の交付要綱を前

提にすると、敬老行事の実施規模や実施内容等は、原則、各自治会及び町内会に

任されており、その総数も 315にも及んでいることから参加率向上の実現もなか

なか困難な状況が予想される。 

 

①～③を整理すると、指摘事項及び意見で述べた改善要望を実現するためには、現

行の敬老行事の実施主体及び実施内容等の見直しが必要になってくるものと考える。 

 

また、静岡市の敬老行事の補助金の金額は、「（イ）対象者数と事業費の推計」で記載

したとおり、今後、平成 28年度にかけて着実に増加することが予想されている。一方、

静岡市の財政状況は周知のとおり、年々厳しくなってきている。つまり、財政状況が厳

しい中、現行の補助金の交付要綱を前提にすると、補助金の金額を増やしていかざるを

得ないのである。 

以上の議論から、現行の補助金の交付要綱をそろそろ見直す時期にきているのではな

いかと考える。 
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敬老行事補助金交付要綱の根拠法となっている老人福祉法第５条を再確認の意味で

下記に記載する。 

第五条  国民の間に広く老人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、老人

に対し自らの生活の向上に努める意欲を促すため、老人の日及び老人週間を設ける。  

２  老人の日は九月十五日とし、老人週間は同日から同月二十一日までとする。  

３  国は、老人の日においてその趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めるもの

とし、国及び地方公共団体は、老人週間において老人の団体その他の者によつ

てその趣旨にふさわしい行事が実施されるよう奨励しなければならない。 

 

老人福祉法で規定する趣旨は、市民の間に広く老人の福祉についての関心と理解を深

めるとともに、老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促すのにふさわしい敬老行

事を実施することであるといえる。 

 

老人福祉法に規定する趣旨に立ち返り、敬老行事のあり方について、見直しをする必

要があるのではないだろうか。参加者からは、もっと心のこもった敬老行事の開催を望

む声があるとも聞く。参加率の減少要因のひとつではないかと考えられる。敬老行事を

もっと魅力あるものにするために、幅広く市民の声を取り入れながら、敬老行事の実施

主体及び実施内容等を含めた検討を開始する必要がある。 
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（２）単位老人クラブ補助金事業 

 

【概要】 

 

（ア）事業の内容 

  

静岡市は、「静岡市単位老人クラブ補助金交付要綱」に基づき、高齢者の生きがいの

創出及び健康づくりを促進することにより、明るい長寿社会の実現と保健福祉の向上に

資するため、市内で活動する単位老人クラブに対して補助金を交付している。 

 交付の対象となる事業は、単位老人クラブが会員相互の親睦交流及び高齢者の福祉の

増進を目的として実施する事業である。補助金の額は、1,200円に補助金の交付を受け

ようとする年度の４月１日現在の当該単位老人クラブの会員の数を乗じて得た額（その

額が 96,000 円を超える時は 96,000 円）となっている。 

 

ア．単位老人クラブ加入者数増加への取り組み 

 

【現状】 

 

（ア）単位老人クラブ補助金事業費の推移 

 

 
 

※： 平成 21年度までは、クラブ会員数による月額単価（50人以上：4,800円、40

人～49人：4,000 円、30人～39人：2,000 円、29人以下：1,000 円）により

交付していたが、平成 22年度以降は 1,200 円にクラブ会員数を乗じて計算し

た金額により交付している。 

 

 過去５年間における当初予算額と事業費実績の推移は、ほぼ横ばいの状況にあること

がわかる。 

（単位：円、人）
平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

当初予算額 31,095,000 31,524,000 28,920,000 31,192,000 31,120,000

事業費実績 28,406,400 29,825,600 26,812,800 29,672,400 28,598,400

(出典：予算事項別明細書）
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（イ）平成 23年度末における単位老人クラブ数の状況 

 

 （単位：区、人）

 

 （出典：各事業年度の補助金実績報告書関係資料） 

 

老人クラブの規模として、30人以上 80 人未満のクラブ数が大半を占めていることが

わかる。また、老人クラブの会員の過半数は、清水区に所属していることもわかる。 

 

 

（ウ）独居老人数の推移 

（単位：人、％） 

 

 

 独居老人は高齢者人口の増加に伴い年々増加傾向にある。近年では独居老人の地域コ

ミュニティからの孤立や孤独死が社会問題となっている。老人クラブの目的は高齢者の

生きがいの創出であり、地域コミュニティとのつながりを育むことにある。独居老人対

策として老人クラブ等の地域コミュニティへの参加を促進していくことが、今後重要な

課題になっていくと思われる。 

 

学地区数 ２９人以下 ３０人以上 ８０人以上
単位老人
クラブ数

総会員数

葵区 24 11 83 3 97 4,703

駿河区 17 10 112 1 123 5,642

清水区 21 9 264 5 278 13,402

外国人 3 3 160

計 62 30 462 9 501 23,907

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

60歳以上人口 205,796 213,859 224,310 231,143 236,215

独居老人数 17,384 18,083 19,248 19,863 20,482

60歳以上に占める
独居老人割合

8.4% 8.5% 8.6% 8.6% 8.7%

(出典：予算事項別明細書・静岡市の福祉）
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（エ）老人クラブ数・会員数・加入率の推移 

 

 老人クラブ数、会員数、加入率の推移は以下のとおりである。 

 

     (出典：予算事項別明細書・静岡市の福祉） 

 

 
（出典：予算事項別明細書・静岡市の福祉） 
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老人クラブ数の推移（単位：数）
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 上記のグラフより、老人クラブについては年々その数が減少していることがみてとれ

る。60 歳以上人口は増加しているにもかかわらず、老人クラブ会員数は減少傾向にあ

り、結果として老人クラブへの加入率は年々減少傾向にある。 

 静岡市では老人クラブの延参加人数や延べ開催回数等を集計している。しかしながら、

延参加人数や延べ開催回数等について、目標値等は設けておらず状況を把握するに留め

ている。これは、高齢者の生きがいに関する考え方の多様性と老人クラブへの参加につ

いては自由意志であることを尊重していることから、「加入率の良し悪しが地域貢献と

相関があると一概に言えない」という考え方に基づいている。 

 

（オ）静岡市高齢者保健福祉計画における位置付け 

 

「静岡市高齢者保健福祉計画 2012 年度（平成 24年度）～2014年度（平成 26年度）」

によれば、基本目標のひとつに高齢者が生きがいを持ち生き生きと活躍できる社会の実

現を掲げている。この基本目標を達成するための施策として、老人クラブ活動支援をあ

げており、その記載内容は以下のとおりである。 

 

■老人クラブ活動支援 

 

高齢者の生きがいと健康づくり、活発な社会参加の拠点として、地域の高齢者によっ

て組織されている単位老人クラブの活動を支援します。 

 また、静岡市の単位老人クラブをとりまとめている静岡市老人クラブ連合会の事業、

運営を助成します。 

実 績  ※（ ）内は見込み 

 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 

対象者数 実績 224,310人 231,143人 （236,215 人） 

加入者数 実績 26,289 人 24,894 人 （23,907人） 

加入率 実績 11.7% 10.8% （10.1%） 

 

○現状・課題 

 カルチャークラブ、趣味のサークルなど、地域をはなれて気の合う仲間と過ごせる場

が増えていることから、老人クラブの加入率は年々下がっていますし、新しい会員の獲

得に苦慮しています。 

 老人クラブの会員年齢の高齢化が進む中で、役員のなり手がないことから、老人クラ

ブ数も減少しています。 
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計 画 

 平成 24年度 平成 25年度 平成 26 年度 

対象者数 計画 240,000人 244,000人 248,000人 

加入者数 計画 26,000 人 26,000 人 26,000 人 

加入率 計画 10.8% 10.7% 10.5% 

 

○事業の方向性 

 身近な地域で顔を合わせ、声をかけあい、困ったときにはお互い助け合う仲間がいる

ことは、災害時のみならず、高齢者の孤立を防ぐために大切なことです。 

 老人クラブの活動が気軽に参加できる地域交流の拠点となり、これらの役割を担い、

生きがい活動のシンボルとして、多くの会員の加入を目指すとともに、その仲間の輪が、

地域の絆を深めるきっかけとなるよう支援を継続していきます。 

（「静岡市高齢者保健福祉計画 2012 年度（平成 24年度）～2014 年度（平成 26年度）」

より抜粋） 

 

計画上、老人クラブへの加入者数を 26,000 人に増やすことを目標として掲げている

ものの、加入者を増やす具体的な施策を実施するに至っていない。また、年に一度、老

人クラブから会員名簿を入手しており、その会員名簿をみれば新規会員なのか、継続会

員なのかは分かるようになっているが、単位老人クラブごとの新規加入会員数及び退会

会員数の動向、会員数の年齢別構成などの情報をもとに現状を分析し、会員者数が減少

している原因を特定するまでには至っていない。 
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【指摘事項】 

 

静岡市の老人クラブの現状は、「（エ）老人クラブ数・会員数・加入率の推移」で記載

したとおり、会員数及び加入率は年々減少傾向にあり、静岡市の目標である加入者数

26,000人を達成することは困難な状況にあると言わざるを得ない。この背景としては、

今日の高齢者の考え方が多様性しており、老人クラブに参加すること以外に生きがいを

持っている高齢者の方々が増えていることも一因であると考えられる。 

一方、「（ウ）独居老人数の推移」で記載したとおり、高齢者の孤立を防ぐため、老人

クラブ等の地域コミュニティへの参加を促進していくことは、今後重要な課題となって

くると思われる。 

 

静岡市は、老人クラブの加入者数 26,000人を目標として掲げている以上、その達成

に向けての具体的な施策を検討し、実行する必要がある。そのためには、まずは単位老

人クラブごとの新規加入会員数及び退会会員数の動向、会員数の年齢別構成の状況、独

居老人の加入状況、退会会員へのアンケート調査などの情報をもとに現状を分析し、何

が問題なのかを把握することから始める必要があると考える。 
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（３）二次予防事業対象者把握事業 

 

【概要】 

 

（ア）事業の内容 

 

二次予防とは要介護状態等となるおそれの高い状態にあると認められる高齢者を早

期に発見し、早期に対応することをいう。二次予防事業は、厚生労働省発の「地域支援

事業の実施について」に基づき実施される地域支援事業の中の一つであり、主として要

介護状態等となるおそれの高い状態にあると認められる 65 歳以上の者を対象として実

施することを基本とし、二次予防事業の対象者が要介護状態等となることを予防するこ

とを通じて、一人ひとりの生きがいや自己実現のための取組を支援し、活動的で生きが

いのある生活や人生を送ることができるように支援することを目的とした事業である。 

二次予防事業対象者把握事業は、二次予防事業の対象者を決定することを目的として

実施している。 

 

（イ）二次予防事業対象者把握事業費の推移 

 

※１： 平成 19年度は健康づくり推進課が事業を実施していた。 

※２： 平成 20年度から高齢者福祉課で二次予防事業の対象者把握事業を実

施することになり、基本チェックリストの送付、介護予防健診を実施

している。 

※３： 介護予防健診に要する費用を実績に見合う予算とし、また、基本チェ

ックリストの返送を、全員返送から自己判定により二次予防事業の対

象者に該当しなかった場合には、基本チェックリストの返送を不要と

したため、前事業年度より予算・事業費は減少している。 

（単位：円）
平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

当初予算額 9,323,000 158,243,000 68,608,000 61,428,000 33,796,000

事業費実績 5,249,640 68,484,664 67,751,479 43,673,831 24,350,343

備考 ※１ ※２ ※３ ※４ ※５

(出典：19、20年度：予算書、静岡市の福祉、21～23年度：財務会計の歳出予算一覧）
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※４： 地域支援事業実施要綱（平成 22 年８月６日付 厚生労働省老健局通

知）の改正があり、介護予防健診受診勧奨の通知を中止したため前事

業年度より予算・事業費は減少している。 

※５： 平成 22年８月に「地域支援事業実施要綱」が改正されたことに伴い、

介護予防健診を実施しないことにしたため、前事業年度より予算・事

業費は減少している。 

 

（ウ）二次予防事業対象者把握事業の実績 

 

（出典：※４） 

 

※１： 基本チェックリストの返送を、全員返送から、自己判定により二次予

防事業の対象者に該当しなかった場合には、基本チェックリストの返

送を不要としたため、前事業年度より減少している。 

※２： 介護予防健診にて、二次予防事業の対象者を決定することとしていた

が、平成 22年８月の地域支援事業実施要綱改正後、「機能低下なし」

の判定の人の中でも、基本チェックリストにて該当する者は、二次予

防事業の対象者決定者数として計上したため、前事業年度より増加し

ている。 

（単位：人）

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

①対象者数（65歳以上人口）   171,246 170,661 174,708 175,592

②基本チェックリスト送付件数  139,520 145,998 148,913 148,888

③基本チェックリスト返送件数 113,265 （※1）56,246 56,204 51,338

④返送率（%）（③／②）                     81.2% （※1） 38.5% 37.7% 34.5%

⑤二次予防事業候補者数
（受診券該当者）

32,213 18,618 15,745

⑥二次予防事業対象者決定者数 1,132 1,173 （※2）1,633 （※3）15,328

⑦対象者決定割合（%）（⑥／②）
 0.8% 0.8% （※2） 1.1% 10.3%
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※３： 平成 22年８月の地域支援事業実施要綱改正後、介護予防健診を実施し

ないことになり、基本チェックリストのみの判定で二次予防事業対象

者として決定したため増加している。 

※４： 対象者数については、各年 3月 31日現在の「静岡市の統計」をその他

の情報に関しては、「静岡市の福祉」より引用した。 

 

ア．チェックリスト未回収者への対応 

 

【現状】 

 

 過去の未回収者の推移は以下のとおりである。 

 

 

（出典：※３） 

 

※１： 平成 20年度は基本チェックリスト発送者に対して、全数返送を求めて

いたが、多数となった返送者の処理に追われ、未回収者への接触は人

的・時間的制約からできなかった。 

※２： 平成 21年度以降は基本チェックリストに対して自己チェックを実施

させ、自己判定で二次予防事業の対象者に該当しなかった場合には返

送不要としたため、未回収者自体の把握ができなかった。なぜなら、

上記の表におけるチェックリスト未回収者数の中には、自己チェック

により心身の状態に問題がなかった者も含まれているからである。 

※３： 「静岡市の福祉」を参照し、基本チェックリストの送付数から返送数

を引いた数として算出した。 

 

平成 23年度時点では、未回収者への電話・個別訪問等は実施していなかった。 

また、基本チェックリストの回収方法が、自己チェックを実施し、自己判定で二次予

防事業対象者に該当しなかった場合には返送不要としたため、平成 21 年度から平成 23

年度にかけては、未回収者の生活機能低下が見受けられない者なのか、心身の状態に問

題があり返送ができなかった者なのかの区別をすることができない状況であった。 

（未回収者への対応状況）
（単位：人）

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

チェックリスト未回収者数 （※1）26,255 （※2）89,752 （※2）92,709 （※2）97,550
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【指摘事項】 

 

「地域支援事業実施要綱」の「（ア）二次予防事業の対象者把握事業①（a）基本チェ

ックリストの配付・回収」の項において、「基本チェックリスト未回収者の中には、閉

じこもり、うつ、認知症等により日常の生活動作が困難なものが含まれる可能性がある

ことから、できる限り電話・個別訪問等を行い、支援が必要なものの早期発見・早期対

応に努めること」と記述されている。すなわち、要綱上は未回収者について、その心身

の状態を把握することに努めることを求めている。 

対象者の適切な把握という観点からは、むしろ閉じこもり、うつ、認知症等を理由と

し、チェックリストへの回答ができなかった未回収者の中にこそ、二次予防事業の対象

者が存在する可能性が高いと考えられる。また、未回収者の中には、独居老人等が多数

含まれ、基本チェックリストへの回答が困難な者が潜在的に存在することが予想される。

そのような者の中には真に介護を必要とする者が存在する可能性は否定できない。二次

予防事業対象者把握事業の趣旨からすると、未回収者の心身の状態を把握することに努

める必要があると考える。 

このように二次予防事業対象者把握事業の目的は、二次予防事業対象者を適切に把握

することにあるが、【現状】で記載したとおり、未回収者の状況を把握するための対応

がとられていない。未回収者の中に潜在的な二次予防事業の対象者が存在する可能性は

高いと考えられ、未回収者の実態調査をすることは極めて重要である。未回収者への電

話・個別訪問等を実施し、未回収者の実態を把握する必要がある。 

 

具体的には、以下のような取り組みが考えられるので参考にされたい。 

 

①他の調査・訪問との連携 

高齢者の訪問等については、現在、高齢者実態把握調査や民生委員による高齢者の訪

問等も別途行われている。これら他の調査・訪問と連携することにより、効率的に未回

収者フォローを実施できる可能性があることから、他の調査・訪問との連携についても

検討する必要がある。 

 

 ②基本チェックリストの回収方法の改善 

未回収者の状況を把握する上で基本チェックリストの回収方法にも問題があった。平

成 23 年度までは、回収方法を任意の返送としている。未回収者であるという状態を適

切に把握するため、原則として全件を返送する方式への変更を検討する必要がある。た

だし、回収方法については、すでに平成 24年度からは発送先を 70 歳代、かつ、偶数の

年齢の者を対象とし全件を返送させる方式に変更し、返送がない場合には郵送による返

送の勧奨通知を発送するなど改善されている。  
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（４）地域包括支援センター事業 

 

【概要】 

 

（ア）事業の概要 

  

地域包括支援センターは、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要

な援助を行うことにより、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援す

ることを目的として、包括的支援事業等を地域において一体的に実施する役割を担う中

核的機関として設置されるものである。 

 センターは、市町村が設置できることとされている。また、介護保険法 115 条の 46

第１項に規定する包括的支援事業の実施の委託を受けた者も包括的支援事業等を実施

するためにセンターを設置できることとされている。センターを市町村が設置する場合

と包括的支援事業の実施の委託を市町村から受けた者が設置する場合のいずれの場合

においても、市町村は、その設置の責任主体として、センターの運営について適切に関

与しなければならないとされている。 

 センターで実施する事業内容は①包括的支援事業、②指定介護予防支援、③その他の

事業に大別される。 

 

 ①包括的支援事業は地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援する

ため、a．介護予防ケアマネジメント業務、b．総合相談支援業務、c．権利擁護業

務、d．包括的・継続的ケアマネジメント支援業務の４つの業務を地域において一

体的に実施している。a．介護予防ケアマネジメント業務は、二次予防事業対象者

が要介護状態等になることを予防するため、その心身の状況等に応じて、対象者自

らの選択に基づき、介護予防事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に実施さ

れるよう必要な援助を行うものである。b．総合相談支援業務は、地域の高齢者が、

住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるよう、ど

のような支援が必要かを把握し、地域における適切な保健・医療・福祉サービス、

機関又は制度の利用につなげる等の支援を行うものである。c．権利擁護業務は、

地域の住民や民生委員、介護支援専門員などの支援だけでは十分に問題が解決でき

ない、適切なサービス等につながる方法が見つからない等の困難な状況にある高齢

者が、地域において、安心して尊厳のある生活を行うことができるよう、専門的・

継続的な視点からの支援を行うものである。d．包括的・継続的ケアマネジメント

支援業務は、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、介護支援

専門員、主治医、地域の関係機関等の連携、在宅と施設の連携など、地域において

多職種相互の協働等により連携するとともに、介護予防ケアマネジメント、指定介
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護予防支援及び介護給付におけるケアマネジメントとの相互の連携を図ることに

より、個々の高齢者の状況や変化に応じた包括的・継続的なケアマネジメントを実

現するため、地域における連携・協働の体制づくりや個々の介護支援専門員に対す

る支援等を行うものである。 

 

 ②指定介護予防支援は、介護保険における予防給付の対象となる要支援者が介護予防

サービス等の適切な利用等を行うことができるよう、その心身の状況、その置かれ

ている環境等を勘案し、介護予防サービス計画を作成するとともに、当該介護予防

サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう、介護予防

サービス事業者等の関係機関との連絡調整などを行うものである。 
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（イ）静岡市における設置状況及び実績 

 

静岡市では、高齢者の総合相談、権利擁護、介護予防マネジメント、包括的・継続的

なケアマネジメントの支援を行うための地域包括支援センターの運営を委託し、またそ

の円滑かつ適正な運営を図るため地域包括支援センター運営協議会を設置している。委

託法人先は以下のとおりである。 

 

区 名称※ 委託法人名 住    所 主な対象区域 

葵 

区 

城西 社会福祉法人静岡厚生会 葵区柳町 193-1 
番町、安西、青葉、駒形、 

新通、田町 

城東 
社会福祉法人 

静岡市社会福祉協議会 
葵区安東二丁目 13-1 伝馬町、城内、横内、安東 

麻 機 

千代田 
社会福祉法人駿府葵会 葵区千代田六丁目 19-15 麻機、竜南、千代田、城北 

長尾川 社会福祉法人天心会 
葵区長尾 89-1 

(竜爪園内) 

千代田東、北沼上、西奈南、 

西奈 

美和 社会福祉法人楽寿会 
葵区与左衛門新田 74-6 

(楽寿の園内) 

足久保、美和、安倍口、井宮、 

井宮北 

賤機 社会福祉法人楽寿会 葵区昭府二丁目 7-17 
梅ヶ島、大河内、玉川、松野、 

賤機北、賤機中、賤機南 

井川 
社会福祉法人 

静岡市社会福祉協議会 

葵区井川 1133-2 

(静岡市井川高齢者生活福祉センター

内) 

※窓口機能のみ 

井川 

服織 社会福祉法人駿河会 
葵区羽鳥六丁目 4-3 

スニップビル 1階 
服織西、南藁科、服織 

藁科 社会福祉法人駿河会 
葵区富沢 1542-46 

(ラポーレ駿河内) 

中藁科小布杉分校、峰山、 

水見色、大川、清沢、中藁科 

駿 

河 

区 

小鹿 

豊田 
社会福祉法人恩賜財団 

済生会支部静岡県済生会 
駿河区小鹿一丁目 1-24(小鹿苑内) 東源台、東豊田、西豊田 

八幡山 
株式会社 

スタッフ・アクタガワ 
駿河区有東二丁目 12-10 森下、富士見 

大谷 

久能 
社会福祉法人駿府葵会 駿河区根古屋 289-1(久能の里内) 大谷、久能 
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区 名称※ 委託法人名 住    所 主な対象区域 

大里 

中島 
社会福祉法人 

静岡市社会福祉協議会 

駿河区中野新田 349-1 

(エン・フレンテ内) 
大里西、中島 

大里 

高松 
社会福祉法人天竜厚生会 駿河区登呂五丁目 9-22 中田、大里東、宮竹、南部 

長田 社会福祉法人静和会 駿河区みずほ二丁目 12-7 
長田北、長田西、長田東、 

長田南、川原 

清 

水 

区 

港北 
社会福祉法人 

静岡市社会福祉協議会 

清水区本郷町 5-8 

（セブンスターマンション 1階）  
辻、江尻、袖師 

興津川 社会福祉法人清承会 清水区承元寺町 1341 (白扇閣内) 興津、小島 

両河内 社会福祉法人花園会 清水区中河内 2717(レジデンス花内) 両河内 

港南 社会福祉法人清雲会 清水区万世町一丁目 1-30(巴の園内) 入江、浜田、岡、船越、清水 

高部 社会福祉法人清水福祉会 清水区柏尾 387-2 (柏尾の里内) 高部 

飯田 

庵原 
セントケア中部株式会社 清水区石川本町 5-7 飯田、庵原 

松原 社会福祉法人静清会 清水区折戸五丁目 16-3 不ニ見、駒越、折戸、三保 

有度 社会福祉法人恵和会 清水区長崎新田 311  (有度の里内) 有度 

 

 

蒲原 

由比 

 

 

社会福祉法人 

静岡市社会福祉協議会 

清水区蒲原 721-4 

(白銀すこやかセンター内） 
蒲原 

（由比支所） 

清水区由比北田 450 
由比 

（出典：静岡市の福祉（平成 24年度版）） 

 

※地域包括支援センター名称は、『静岡市○○区○○地域包括支援センター』になる。 
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平成 23年度実績（平成 24年３月 31日現在） 

相談延べ件数 相談者数 
介護支援専門員への 

個別支援 

介護予防 

プラン作成者数 

運営協議会の 

開催 

45,645件 実 16,376人 1,190人 1,248回 4,807人 12回 

平成 23年度事業費 589,927,188円 

（出典：高齢者福祉課提供資料） 
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（ウ）地域包括支援センター事業費の推移 

 

  

（単位：千円）

名称

予算 実績 予算 実績 予算 実績 予算 実績 予算 実績

城西 25,300 25,300 31,000 30,600 31,180 31,032 38,000 35,832 39,497 37,640

城東井川 25,700 25,700 35,100 35,100 27,880 29,640 38,650 38,819 40,300 40,300

麻機
千代田

22,500 22,500 24,200 28,875 29,550 29,550 34,300 34,300 34,000 34,000

長尾川 20,300 20,300 23,000 23,000 22,320 22,320 27,400 27,800 28,200 28,200

美和 20,300 20,300 23,000 18,200 18,320 18,190 25,450 25,900 28,700 28,700

賤機 17,700 17,700 19,921 19,921 20,011 20,011 19,921 19,624 19,921 17,371

服織 18,100 18,100 19,275 19,275 19,390 19,390 18,500 18,967 19,300 19,300

藁科 15,500 15,500 13,298 13,298 13,358 13,358 13,298 13,298 13,298 13,298

小鹿豊田 20,400 20,400 23,000 23,000 23,120 23,120 23,000 23,000 28,700 28,325

八幡山 17,200 17,200 17,650 18,175 18,790 18,790 18,700 18,403 18,700 18,700

大谷久能 15,200 15,200 13,300 13,300 13,360 13,360 13,300 13,300 12,500 12,500

大里中島 19,200 19,200 22,400 22,400 22,544 22,520 22,400 22,400 23,000 23,693

大里高松 20,400 20,400 24,100 24,100 24,320 24,320 25,000 29,083 29,400 29,400

長田 25,300 25,300 33,360 34,085 34,680 34,680 38,118 37,504 44,600 41,498

港北 19,200 19,200 23,000 23,000 23,920 22,613 23,800 23,800 23,800 23,800

興津川 17,200 17,200 18,100 18,100 18,190 16,540 17,800 18,075 18,100 18,100

両河内 14,800 14,800 13,000 13,000 13,060 13,060 13,000 13,000 13,000 13,000

港南 25,300 25,300 28,700 28,700 34,080 32,740 38,000 37,102 38,000 38,000

高部 16,000 16,000 18,100 18,100 18,190 18,190 18,100 18,100 18,100 18,100

飯田庵原 20,100 20,100 21,375 20,825 23,720 23,720 23,600 27,433 29,300 23,741

松原 21,100 21,100 27,900 27,900 28,850 28,850 28,200 28,200 28,200 28,200

有度 20,100 20,100 23,000 22,888 23,120 23,120 27,180 27,180 27,180 27,180

蒲原由比 16,200 16,200 18,100 18,100 30,230 30,230 30,080 30,080 28,100 25,125

453,100 453,100 513,879 513,942 532,183 529,344 575,797 581,200 603,896 588,171

(出典：地域包括支援センター事業契約書・変更契約書・協議書）
（注）上記の表に記載している事業費は、地域包括支援センターへの委託費のみを集計している。

葵
　
区

駿
　
河
　
区

清
　
水
　
区

合計

区
平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
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ア．センターの職員の配置状況 

 

【現状】 

 

 センターには、包括的支援事業を適切に実施するため、原則として①保健師または保

健師に準ずる者、②社会福祉士または社会福祉士に準ずる者、③主任介護支援専門員ま

たは主任介護支援専門員に準ずる者を置くこととされている。 

 また、センターの行う業務に従事する職員として、担当する区域における第一号被保

険者の数がおおむね 3,000 人以上 6,000人未満ごとに置くべき員数は、保健師、社会福

祉士及び主任介護支援専門員（これらに準ずる者を含む。）それぞれ各１人とされてい

る。ただし、次に掲げる場合には、センターの担当する区域における第一号被保険者の

数に応じ、以下の表のとおりとすることができる。 

 

① 第一号被保険者の数が概ね 3,000人未満の市町村に設置する場合 

② 市町村合併があった市町村または一部事務組合もしくは広域連合で、原則の基準で

はセンターの運営に支障があると運営協議会において認められた場合 

③ 人口規模に関わらず、地理的条件その他の事情を勘案して、特定の生活圏域に一の

センターの設置が必要であると運営協議会において認められた場合 

 

第一号被保険者の数 配置すべき人員 

おおむね 1,000 人未

満 

保健師等・社会福祉士等・主任介護支援専門員等のうち１人ま

たは２人 

おおむね 1,000 人以

上 2,000人未満 

保健師等・社会福祉士等・主任介護支援専門員等のうち２人（う

ち１人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。） 

おおむね 2,000 人以

上 3,000人未満 

専らその職務に従事する常勤の保健師等を１人及び専らその職

務に従事する常勤の社会福祉士等・主任介護支援専門員等のい

ずれか１人 

 

 上記のように、介護保険法施行規則第 140 条の 66 第１項第２号、第３号において、

センターの職員の員数として満たすべき要件が規定されている。当該要件を静岡市から

委託を受けている各包括支援センターが満たしているかどうか調査した結果は以下の

とおりである。 
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（地域包括支援センター職員の配置状況） 

（単位：人） 

（出典：※２） 

 

※１： ◎ ：必要配置職員数について年度中に欠員が生ずることなく、定員

数を満たしている。 

○ ：職種について年度を通じて１人以上配置されている。 

△ ：職種について年度途中に欠員が生じているが、年度末までに充

足している。 

▲ ：必要配置職員数について年度途中に欠員が生じているが、年度

末までに充足している 

□ ：必要配置職員数について人員数は足りているが、時間数が足り

高齢者人
口指数
（人）

必要配置
職員数
（人）
（※３）

実際配置
職員数
（人）

第一号被
保険者の
数（人）

保健師
または

準ずる者

社会福祉士
または

準ずる者

主任介護支
援専門員

必要配置職員数に
対する配置状況

城西 12,713 7 7 11,902 ○ ○ ○ □

城東井川 12,763 8 8 11,830 ○ ○ ○ ◎

麻機千代田 10,675 6 6 10,807 ○ ○ ○ ◎

長尾川 8,703 5 5 9,206 ○ ○ ○ ◎

美和 8,329 5 5 8,564 ○ ○ ○ ◎

賤機 4,576 3 3 4,524 △ ○ ○ ▲

服織 5,666 3 3 6,001 ○ ○ ○ ◎

藁科 2,189 2 2 1,909 ○ ○ ◎

小鹿豊田 8,200 5 5 8,234 ○ ○ ○ ◎

八幡山 5,101 3 3 4,983 ○ ○ ○ ◎

大谷久能 2,310 2 2 2,261 ○ ○ ◎

大里中島 6,938 4 4 7,062 ○ ○ ○ ◎

大里高松 8,352 5 5 8,301 ○ ○ ○ ◎

長田 14,024 8 8 14,816 ○ ○ ○ □

港北 7,350 4 4 7,175 ○ ○ ○ ◎

興津川 5,074 3 3 4,976 ○ ○ ○ ◎

両河内 1,237 2 2 1,140 ○ ○ ◎

港南 13,929 7 7 13,893 ○ ○ ○ ◎

高部 3,600 3 3 3,899 ○ ○ ○ ◎

飯田庵原 8,549 5 4 8,817 × ○ ○ ××

松原 9,353 5 5 9,450 ○ ○ ○ ◎

有度 8,621 5 5 8,741 ○ ○ ○ ◎

蒲原由比 6,457 5 4 6,217 ○ ○ ○ ××

174,709 105 103 174,708

平成24年3月31日現在

名称区

配置すべき人員の配置状況（※１）

葵
　
区

駿
　
河
　
区

清
　
水
　
区

合計
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ていない。 

× ：職種について年度途中に欠員が生じ、年度末までに充足できて

いない。 

××：必要配置職員数について年度途中に欠員が生じ、年度末までに

充足できていない。 

※２： 平成 24年３月 31 日現在の高齢者人口指数等については、「静岡市統計

資料」より、配置すべき人員の配置状況については、「地域包括支援セ

ンター事業契約書」、「変更契約書」、「協議書」より引用した。 

※３： 必要配置職員数については、委託契約書に基づく市との取り決めに基

づく必要配置数であり、介護保険法施行規則第 140 条の 66第１項第２

号、第３号に基づく法定の必要配置職員数とは異なる。静岡市は必要

配置職員数について法定要件よりも一部増加させている包括支援セン

ターがある。 

 

上記の表のとおり、飯田庵原及び蒲原由比の地域包括支援センターにおいては、必要

配置職員数について年度途中に欠員が生じ、年度末までに充足できていない。担当者に

当該内容についてヒアリングを実施した結果、蒲原由比については、年度末時点で充足

される見込みであったが、飯田庵原においては、充足されるかどうか不確実な状況であ

ったとのことである。代わりとなる委託先を早期に見つけることが困難な状況であるこ

とから、当年度中の充足を要件として平成 24 年度の委託契約を締結した。 

 

【指摘事項】 

 

 飯田庵原地域包括支援センターにおいて、平成 23年７月から「「地域包括支援センタ

ーの設置運営について（通知）」６．職員の配置等」に定めのある「センターの人員」、

「センターの職員の員数」の要件における「保健師」1名が不足している状況であった。

静岡市としては、要件を充足するよう改善勧告を行っているが、監査を実施した平成

24 年９月時点おいても未充足の状況であり、前年度から約 1 年超の間、要件を充足し

ていない状況であった。 

運営主体として必要な要件を満たすことが明らかでない場合には、契約時に委託先と

の契約を締結すべきかどうか十分に検討するとともに、早急に要件を充足するよう指導

勧告をする必要がある。 

 なお、平成 24年 11 月時点で運営主体として必要な要件を充足したことを確認してい

る。 
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（５）紙おむつ支給事業 

 

【概要】 

 

（ア）事業の内容 

 

 静岡市は居宅における介護に係る経済的な負担を軽減するため、高齢者に対して紙お

むつ支給事業を実施している。 

 事業の対象となる者は、①市内に住所を要すること、②65 歳以上であること、③紙

おむつを必要としていること、④介護保険法による要支援認定、または、要介護認定を

受けていること、⑤生活保護を受けている者、または、すべての世帯員が前年の所得に

対し市町村民税が課されていない世帯に属する者、の全てに該当する者である。 

 紙おむつは紙おむつ券を交付することによって支給している。一人当たり最大で 1月

につき 5,500 点を交付している。1点は 1円に相当し、静岡市長が指定する紙おむつ引

換券の取扱店において紙おむつを引き換えることができる。 

 紙おむつ支給事業については静岡市高齢者紙おむつ支給事業実施要綱において、静岡

薬業組合に事業を委託するものと定められている。紙おむつ券は、「静岡薬業組合」に

加盟している店舗でのみ使用可能であり、使用された券を迅速に収集・とりまとめ・市

への請求、また仕様店舗に代金を配分する業務が実施できるのは、加盟店の情報を唯一

把握している機関である「静岡薬業組合」以外ないため単独随意契約を締結している。 
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（イ）紙おむつ支給事業の推移 

 

※１： 平成 21年度以前は委託先である静岡薬業組合は委託事業を無償で実施し

ていた。平成 22年度以降、事務量相当分の委託料の支払いを実施している。 

※２： 紙おむつを必要とする高齢者の増加に伴い、事業費は年々増加傾向にある。

平成 23年度において、一人当たり事業費が減少している。これは、支給実

績（利用者数）は、増加しているものの、おむつ引換券の一人当たり使用

率が減少していることに起因している。おむつ券の一人当たり使用率が減

少している要因は、紙おむつ等の機能が向上していることにより、一人当

たりの使用枚数が、年々減少していること等が考えられる。 

 

  

（単位：円、人）
平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

当初予算額 46,322,000 57,907,000 63,019,000 68,778,000 85,111,000

事業費実績 44,171,861 49,982,324 56,478,748 65,732,611 67,627,263

支給実績（人） 1,335 1,440 1,737 1,995 2,290

一人当たり事業費 33,088 34,710 32,515 32,949 29,532

薬業組合への委託料 1,663,377 1,710,796

(出典：高齢者福祉課内予算資料）



 

56 

ア．紙おむつ支給対象者の要件 

 

【現状】 

 

（ア）介護保険法による要介護度別の支給状況 

 

【概要】で記載したとおり、静岡市では、紙おむつ引換券の支給対象者の要件のひと

つに、介護保険法による要支援認定、または、要介護認定を受けていることを定めてい

る。 

要支援１～２及び要介護１～２の要件に該当する対象者には、1ケ月 2,500 円のおむ

つ引換券を支給している。また、要介護３～５の要件に該当する対象者には、1 ケ月

5,500円のおむつ引換券を支給している。 

 

紙おむつ引換券の 2,500円券及び 5,500円券それぞれの配布状況及び支払実績の静岡

市の推移は、以下のとおりである。 

 

区分 配布枚数（枚） 配布した券の額（円） 支払実績（円）※ 

2,500円券 5,500 円券 2,500 円券 5,500 円券 2,500 円券 5,500 円券 

平成 19年度 4,019 7,037 10,047,500 38,703,500 9,255,500 34,749,600 

平成 20年度 4,617 7,909 11,542,500 43,499,500 10,621,300 39,027,500 

平成 21年度 5,790 8,455 14,475,000 46,502,500 13,499,500 42,840,800 

平成 22年度 7,152 9,701 17,880,000 53,355,500 16,251,700 47,585,400 

平成 23年度 7,462 10,186 18,655,000 56,023,000 16,741,400 48,851,300 

    （出典：高齢者福祉課提供資料） 

※配布した券が全て使用されるわけではなく、使用されない券もある。よって、実際に使

用された券の金額を示している。 

 

 上記の推移から、配布される 2,500 円券と 5,500 円ともに年々増加しており、そのた

め支払実績も増加していることがわかる。 
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（参考） 

 

参考に要介護度別の平均的な状態区分を示すと、次のとおりである。 

 

状態区分 各状態区分の平均的な状態 

要支援１ ①居室の掃除や身の回りの世話の一部に何らかの介助（見守りや手助け）を必

要とする。 

②立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とす

ることがある。 

③排泄や食事はほとんど自分ひとりでできる。 

要支援２ ①身だしなみや居室の掃除などの身の回りの世話に何らかの介助（見守りや手

助け）を必要とする。 

②立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とす

る。 

③歩行や両足での立位保持などの移動の動作に何らかの支えを必要とすること

がある。 

④排泄や食事はほとんど自分ひとりでできる。 

要介護１ ①～④は、要支援２と同じ。 

⑤精神・行動障害や認知機能低下がみられることがある。 

要介護２ ①身だしなみや居室の掃除などの身の回りの世話の全般に何らかの介助（見守

りや手助け）を必要とする。 

②立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とす

る。 

③歩行や両足での立位保持などの移動の動作に何らかの支えを必要とする。 

④排泄や食事に何らかの介助（見守りや手助け）を必要とすることがある。 

⑤精神・行動障害や認知機能低下がみられることがある。 

要介護３ ①身だしなみや居室の掃除などの身の回りの世話が自分ひとりでできない。 

②立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作が自分ひとりでできない。 

③歩行や両足での立位保持などの移動の動作が自分でできないことがある。 

④排泄が自分ひとりでできない。 

⑤いくつかの精神・行動障害や全般的な認知機能低下がみられることがある。 

要介護４ ①身だしなみや居室の掃除などの身の回りの世話がほとんどできない。 

②立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作がほとんどできない。 

③歩行や両足での立位保持などの移動の動作が自分ひとりではできない。 

④排泄がほとんどできない。 

⑤多くの精神・行動障害や全般的な認知機能低下がみられることがある。 
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要介護５ ①身だしなみや居室の掃除などの身の回りの世話がほとんどできない。 

②立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作がほとんどできない。 

③歩行や両足での立位保持などの移動の動作がほとんどできない。 

④排泄や食事がほとんどできない。 

⑤多くの精神・行動障害や全般的な認知機能低下がみられることがある。 

（出典：「静岡市の介護保険 平成 24年度版」より抜粋） 

（注）要支援と要介護の区別のうち、要支援となるのは、サービスの利用によって心身の

状態が改善する可能性が高いと判断される人である。 
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（イ）他の政令指定都市との比較 

 

平成 24 年度の政令指定都市における紙おむつを支給する対象者とする要件について、

要支援認定者又は要介護認定者の区分で整理してみると以下のとおりとなる（○は支給

対象、×は支給対象外を意味する）。 

 

政令指定都市 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

札幌市 × × × × ○ ○ ○ 

仙台市 × × × × × ○ ○ 

さいたま市 × × × × ○ ○ ○ 

千葉市 × × ○ ○ ○ ○ ○ 

川崎市 × × × × ○ ○ ○ 

横浜市 × × ○ ○ ○ ○ ○ 

相模原市 × × ○ ○ ○ ○ ○ 

新潟市 × × ○ ○ ○ ○ ○ 

静岡市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

浜松市 × × × × × ○ ○ 

名古屋市※1 － － － － － － － 

京都市※2 － － － － － － － 

大阪市 × × × × × ○ ○ 

堺市 × × × × ○ ○ ○ 

神戸市 × × × × × ○ ○ 

岡山市※1 － － － － － － － 

広島市 × × × × × ○ ○ 

北九州市 × × × × ○ ○ ○ 

福岡市 × × × × ○ ○ ○ 

熊本市※2 － － － － － － － 

 （出典：高齢者福祉課提供資料） 

※1 紙おむつ支給制度がない政令指定都市である。 

※2 入手した資料から、支給対象者の要支援度又は要介護度が不明である政令指定都市

である。 
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紙おむつ支給制度がない政令指定都市（※1）、又は支給対象者の区分が不明な政令指

定都市（※2）を除く 16の政令指定都市の状況を整理すると以下のとおりとなる。 

 

支給対象区分 政令指定都市名 政令指定都市数 

要支援１～２及び要介護１～５ 静岡市 １ 

要介護１～５ 千葉市、横浜市、相模原市、新潟市 ４ 

要介護３～５ 札幌市、さいたま市、川崎市、堺市、 

北九州市、福岡市 

６ 

要介護４～５ 仙台市、浜松市、大阪市、神戸市、 

広島市 

５ 

 

 この状況から以下のことがわかる。 

①要支援認定者及び要介護認定者全てを支給対象者の要件としているのは、静岡市の

みである。 

②要介護認定者全てを支給対象者の要件としているのは、千葉市をはじめ全部で４つ

の政令指定都市がある。 

 ③要介護度３以上の認定者を支給対象者の要件としているのは、札幌市をはじめ全部

で６つの政令指定都市がある。 

 ④要介護度４以上の認定者を支給対象者の要件としているのは、仙台市をはじめ全部

で５つの政令指定都市がある。 

 

他の政令指定都市との比較から、要介護度３以上の認定者を支給対象の要件とする政

令指定都市が一番多く、静岡市のように要支援認定者を含めている政令指定都市は他に

ないといえる。 
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【指摘事項】 

 

他の政令指定都市との比較で、静岡市は比較的介護度が低いとされる要支援者及び要

介護度 1～２の認定者を紙おむつ支給対象者の要件に含めており、支給対象者を幅広く

とらえている。 

一方、紙おむつ券の支払実績は年々増加傾向にあり、これから団塊の世代が新たに高

齢者になることを踏まえると、支払実績は着実に増加していくことが予想される。 

財政状況が、ますます厳しくなっていく中、高齢化社会が本格的に到来する前に、他

の政令指定都市の状況を踏まえて、支給対象者の要件について、検討する時期に来てい

るのではないだろうか。 

 介護及び高齢者福祉の専門家、医療関係者など様々な意見を取り入れながら、支給対

象者の要件について検討を開始する必要がある。  
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イ．紙おむつ支給サービスの見直し 

 

【現状】 

 

国及び地方公共団体が行う契約は入札によることが原則であり（地方自治法第 234条

第 2 項）、随意契約は法令の規定によって認められた場合にのみ行うことが出来る。紙

おむつ支給事業については、静岡薬業組合に対し、単独随意契約にて業務委託契約を締

結している。これは、金券制を採用していることから、市内にある身近な薬局を効率的

に取りまとめる必要性があり、静岡市内の薬局と密接なかかわりのある静岡薬業組合が

最もふさわしいという理由から単独随意契約を締結するに至っている。 

 

（静岡市が金券制を採用した理由） 

 静岡市が金券制を採用した理由は以下のとおりである。 

 金券制を採用することにより、高齢者自らが薬局等買い物をすることにより、自ら

に合うおむつを選択できる余地を与える必要があると考えた。 

 宅配事業を選択することにより、配送料等の付随費用が発生することになり、紙お

むつ支給単価が高くなってしまうことを懸念した。 

 高齢者が直接買い物に行くことにより、地域の中での関わりやつながりを持つ機会

ができると考えた。 

 薬局等の中には、一部宅配サービスを無料で提供している場合もあり、金券制を採

用したとしても、宅配サービスを享受できる余地があると考えた。 

 

（他の市町村における紙おむつ支給事業の実施状況）  

紙おむつ支給事業については、他の市町村においても広く実施されている。いくつか

他の市町村における紙おむつ支給事業の実施状況について事例を紹介する。 

 

①さいたま市 

さいたま市では、「重度要介護高齢者紙おむつ支給事業」として、常時おむつを使用

している在宅の高齢者に対し、紙おむつ支給利用券と引換えに毎月１回紙おむつを支給

する事業を行っている。 

宅配事業者もしくは薬局が用意するカタログの中から、利用者は紙おむつを選び、紙

おむつ支給利用券と引換えに毎月１回紙おむつを受け取るようにしている。宅配事業者

もしくは薬局は、利用者宅に紙おむつを毎月１回宅配するか、薬局等の店頭で紙おむつ

支給利用券と引換えに紙おむつを支給できるものとする。 

金券制を採用しているが、事業者については広く公募しており民間事業者が参入でき

るような仕組みになっている。また、宅配も薬局への買い物もどちらにも対応できる仕
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組みになっている。 

（さいたま市ＨＰより「紙おむつ支給事業概要」を参照した。） 

 

②千葉市 

千葉市では、「おむつ等支給事業」として、在宅で介護をうけている高齢者等に、紙

おむつの給付や布おむつの貸与をすることにより、本人及び介護している家族を援助し

ている。 

 利用者は納入業者一覧から業者を選び、業者と相談の上、希望のおむつの種類や毎月

必要な枚数等を決め、業者に作成してもらった見積書を添付して、高齢障害支援課に申

請することにより、毎月１回申請時の見積書に記載されたおむつの配達サービスを受け

ることができる。 

 金券制は採用されておらず、宅配サービスのみとなっている。利用者は代金の１割を

負担することとなっている。事業者については広く公募しており民間事業者が参入でき

るような仕組みになっている。 

（千葉市ＨＰより「平成 24年度おむつ給付等事業（高齢者）のご案内」を参照した。） 

 

③焼津市 

 焼津市では「焼津市在宅ねたきり老人等紙おむつ支給事業」として、在宅のねたきり

老人、認知症老人、重度心身障害者等で紙おむつを使用する者に対し、予算の範囲内に

おいて紙おむつを支給する事業を行っている。 

申請者は現物支給か紙おむつ引換券の支給かを選択することができ、年６回偶数月に

支給することとしている。現物支給の場合は、民間事業者による宅配によって支給を行

い、紙おむつ引換券による支給の場合は、市内の薬局等の焼津市薬業組合加盟店におい

て医薬品引換券（紙おむつ支給券）と引き換えることによって支給を行っている。 

 現物支給と金券制を併用しており、現物支給については民間事業者の参入も実施され

ている。 

（焼津市ＨＰより「焼津市在宅ねたきり老人等紙おむつ支給事業実施要綱」を参照した。） 
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【指摘事項】 

 

 上記に記載した他の市町村の事例のように、「居宅における介護に係る経済的な負担

を軽減するため、高齢者に対して紙おむつを支給する」という目的を達成する方法とし

ては、静岡市が採用している金券制以外にも、宅配や宅配と金券制の併用等、支給方法

に関して幅を広げる余地があると考える。 

特に宅配については、配送料や宅配の時間等について必ず家にいなければならないこ

とが想定されることを理由に、静岡市では対象外としているが、独居老人等が増加して

いる今日では心身の状態を理由に買い物に行けないことも十分に想定されるため、サー

ビス向上の一環として検討する必要もあるのではないだろうか。高齢者の中には、配送

料がかかったとしても宅配サービスを受けたいと考える者も少なからず存在すると考

えられる。 

 紙おむつ支給サービスについて、サービス向上に伴うコストの上昇というデメリット

も承知しているが、高齢者の享受することのできるメリットの視点から宅配制度の導入

について検討する必要がある。 

なお、宅配制度を導入するにあたっては、事業者の選定方法を、単独随意契約ではな

く公募や競争入札を検討することも必要であろう。他の民間事業者の参入を促すことに

より、より公平性・透明性を確保した事業選定が可能になると考える。 
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（６）シルバー人材センター運営補助金事業 

 

【概要】 

 

（ア）補助金の目的 

 

静岡市は、高齢者の就業の機会を確保し、組織的に提供することにより、その就

業を援助して、その能力の積極的な活用を図ることができるようにし、もって高齢

者の福祉の増進を図るため、公益社団法人静岡市シルバー人材センター（以下、「シ

ルバー人材センター」という。）に対して、予算の範囲内において、「静岡市補助金

等交付規則」及び「静岡市シルバー人材センター運営費補助金交付要綱」に基づき

補助金を交付している。 

 

（イ）補助金の交付状況 

 

過去３年間の補助金の交付状況は、以下のとおりである。 

 

   
（単位：千円） 

 区分 平成 21年度 平成 22 年度 平成 23年度 

決算額 50,160 50,153 47,508 

（出典：シルバー人材センター定時総会資料 ） 

 

（ウ）補助対象事業 

 

補助対象となる事業は、シルバー人材センターが運営する事業であって、市長が

必要と認めるものである。 
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ア．補助等の対象経費 

 

【現状】 

 

（ア）交付要綱上の定め 

 

「静岡市シルバー人材センター運営費補助金交付要綱」では、補助対象経費につい

て、下記のように定めている。 

 

（補助対象経費） 

第３条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助事業」という。）は、補助事業に

要する経費のうち、給料、職員手当、退職給与引当金、共済費、賃金、報償費、旅費、

需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料並びに備品購入費であって、市長が必要

があると認めるものとする。 

 

  また、補助金の額は、補助対象経費の額に相当する額から、補助事業についてシル

バー人材センターが交付を受ける国庫補助金の額を控除して得た額に２分の１を乗

じて得た額の範囲内において市長が定める額としている。 

 

（イ）補助対象経費のチェック状況 

 

平成 23 年度の会計帳簿及び関連する証ひょうを閲覧したところ、補助対象経費と

なっているが、その具体的な支出内容等の把握が不十分ではないかと判断された費用

は、以下のとおりである。 

 

費目 気付事項 

視察経費 研修先に対する手土産代で、１回当たり 5,000 円超の手土産が２

件含まれていた。 

グループ会議費 会議の際の食事代が費用に含まれていた。 

総会記念品 記念品のタオル等 

（注）１．上記の記載事例は、サンプル調査の結果であり、全ての支出内容等を監査の

対象とした結果ではない。 

 

上記の支出内容を補助対象経費と認めた判断の根拠について、高齢者福祉課に確認

したところ、実績報告書に計上されている補助対象経費の内訳を検討し、支出ごとに

補助の対象とすべき経費であるか否かの判断を行っていないとのことであった。 
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【指摘事項】 

 

 「（イ）補助対象経費のチェック状況」で示した費用については、交際費・飲食代等

であり、冗費としての性格を含みやすい費用である。特に、このような費用については

詳細にその使途を調査し、その内容を把握のうえ、補助対象経費としての妥当性を判断

する必要があると思われるが、そのような調査は行っていない。 

「（ア）交付要綱上の定め」で記載したとおり、補助対象経費となるのは、経費のう

ち、静岡市が必要であると認めたものに限られることから、実績報告書に計上されてい

る補助対象経費の内訳を検討し、支出ごとに補助の対象とすべき経費であるか否かの判

断を行う必要がある。 

 

なお、このような補助金の使用状況に関するチェックが不十分である状況は、「（１）

敬老事業 ア．敬老行事補助金のあり方【指摘事項②】」で、過年度の措置状況を含め

詳細に記載している。 
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（７）静岡市老人クラブ連合会運営補助金事業 

 

【概要】 

 

（ア）補助金の目的 

 

静岡市は老人クラブ活動等のより一層の活性化を図り、高齢者の生きがいや健康

づくりを促進することにより、明るい長寿社会の実現と保健福祉の向上に資するた

めに、静岡市老人クラブ連合会に対して、「静岡市補助金等交付規則」及び「静岡市

老人クラブ連合会運営費補助金要綱」に基づき補助金を交付している。 

 

（イ）静岡市老人クラブ連合会の収入状況 

 

平成 23年度の静岡市老人クラブ連合会の収入状況は、以下のとおりである。 

 

（単位：千円） 

区分 金額 

会費 10,686 

補助金 33,865 

 うち静岡市補助金 32,808 

参加者負担金 1,957 

その他 1,039 

繰越金 7,054 

収入計 54,602 

（出典：静岡市老人クラブ連合会定時総会資料） 
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（ウ）補助金の交付状況 

 

過去３年間の補助金の交付状況は、以下のとおりである。 

  
（単位：千円） 

 区分 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 

予算額 ※37,728 32,808 32,808 

決算額 ※37,728 32,808 32,808 

※随時支給された補助金 3,300千円を含む 

（出典：高齢者福祉課提供資料） 

 

 

（エ）補助対象事業 

 

「静岡市老人クラブ連合会運営費補助金要綱」によれば、以下の事業を補助対象

事業としている。 

 

①静岡市老人クラブ連合会事務局の運営事業 

②老人クラブ活動等事業実施要綱（平成 13年 10月１日老発第 390 号労働省老健

局長通知）に基づき高齢者の生きがい、健康づくり及び社会参加の促進を目的

として静岡市老人クラブ連合会が行う事業 

③上記の他、補助事業として市長が必要があると認めた事業 
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ア．補助等の対象経費 

 

【現状】 

 

（ア）交付要綱上の定め 

 

「静岡市老人クラブ連合会運営費補助金要綱」では、補助対象経費について、下

記のように定めている。 

 

（補助対象経費） 

第３条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、前条に

定める補助事業の実施に必要な給料、職員手当等、共済費、報償費、賃金、旅費、

需用費、備品購入費、役務費、委託料、使用料及び賃借料とする。ただし、次に掲

げる経費は、補助対象経費としない。 

（１）交際費（慶弔費を含む。） 

（２）役員のみの飲食会に要する経費 

（３）他団体への負担金等 

（４）前３号に掲げるもののほか、連合会の活動に要する経費として市長が不適当と

認めた経費 

 

（イ）補助対象経費のチェック状況 

 

平成 23 年度の会計帳簿及び関連する証ひょうを閲覧したところ、補助対象経費と

なっているが、その具体的な支出内容等の把握が不十分ではないかと判断された費用

は、以下のとおりである。 

 

費目 気付事項 

役員研修旅行参加費 具体的な研修旅行の目的、内容等が不明である。なお、

支出額の 67.5%が自己負担額となっている。 

役員研修旅行参加費 具体的な研修旅行の目的、内容等が不明である。なお、

支出額の 35.1%が自己負担額となっている。 

役員研修旅行参加費 具体的な研修旅行の目的が不明である。内容として、ツ

アー案内では、茅葺屋根建築の見学、ワイナリー見学、博

物館見学、ぶどう狩りが記載されていた。なお、支出額の

48.9%が自己負担額となっている。 

女性委員会研修会参加費 具体的な研修会の目的、内容等が不明である。 
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（一人当たり 3,000 円程度の食事代、希望した参加者につ

いてはアルコールが供されていた。）なお、支出額の 28.3%

が自己負担額となっている。 

（注）１．上記の記載事例は、サンプル調査の結果であり、全ての支出内容等を監査の

対象とした結果ではない。 

２．自己負担額は、収入の部の参加者負担金に計上されている。 

３．支出額は全額補助対象経費として取扱われている。 

 

自己負担額があるにもかかわらず、上記の支出額全額を補助対象経費と認めた判断

の根拠について、高齢者福祉課に確認したところ、実績報告書に計上されている補助

対象経費の内訳を検討し、支出ごとに補助の対象とすべき経費であるか否かの判断を

行っていないとのことであった。 

 

 

【指摘事項】 

 

 「（イ）補助対象経費のチェック状況」で示した費用については、参加者から費用の

一部を自己負担金として徴収している。おそらく補助対象外経費として、交際費又は役

員のみの飲食会に要する経費に相当する金額であるとして、静岡市老人クラブ連合会の

方で判断し、自己負担額として徴収しているのではないかと想定される。特に、このよ

うな費用については詳細にその使途を調査し、その内容を把握のうえ、補助対象経費と

しての妥当性を判断する必要があると思われるが、そのような調査は行っていない。 

「（ア）交付要綱上の定め」で記載したとおり、静岡市が補助対象外経費であると判

断したものについては、補助対象経費から除外されることから、実績報告書に計上され

ている補助対象経費の内訳を検討し、支出ごとに補助の対象とすべき経費であるか否か

の判断を行う必要がある。その判断に際しては、自己負担額の妥当性も確認する必要が

あり、自己負担額が妥当であると判断されるのであれば、補助金交付額の確定時に自己

負担額を減額する処置が必要になると考える。 

 

なお、このような補助金の使用状況に関するチェックが不十分である状況は、「（１）

敬老事業 ア．敬老行事補助金のあり方【指摘事項②】」で、過年度の措置状況を含め

詳細に記載している。 
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２．指定管理者 

 

【概要】 

 

ア．指定管理者制度の概要 

 

（ア）指定管理者制度 

 

指定管理者制度は、公の施設の設置目的を効果的に達成するための制度として、平成

15 年９月の地方自治法の改正により、従来の管理委託制度に代わって創設された制度

である。これまでの管理委託制度では、公の施設の管理は、公共団体、公共的団体、政

令で定める市の出資法人だけに委託することが認められていた。しかし、指定管理者制

度の創設によって、公の施設の管理を行うことができるものの範囲が格段に広がり、民

間企業やＮＰＯ法人などを含む様々な団体が指定管理者として市の指定を受け、公の施

設の管理を行うことが可能となった。また、実施できる業務の範囲についても、行政処

分である施設の使用許可など、従来の管理委託制度では管理受託者が行うことができな

かった業務を含めて、公の施設の管理を包括的に実施することが可能となった。 

すなわち、指定管理者制度は、公の施設の管理に民間企業やＮＰＯ法人などの様々な

団体が参入し、独自のノウハウを活かした事業展開を図ることで、多様化する市民ニー

ズへの対応と市民サービスの向上を図るものである。 

指定管理者制度の創設に伴い、行政は指定管理者の選定などの業務を適正に行うとと

もに、公の施設の設置者としての責任を果たす立場から、公の施設の管理状況等を確認

し、指定管理者に対して適切な指導等を行う必要がある。 

 

（イ）指定管理者制度の導入から評価までの事務執行フロー 

 

事前の検討 ・ 管理方法 

・ 指定管理者に行わせる業務の範囲 

・ 指定管理者の募集方法 

条例等の制定又は改定 ・ 設置条例（改正）案を市議会に上程 

・ 施行規則の制定（改正） 

事業決裁 ・ 事業決裁 

・ 募集要項 

・ 仕様書 

募集手続 ・ 選定委員会の開催（募集に関すること） 

・ 指定管理者の募集 
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選定手続 ・ 所管課における審査委員会の開催 

・ 選定委員会の開催（選定に関すること） 

・ 選定結果の通知 

指定議案の上程・議決 ・ 指定管理者の指定に関する議案を市議会に上程 

指定手続 ・ 指定通知（業務委託事前承諾通知）の送付 

・ 指定管理者の指定に関する公告 

・ 指定管理者選定結果の公表 

指定の締結等 ・ 指定管理者との協議 

・ 協定の締結 

・ 指定管理業務以外の業務に関する委託契約等の締結 

指定管理業務の実施 ・ 施設の管理運営業務 

・ 利用者満足度調査等 

・ 定期報告、事業報告（年度報告） 

年度評価 ・ 所管課における年度評価の実施 

・ 選定委員会への報告 

・ 指定管理者への通知と改善の指示等、公表 

総合評価 ・ 評価委員会における総合評価の実施 

・ 選定委員会への報告 

・ 指定管理者への通知と改善の指示等、公表 

・ 総合評価結果の活用 

 （出典：静岡市指定管理者の手引） 
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イ．高齢者福祉に係る指定管理事業 

 

（ア）高齢者福祉事業で指定管理者制度を導入している施設 

 

施設名 指定管理 

業務名 

指定管理 

者名 

指定管理料

（円） 

指定管理 

開始年月 

指定管理 

通算期間 

(平成 24 年

３月末現在) 

鯨ケ池老人福祉セ

ンター 

老人福祉セン

ター、老人憩の

家及び世代間

交流センター

管理業務 

（福）静岡

市社会福祉

協議会 

225,579,000 平成 18年

４月 

６年間 

長尾川老人福祉セ

ンター 

平成 18年

４月 

６年間 

用宗老人福祉セン

ター 

平成 18年

４月 

６年間 

清水船越老人福祉

センター 

平成 24年

２月 

２ヶ月 

清水折戸老人福祉

センター羽衣荘 

平成 18年

４月 

６年間 

蒲原老人福祉セン

ター 

平成 18年

９月 

５年 

７ヶ月 

清水東部老人憩の

家 

平成 18年

４月 

６年間 

清水老人憩の家清

開きらく荘  

平成 18年

４月 

６年間 

清水北部交流セン

ター 

平成 18年

４月 

６年間 

清水南部交流セン

ター 

平成 18年

４月 

６年間 

由比交流センター

※１ 

平成 18年

４月 

６年間 

清水中央老人福祉

センター 

清水中央老人

福祉センター

管理業務 

（福）静岡

市社会福祉

協議会 

27,525,000 平成 18年

４月 

６年間 

小鹿老人福祉セン

ター 

生涯学習セン

ター、南部勤労

者福祉センタ

（財）静岡

市文化振興

財団 

34,460,000 平成 21年

４月 

３年 
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ー及び小鹿老

人福祉センタ

ー管理業務 

井川高齢者生活福

祉センター 

井川高齢者生

活福祉センタ

ー管理業務 

（福）静岡

市社会福祉

協議会 

54,915,757 平成 18年

４月 

６年間 

大川高齢者生活福

祉センター 

大川高齢者生

活福祉センタ

ー管理業務 

（福）駿河

会 

51,753,831 平成 18年

４月 

６年間 

梅ケ島高齢者生活

福祉センター 

梅ヶ島高齢者

生活福祉セン

ター管理業務 

（福）桂 41,129,144 平成 16年

12 月 

７年 

４ヶ月 

静岡老人ホーム 静岡老人ホー

ム管理業務 

（福）静岡

市厚生事業

協会 

250,800,000 平成 18年

４月 

６年間 

清水松風荘 清水松風荘管

理業務 

（福）清承

会 

171,440,000 平成 20年

４月 

４年間 

清水社会福祉会館

老人デイサービス

センター 

清水社会福祉

会館老人デイ

サービスセン

ター管理業務 

（福）静岡

市社会福祉

協議会 

完全利用料金

制で実施 

平成 18年

４月 

６年間 

蒲原老人デイサー

ビスセンター 

蒲原老人デイ

サービスセン

ター管理業務 

（福）静岡

市社会福祉

協議会 

完全利用料金

制で実施 

平成 18年

９月 

５年 

７ヶ月 

（出典：高齢者福祉課提供資料） 

※１ 旧由比町との合併前から、通算したものを記載している。 

 

 

  



 

76 

（１）指定管理者の年度評価の方法及び考え方 

 

【現状】 

 

平成 23年度の指定管理者の年度評価総括表は、以下のとおりである。 

 

ａ．平成 23年度の年度評価総括表 

施設名 
施
設
数 

現在の 

指定管理者名 

1 2 3 4 5 

履行確認 

の状況 

市民（利用

者）からの意

見・要望内容

とその対応

状況の評価 

（1）利用者 

満足度調査 

指 定 管 理

業 務 に 関

す る 経 理

（収支）状

況の評価 

総 括 的

な評価 

評価 

内容 

実施 

回数 

静岡老人ホーム 1 
（福）静岡市 

厚生事業協会 
○ ○ ○ 1 ○ ○ 

井川高齢者生活福

祉センター 
1 

（福）静岡市 

社会福祉協議

会 

○ ○ ○ 1 ○ ○ 

梅ケ島高齢者生活

福祉センター 
1 （福）桂 ○ ○ ○ 1 ○ ○ 

大川高齢者生活福

祉センター 
1 （福）駿河会 ○ ○ ○ 1 ○ ○ 

老人福祉センター                   

（鯨ケ池、長尾川、

用宗、清水折戸、

蒲原）5館 

5 

（福）静岡市 

社会福祉協議

会 

○ ○ ○ 1 ○ ○ 

小鹿老人福祉セン

ター 
1 

（財）静岡市 

文化振興財団 
○ ○ ○ 1 ○ ○ 

清水中央老人福祉

センター 
1 

（福）静岡市 

社会福祉協議

会 

○ ○ ○ 1 ○ ○ 

老人憩の家（清水

東部、清開きらく

荘）2館 

2 

（福）静岡市 

社会福祉協議

会 

○ ○ ○ 1 ○ ○ 

世代間交流センタ

ー                   
3 

（福）静岡市 

社会福祉協議
○ ○ ○ 1 ○ ○ 
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（清水北部、清水

南部、由比）3館 

会 

清水社会福祉会館

老人デイサービス

センター 

1 

（福）静岡市 

社会福祉協議

会 

○ ○ ○ 1 ○ ○ 

蒲原老人デイサー

ビスセンター 
1 

（福）静岡市 

社会福祉協議

会 

○ ○ ○ 1 ○ ○ 

清水松風荘 1 （福）清承会 ○ ○ ○ 1 ○ ○ 

 

ｂ．年度評価シートの記載内容 

施設ごとに「年度評価シート」を策定し、そこに詳細な評価結果が記入されている。

具体的には、①履行状況の確認（指定管理者から提出された事業報告書と協定書等の内

容を比較検証し業務が予定どおりに実施されているか、目標が達成されているかを確認

するため）、②市民からの意見・要望の内容とその対応状況の評価、③市民アンケート

や利用者満足度調査の実施状況の評価、④指定管理者の経理状況の評価、⑤総括的な評

価（課題事項等）の区分により当該シートの記載が行われている。 

平成 23 年度における各施設の「年度評価シート」の記載内容を確認したところ、記

載項目は網羅的に記入されている。 

 

 

【指摘事項】 

 

静岡市では、指定期間全体における総合評価だけでなく、指定期間内の毎事業年度の

年度評価を実施している。これら年度評価の実施については、指定管理者への確認作業

や取りまとめ等の作業コストがかかっており、その目的は単なる事務の遂行ではなく重

要な意味を持つはずである。 

 

【現状】で記載したとおり、「年度評価シート」の記載については形式的な意味では

記載上の問題は見られないものの、予算に対する事業の費用対効果の確認と、より高い

経済効果の享受に向けた取り組みに資すること、また、より高まるであろう市民ニーズ

の向上に資すること、という本来的な趣旨を意識した踏み込んだ記載は見られない。つ

まり、年度評価シートの⑤総括的な評価（課題事項等）において、「前年の課題とそれ

に対する改善状況」を確認した記載が見られず、PDCA サイクルに従った分析と総括に

触れているコメントも見られない。 
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今後は、年度評価をより充実した効用の高い事務として実施するため、PDCA サイク

ルに従った分析と総括作業が重視されるべきである。つまり、前年に提起された経済的

課題および市民満足を高めるための課題を掘り起こし、それを次年度以降の課題として

指定管理者と共有し（PLAN）、その取り組みを促し（DO）、取り組みの結果を総括し（CHECK）、

総括した内容から次年度以降の新たな課題を抽出する（ACTION）、といった実効性の高

い評価活動を行う必要がある。 
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３．社会福祉法人等に対する指導監査 

 

【概要】 

 

ア．指導監査の概要 

 

静岡市では、社会福祉法第 56 条ほかの規定に基づき、社会福祉法人の適正な運営と

社会福祉施設において利用者の処遇が適切に確保され、利用者本位の福祉サービスの向

上が図られるよう、指導監査を実施している。 

静岡市の指導監査は、福祉部福祉総務課監査指導担当が実施しており、その指導監査

対象の一覧（平成 24 年４月１日現在）は、以下のとおりである。 

 

 【社会福祉法人】     

対象法人数 根拠法令  

74法人 社会福祉法第 56条  

 【社会福祉施設】     

施設種別 
施設

数 

内   訳 
根拠法令 

市営 民営 

救護施設 2   2 生活保護法第 44条 

乳児院 1   1 児童福祉法第 46条 

母子生活支援施設 1   1 児童福祉法第 46条 

児童養護施設 1   1 児童福祉法第 46条 

障害児支援施設 4   4 児童福祉法第 46条 

保育所 104 45 59 児童福祉法第 46条 

養護老人ホーム 2  2 老人福祉法第 18条 

特別養護老人ホーム 34   34 老人福祉法第 18条 

ケアハウス 7   7 社会福祉法第 70条 

障害者支援施設 7   7 
障害者自立支援法第 85条 

社会福祉法第 70条 

      合       計 163 45 118   

 

なお、今回の包括外部監査の対象は、上記のうち老人福祉施設である養護老人ホーム、

特別養護老人ホーム、ケアハウスと老人福祉施設を運営する社会福祉法人の指導監査事

務である。 
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イ．指導監査の実施状況 

 

静岡市は、「静岡市社会福祉法人等指導監査実施要綱」（改正平成 23年４月１日）（以

下「指導監査実施要綱」という。）を定めており、当該指導監査実施要綱に基づいて指

導監査を実施している。 

指導監査実施要綱によれば、指導監査の種類及び内容は、以下のとおりである。 

（種類及び内容）  

第３条 指導監査の種類は、一般監査及び特別監査に区分する。 

２ 一般監査は、第５条第 1 項に規定する指導実施計画書に基づいて行う監査とし、

形態は、実地監査及び書面監査とする。  

３ 実地監査は、社会福祉法人及び社会福祉施設の事務所並びに施行事務の実施場所

において行う監査方法とする。ただし、監査の対象となる社会福祉法人等が多数で

ある等の理由により実地監査を行うことが困難であると市長が認めるときは、あら

かじめ指定した場所に書類等の携行を求めて行う方法によることができる。  

４ 書面監査は、社会福祉法人又は施行事務を実施する機関（以下「監査対象法人等」

という。）から提出された監査資料に基づいて行う監査方法とする。  

５ 一般監査は、年１回実施するものとする。ただし、次の各号に掲げる要件のすべ

てを満たす社会福祉法人については、２年に１回の実施とすることができる。  

（１）社会福祉法人本部の運営について法並びに関係法令及び通知（社会福祉法人に

係るものに限る。）に照らし、別表第１に定める特に大きな問題が認められない

こと。  

（２）当該社会福祉法人が経営する社会福祉施設等その実施する社会福祉事業に係る

施設基準、運営費、報酬の請求等について別表第２に定める特に大きな問題が認

められないこと。  

６ 前項ただし書の規定にかかわらず、前項各号の要件に該当する社会福祉法人が、

外部監査（社会福祉法人外部の会計専門家（公認会計士、税理士等）による監査を

いう。）を活用した場合において、その結果等に基づき社会福祉法人の財務状況の

透明性及び適正性が確保されていると市長が認める場合又は当該社会福祉法人に

おいて苦情解決への取組が適切に行われており、かつ、次の各号のいずれかの内容

に積極的に取り組むことにより、良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努め

ていると市長が認める場合は、４年に１回の実施とすることができる。  

（１）福祉サービス第三者評価事業（福祉サービス第三者評価事業に関する指針につ

いて（平成 16 年５月７日付け雇児発第 0507001 号・社援発第 0507001 号・老発

第 0507001 号・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、

厚生労働省老健局長通知）に規定する福祉サービス第三者評価事業をいう。）を

受審し、その結果について公表を行い、サービスの質の向上に努めていること（一
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部の社会福祉事業に限って福祉サービス第三者評価を受審している場合は、社会

福祉法人全体の受審状況を勘案するものとする。）。なお、ＩＳＯ９００１（品質

マネジメントシステム）の認証取得施設を有する法人についても、これと同様と

する。  

（２）社会福祉事業に従事する者を養成する学校等の研修生の受入れ又は介護相談員

の受入れに加え、ボランティアの受入れ又は地域との交流が積極的に行う等地域

社会に開かれた事業運営が行われていること。  

（３）地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいるこ

と。  

７ 特別監査は、次の事項に該当する場合に実施する監査とする。  

（１）社会福祉法人等の経営等に重大な問題が生じ、又はその可能性があると認めら

れる場合  

（２）前回実施した一般監査に対する是正・改善計画の履行を特段の理由がなく怠っ

ていると認められる場合  

（３）不祥事等の発生により重点的又は継続的な指導監査が必要と認められる場合 

（出典：「指導監査実施要綱」より抜粋） 

 

 静岡市では、一般監査の形態は全て実地監査を実施しており、社会福祉法人に対して

は２年に１回、社会福祉施設に対しては毎年１回の頻度で定期的に実施している。また、

平成 23 年度においては、老人福祉施設及び老人福祉施設を運営する社会福祉法人の特

別監査は実施されていない。 

 

指導監査は、福祉部福祉総務課監査指導担当の職員２人以上で編成する指導監査班に

より行われ、そのうち１人は、原則として副主幹以上の職にある職員が当たっている。

通常、社会福祉施設の指導監査では２人編成で実施され、社会福祉法人の指導監査の場

合には社会福祉施設の指導監査と併せて実施しており、３人編成で実施している。 

実地監査は１日当たり１施設又は、法人とその所管施設の頻度で行われ、①組織運営

の状況、②人事管理の状況、③資産負債の状況、④会計経理の状況、⑤前回の指導監査

における指摘事項に対する改善状況に関する事項を対象として、各所定のチェックリス

ト形式で作成された指導監査資料を用いて指導監査を実施している。 

 

ウ．指導監査後の措置 

 

指導監査を実施した結果、改善又は是正を求める事項が発見された場合、社会福祉法

人等にその内容を指摘し、その改善状況を文書により求めている。この改善又は是正を

求める事項となる不備・不適正の状況は多様であるため、静岡市では指導監査基準を定
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めて改善又は是正を指導する際の標準的な区分を設定している。 

指導監査基準における評価区分の考え方を示すと以下のとおりである。 

 

指導監査基準について 

着 眼 点 最低基準（厚生労働省令）をはじめ、関係法令、通知等に基づき実

施する指導監査の範囲及び主な観点を示した。 

なお、毎年度当初に指導監査の重点事項等について、指導監査方針

を定め、重点化・効率化を図り実施する。 

指導監査基準 着眼点ごとに、不備・不適正が認められる場合に、指導を行う内容

を基準として示した。 

区   分 不備・不適正の状況は多様であるため、特に適正な施設運営及び利

用者処遇を確保する観点から、以下のとおり、是正・改善を指導する

際の標準的な区分を設定した。 

 【C】文書指摘事項 最低基準等関係法令・通達に違反する場合

（軽微なものを除く）を「文書指摘事項」とす

る。 

文書により指摘内容を通知し、法人又は施設

の是正・改善状況について、文書での報告を要

する。 

※不備・不適正の状況が、比較的著しいもの

であり、また、適正な法人または施設運営を確

保する観点から、法人理事会等への改善状況の

報告や市福祉総務課（監査指導担当）へ改善報

告の提出を求める必要性が高いもの。 

【B】その他の指摘事

項 

最低基準等関係法令・通達に違反する場合

（軽微なもの）を「その他の指摘事項」とする。 

文書により指摘内容を通知し、法人又は施設

の是正・改善状況について、文書での報告を要

する。 

※不備・不適正の状況が、比較的軽微であり、

社会福祉法人または施設において、自主的な是

正・改善措置をとることを指導するもの。 

※指導監査の目的は、不備・不適正な状況が

早期に是正・改善されることである。そのため、

単に不備・不適正の状態だけを評価することな

く、改善中または改善結果の状況、正当な理由
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なく改善を怠っている等改善姿勢、利用者処遇

への影響等にも十分留意し、支障が大きいと認

められる場合に【C】区分とする場合がある。 

【A】現場指導・助言 【B】を除く軽微なもので、口頭により指導・

助言を行うもの。 

 

文書により指摘内容を通知した法人又は施設の是正・改善状況については、概ね１月

の期限を付して監査対象法人等に文書での報告を求めているほか、必要に応じて職員を

派遣して、改善の状況を確認している。 

また、指導監査の実施結果及び社会福祉法人等に対し指摘をした事項に対する是正又

は改善の状況については、静岡市ホームページにて公開されている。 

 

平成 23 年度の社会福祉法人等の指導監査に当たっては、法人の体制整備や施設利用

者の処遇向上等の観点から、次の事項を重点に実施している。 

 

区分 重点項目 

社会福祉法人 （１）適正な法人運営の確保 

ア 理事会機能の充実 

イ 法人資産の適正な管理 

ウ 寄附金の取扱い 

エ 不祥事の未然防止 

（２）重大な問題を有する法人の指導 

（３）人材の確保と職員の資質向上のための取組み 

社会福祉施設 （１）防災体制の見直しと充実・強化 

（２）福祉サービスの質の向上 

（３）会計事務の適正化 

（４）職員の確保及び定着化 

（５）最低基準の遵守 
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平成 23年度における指導監査の実施状況及び実施結果は、以下のとおりである。 

 

平成 23年度 指導監査の実施状況及び実施結果 

平成 24年 3月末現在 

区    分 監査対象数 

実施数 
改善指摘事項 

一般監査 

一般 

監査 

特別 

監査 

文書 

指摘 

件数 

その他 

指摘 

件数 

社会福祉法人※ 22 16 0 2 10 

小計 22 16 0 2 10 

老人福祉施設 養護老人ホーム 2 2 0 0 0 

特別養護老人ホーム 33 33 0 13 24 

ケアハウス 7 7 0 1 0 

小計 42 42 0 14 24 

合計 64 58 0 16 34 

（出典：福祉総務課提供資料） 

※静岡市が所轄し、かつ老人福祉施設を運営する社会福祉法人に限る。 

 

上記のとおり、平成 23 年度の指導監査は、静岡市が所轄する社会福祉法人（老人福

祉施設を運営する社会福祉法人に限る。）22のうち、16法人に対して実地による一般監

査を実施し、また、静岡市内所在の 42 老人福祉施設に対して実地による一般監査を実

施している。 

指導監査の結果、概ね適正な運営が行われていたが、事務処理が適切でない事例や福

祉サ－ビスの向上に向けての取組が不十分な事例などが認められたため、文書指摘事項

16 件、その他の指摘事項 34件、合計 50 件の是正・改善を文書通知により求めている。 
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【基本的な考え方】 

 

社会福祉法人とは、民法 34 条に基づく公益法人から発展した特別法人であり、公益

性と非営利性という性格を備え、社会福祉サービスを国に代わって行う役割を担う代替

的な機能として設けられた法人のことをいう。このように、社会福祉法人は、極めて公

共性の高い組織であり、健全な社会福祉事業の経営と公正な法人運営を維持することが

求められているといえる。 

そのため、社会福祉法人は、所轄庁による指導監査を受ける必要があり、社会福祉法

人指導監査要綱により、その目的が下記のように記載されている。 

１．指導監査の目的 

  法人に対する指導監査は、社会福祉法第 56 条第１項の規定に基づき、関係法令、

通知による法人運営、事業運営についての指導監査事項について指導監査を行うこと

によって、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営の確保を図るものであるこ

と。 

（出典：「社会福祉法人指導監査要綱の制定について」（厚生労働省雇用均等・児童家庭

局長、社会・援護局長、老健局長連名通知 雇児発第 487 号・社援発第 1274 号・老発

第 273号 平成 13年７月 23日）） 

 

同じく老人福祉施設の指導監査についても、老人福祉制度における健全かつ適正な措

置等の実施の確保を図るため、法令等に基づく適正な事業実施に努めさせる事を目的に

老人福祉施設指導監査指針により、指導監査の目的が下記のように記載されている。 

第１ 目的 

この指導監査指針は、都道府県知事が、老人福祉法第 18 条の規定に基づき、養護

老人ホーム又は特別養護老人ホームの長（以下「老人福祉施設」という。）に対して

行う指導監査に関する基本事項を定めることにより、適正な事業運営及び施設運営を

図ることを目的とする。 

（出典：「老人福祉施設に係る指導監査について」（厚生省老人保健福祉局長 老発第

481号 平成 12年５月 12日）） 

 

上記のような、指導監査の目的を達成するためには、指導監査を実施する担当者は社

会福祉事業に関する関係法令や通知等に熟知していることはもちろんのこと、法人経営、

事業経営及び施設運営についての高度な専門知識が必要であることはいうまでもない。 

また、指導監査の担当者には、相当の実務経験が求められているといえる。なぜなら、

限られた監査時間内に問題点を発見し、その問題点に対して具体的な改善策を提案する

という能力が求められており、こういった能力は主に経験の積み重ねにより身に付くも

のだからである。 
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なお、社会福祉法人等に関する指導監査を実施するに当たり、監査人として求められ

る能力や監査調書の記載要件などについての基準等は特に定められていないが、公認会

計士の財務諸表監査における監査基準のうち参考となる事項を以下に抜粋する。 

第二 一般基準 

1 監査人は、職業的専門家として、その専門能力の向上と実務経験等から得られる知

識の蓄積に常に努めなければならない。 

5 監査人は、監査計画及びこれに基づき実施した監査の内容並びに判断の過程及び結

果を記録し、監査調書として保存しなければならない。 

（注）下線は監査人が付したものである。      （出典：監査基準） 

 

 社会福祉法人等の指導監査でも、その監査担当者は専門能力の向上と実務経験等から

得られる知識の集積に常に努めなければならないといえる。また、市民に対する説明責

任の観点から、実施した監査の内容並びに判断の過程及び結果を指導監査調書に記録し

なければならないといえる。 
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（１）指導監査調書の記載内容の十分性 

 

発見された問題点及び指導事項は、指導監査基準で示されている区分に従って、【C】

文書指摘事項、【B】その他の指摘事項、【A】現場指導・助言の３区分に分類される。こ

のうち、指導監査基準で示されている区分を判断するに当たって、その根拠が十分に記

載されていない事例を以下に記載する。 

 

ア．見積もり合わせによる随意契約 

 

【現状】 

 

随意契約に当たり、複数見積もりを取る基準等がない事例について、以下のとおり問

題点・指導事項として記載している社会福祉施設指導監査調書があった。 

 

Ａ特別養護老人ホーム 

問題点・指導事項 

複数業者からの見積もりの取得について、同じような金額でも、取っているものとい

ないものが混在していた。複数見積もりを取る基準等は特にないとのことであったた

め、昨年同様、金額や対象によって基準を決め、その中で支出管理をおこなうよう現場

指導した。 

（「社会福祉施設指導監査調書」より抜粋） 

 

複数業者からの見積もり合わせに関して、指導監査基準では下記の基準を定めている。 

 

項 目 着眼点 指導監査基準 区 分 

契約手続 価格による随意契約

は、２社以上の業者から

見積もりを徴し、比較し

ているか。 

価格による随意契約に

ついて、複数業者からの

見積もり合わせを行うこ

と。 

 

以下の金額以下の場合

は、複数業者からの見積

もり合わせを行うこと。 

１ 工事又は製造の請負

250万円以下 

２ 食料品・物品等の買

【C】文書指摘事

項 
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い入れ 160 万円以下 

３ 前各号に掲げるもの

以外 100万円以下 

※リース契約は合計契約

金額で上記３の扱い 

随意契約の際、契約業

者選定に当たって合理

的な理由を明確にして

いるか。 

契約業者選定に当たっ

て合理的な理由を明確に

すること。 

※特に高額な契約につい

ては、随契理由等の業者

選定経過を文書で記録し

（理事長稟議）、理事会報

告等が求められる。 

【B】その他の指

摘事項 

（「社会福祉法人・施設等会計編指導監査基準」より抜粋） 

 

複数業者からの見積もり合わせを実施していない場合、指導監査基準では文書指摘事

項に該当するが、昨年度同様に複数業者からの見積もり合わせを実施していない随意契

約があったものについて、現場指導として扱っている。 

 

監査人のコメント 

指導監査基準では、複数業者からの見積もり合わせを実施していない場合には、文書

指摘事項として扱うように定めている。今回、複数業者からの見積もり合わせを実施し

ていない随意契約があったにもかかわらず、文書指摘事項とせず現場指導とした判断の

根拠について合理的な説明を指導監査調書に記載する必要がある。 
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イ．契約の決裁権限 

 

【現状】 

 

契約手続に関して、決裁権限規程どおり決裁が行われていない事例について、以下の

とおり問題点・指導事項として記載している社会福祉施設指導監査調書があった。 

 

Ｂ特別養護老人ホーム 

問題点・指導事項 

平成 22年に行われた水道管補修工事（1,365,000 円）について、100万円を超える契

約金額であるが、契約書が作成されていなかったので、契約書を作成するよう指導した。

本来は文書指摘事項であるが、水道管が破裂し急を要する工事だったため契約書の作成

が間に合わなかったこと、及び 100万円を超える２件（介護システム向け情報処理機器

一式及び楪屋根葺き替え工事）については指名競争入札を行い適正に処理しており、水

道管補修工事のみ契約書が作成されていなかったことから、今回についてはその他指摘

とする。 

また、単独随意とした理由については、急を要する工事だったため、普段水道管の維

持管理をしている業者に依頼したとのこと。決裁にもその旨の記載があった。しかし、

定款施行細則において 100 万円を超える契約は理事長名義としているが、園長までしか

決裁をとっていなかったため、細則の通り適正に処理するよう現場指導した。 

（「社会福祉施設指導監査調書」より抜粋） 

 

契約手続に関して、指導監査基準では、決裁に関する明確な区分の記載はない。 

 

監査人のコメント 

社会福祉施設指導監査調書では、定款細則上、理事長の決裁が必要である契約につい

て、園長決裁しかとっていないが、現場指導として扱っている。今回、指摘事項とせず

現場指導とした判断の根拠について合理的な説明を指導監査調書に記載する必要があ

る。 
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ウ．寄附金 

 

【現状】 

 

寄附金の受領に際して、理事長承認が口頭で行われており、寄附金品台帳が作成され

ていない事例について、以下のとおり問題点・指導事項として記載している社会福祉施

設指導監査調書があった。 

 

Ｃ特別養護老人ホーム 

問題点・指導事項 

昨年度、寄付金を受領する際、理事長承認は口頭のみであったため、決裁により理事

長承認を得るよう現場指導したが、監査時に当該承認書類の確認が出来なかったので、

適正な書類管理を現場指導した。また、経理規程第 10 条の会計帳簿である寄附金品台

帳が作成されていなかったので作成するよう現場指導した。 

（「社会福祉施設指導監査調書」より抜粋） 

 

寄附金の受入手続に関して、指導監査基準では下記の基準を定めている。 

 

項 目 着眼点 指導監査基準 区 分 

寄附受入手

続 

寄附金品台帳を適切

に作成しているか。 

寄附金品台帳を作成す

ること。 

【C】文書指摘事

項 

寄附受領に際して、原

則として理事長の承認

を得ているか。 

寄附受領に際し、原則

として理事長の承認を得

ること。 

【B】その他の指

摘事項 

（「社会福祉法人・施設等会計編指導監査基準」より抜粋） 

 

 寄附金品台帳を作成しない場合には、指導監査基準では文書指摘事項に該当するが、

今回寄附金品台帳を作成していないにもかかわらず、現場指導として扱っている。 

また、寄附受領に際して理事長の承認がない場合には、指導監査基準ではその他の指

摘事項に該当するが、昨年度同様に口頭承認の状況に改善がみられないにもかかわらず、

現場指導として扱っている。 

 

監査人のコメント 

指導監査基準では、寄附金品台帳を作成していない場合には、文書指摘事項として扱

うように定めている。今回、寄附金品台帳を作成していないにもかかわらず、文書指摘

事項とせず現場指導とした判断の根拠について合理的に説明する必要がある。 
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また、指導監査基準では、寄附受領に際し、理事長の承認がない場合には、その他の

指摘事項とするように定めている。今回、理事長の承認を確認するための承認書類が作

成されていないこと、及び昨年度も同様の現場指導があったにもかかわらず改善されて

いない状況から、その他の指摘事項とせずに現場指導とした判断の根拠について合理的

な説明を指導監査調書に記載する必要がある。 

 

 

エ．法人本部経費 

 

【現状】 

 

 理事長の報酬の一部を施設経理区分で負担している事例について、以下のとおり問題

点・指導事項として記載している社会福祉施設指導監査調書があった。 

 

Ｄ特別養護老人ホーム 

問題点・指導事項 

理事長は常勤で、身分は本部付けであるにも関わらず、報酬の一部が施設経理区分か

ら支出されていた。この点について、過去の調書を確認したところ、以前は施設と兼務

していたために按分（法人業務が 20 万円、それ以外は施設負担）していたものが、そ

のままになってしまったようである。施設の担当者によれば、平成 18 年度の指導監査

において市側の指導があり現在に至っているとのことであった。施設に籍が無い以上、

施設経理区分で理事長報酬を負担するべきではないので、本部経理区分で負担するよう

平成 22年度に現場指導したが、平成 23年度監査においても同様であった。その点につ

いて、再度、話をしたら、平成 18 年度に指導を受けたもので、職員が変わる都度、指

導内容が変わるのは納得いかないということであった。過去の指導を法人が錯誤して理

解したかどうかの真意は明らかではないが、現在は、施設会計で支出しているので、施

設に籍がある事を前提に職務内容を明確にする必要がある旨を告げたが、理事長は全て

に係るのでその必要性はないとの主張であった。丁寧に説明したが平行線のままで話は

終わった。 

（「社会福祉施設指導監査調書」より抜粋） 
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法人役員の報酬等の経理区分に関して、指導監査基準では下記の基準を定めている。 

 

項 目 着眼点 指導監査基準 区 分 

法人本部経

費 

理事会、評議員会の運

営に係る経費、法人役員

の報酬等、その他経理区

分に属さないものを法

人本部に係る経費とし

て計上しているか。 

理事会、評議員会の運

営に係る経費、法人役員

の報酬等について、法人

本部の経費として計上す

ること。 

【B】その他の指

摘事項 

（「社会福祉法人・施設等会計編指導監査基準」より抜粋） 

 

理事長の報酬等を法人本部の経費として計上しない場合には、指導監査基準ではその

他の指摘事項に該当するが、今回理事長の報酬の一部を施設会計の経費として計上して

いるにもかかわらず、説明をしたままで終わっている。 

 

監査人のコメント 

指導監査基準では、理事長の報酬を法人本部の経費として計上していない場合には、

その他の指摘事項として扱うように定めている。今回、理事長の報酬の一部を施設会計

の経費として計上しているにもかかわらず、その他の指摘事項とせず説明のみにとどめ

た判断の根拠について合理的な説明を指導監査調書に記載する必要がある。 
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オ．減価償却方法の選択適用 

 

【現状】 

 

固定資産の減価償却方法について、経理規程上、定額法を採用しているにもかかわら

ず、定率法と定額法を混在している事例について、以下のとおり問題点・指導事項とし

て記載している社会福祉施設指導監査調書があった。 

 

Ｅ特別養護老人ホーム 

問題点・指導事項 

減価償却について、固定資産の償却方法が資産の種類により、定率法（構築物・器具

備品）と定額法（建物・車両運搬具）混在していた。経理規程においては、当法人は定

額法を採用しており、残存価額ゼロ、備忘価額１円となっている。会計アドバイザーの

会計士に確認を行ったところ、原則は取得時に遡って、定額法で減価償却費を計算し、

定率法と差額を平成 23 年度で修正するとのことであるが、簡便的方法として過去の修

正はせず、平成 23 年度から定額法で計算をおこなう方法も考えられるということであ

るので、適切な減価償却を行うよう現場指導した。 

（「社会福祉施設指導監査調書」より抜粋） 

 

固定資産の減価償却に関して、指導監査基準では下記の基準を定めている。 

 

項 目 着眼点 指導監査基準 区 分 

減価償却 その他減価償却は適

切に行われているか。 

減価償却を適切に行うこ

と。 

・減価償却資産の償却方法は

原則として定額法とするが、

これによりがたい場合には定

率法によることができるもの

とする。 

【C】文書指

摘事項 

（「社会福祉法人・施設等会計編指導監査基準」より抜粋） 

 

減価償却を適切に行っていない場合には、指導監査基準では文書指摘事項に該当する

が、今回、構築物と器具備品について、経理規程の定めと違う定率法を採用しているに
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もかかわらず、現場指導として扱っている。 

 

監査人のコメント 

指導監査基準では、固定資産の減価償却が適切に行われていない場合には、文書指摘

事項として扱うように定めている。今回、経理規程上、固定資産の減価償却方法は定額

法を採用することが明記されていたが、構築物と器具備品の減価償却方法について定率

法を採用し適切に減価償却が行われていないにもかかわらず、文書指摘事項とせず現場

指導とした判断の根拠について合理的な説明を指導監査調書に記載する必要がある。 

 

 

カ．減価償却未実施 

 

【現状】 

 

減価償却を行っていない固定資産があった事例について、以下のとおり問題点・指導

事項として記載している社会福祉施設指導監査調書があった。 

 

Ｆケアハウス 

問題点・指導事項 

平成 23年３月に購入したベッドについて、固定資産管理台帳には記載されていたが、

減価償却がされていなかったため、適正に処理するよう現場指導した。 

なお、昨年度その他の指摘であった減価償却の残存価額については、経理規程通りの

処理をしており改善済であった。 

（「社会福祉施設指導監査調書」より抜粋） 

 

固定資産の減価償却に関して、「オ．減価償却方法の選択適用」に記載のとおり、指

導監査基準が定められている。 

 

減価償却を適切に行っていない場合には、指導監査基準では文書指摘事項に該当する

が、今回、減価償却が行われていない固定資産があったにもかかわらず、現場指導とし

て扱っている。 

 

監査人のコメント 

指導監査基準では、固定資産の減価償却が適切に行われていない場合には、文書指摘

事項として扱うように定めている。今回、減価償却が行われていない固定資産があり、

適切な減価償却費が計上されていないにもかかわらず、文書指摘事項とせず現場指導と
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した判断の根拠について合理的な説明を指導監査調書に記載する必要がある。 

 

 

キ．防災備蓄品 

 

【現状】 

 

防災備蓄品としての飲料水が定員分備蓄されていない事例について、以下のとおり問

題点・指導事項として記載している社会福祉施設指導監査調書があった。 

 

Ｇ特別養護老人ホーム 

問題点・指導事項 

昨年の監査において、防災備蓄品について、管理簿等が作成されておらず防災備蓄品

の保管状況が不備なので、適切に保管するよう指導を受けたことに対し、23 年度より

災害時備蓄品チェックリストを作成し１ケ月毎に点検を行っていた。しかし、飲料水の

備蓄については、現状 132 リットルで、定員分（24人×３リットル×３日間＝216リッ

トルは満たしていなかったため、計画的に飲料水の確保をするよう現場指導した。 

（「社会福祉施設指導監査調書」より抜粋） 

 

Ｈ軽費老人ホーム 

問題点・指導事項 

飲料水の備蓄について、現状 660リットルで、定員分（100 人×３リットル×３日間

＝900リットル）は満たしていなかったため、計画的に飲料水の確保をするよう現場指

導した。 

（「社会福祉施設指導監査調書」より抜粋） 

 

防災備蓄品の保存量に関して、指導監査基準では下記の基準を定めている。 

 

項 目 着眼点 指導監査基準 区 分 

防災備蓄の

状況 

防災備蓄品が適切に

保管されているか。 

防災備蓄品（食料、飲

料水）の保存量が不足な

ので、適切に保存するこ

と。 

【B】その他の指

摘事項 

（「社会福祉施設等運営編指導監査基準」より抜粋） 

 

防災備蓄品としての飲料水の保存量が不足している場合、指導監査基準ではその他の
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指摘事項に該当するが、今回、防災備蓄品としての飲料水の保存量が定員分保存されて

いないにもかかわらず、現場指導として扱っている。 

 

監査人のコメント 

指導監査基準では、防災備蓄品の保存量が不足している場合には、その他の指摘事項

として扱うように定めている。今回、防災備蓄品としての飲料水の保存量が定員分保存

されていないにもかかわらず、その他の指摘事項とせず現場指導とした判断の根拠につ

いて合理的な説明を指導監査調書に記載する必要がある。 

 

 

ク．苦情処理体制 

 

【現状】 

 

苦情受付等の事務処理に不備がある事例について、以下のとおり問題点・指導事項と

して記載している社会福祉施設指導監査調書があった。 

 

Ｉ養護老人ホーム 

問題点・指導事項 

苦情件数が少ない理由として、入所者が文書にするのが面倒なため、口頭で言ってく

るとの説明を受けた。内容を検討し、苦情受付等の事務処理をするように現場指導した。 

（「社会福祉施設指導監査調書」より抜粋） 

 

苦情解決の取組に関して、指導監査基準では下記の基準を定めている。 

 

項 目 着眼点 指導監査基準 区 分 

苦情解決の

取組 

苦情内容等の記録簿

を整備しているか。 

苦情内容や解決につい

ての記録簿を整備するこ

と。 

【B】その他の指

摘事項 

（「社会福祉施設等運営編指導監査基準」より抜粋） 

 

入所者の口頭での苦情については、苦情受付簿へ記載していなかったため、現場指導

としている。 

苦情解決の取組として、苦情内容や解決についての記録簿が整備されていることを確

認することが指導監査基準で求められているおり、整備されていない場合には、その他

の指摘事項となる。 
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監査人のコメント 

今回、指導監査の過程で、苦情件数が少ない理由として入所者の口頭での苦情を苦情

受付簿に記載していないことが判明した。この事実は、苦情受付簿は備え付けられてい

るものの、全ての苦情を苦情受付簿に記録しその解決を図るという、苦情解決への取組、

意識が充分でないことを示している。 

指導監査基準では、苦情内容や解決について記録簿が整備されていない場合には、そ

の他の指摘事項として取り扱うようにとの定めがある。なぜ、現場指導にしたのかその

判断の根拠について、合理的な説明を指導監査調書に記載する必要がある。 

 

 

以上、「ア．見積もり合わせによる随意契約」から「ク．苦情処理体制」までに記載

した監査人のコメントを総括した指摘事項を下記に示す。 

 

【指摘事項】 

 

【基本的な考え方】で記載したとおり、市民に対する説明責任を果たすために、実施

した指導監査の内容並びに判断の過程及び結果を指導監査調書に記録しなければなら

ないと考える。 

指導監査の過程で把握された問題点・指導事項については、指導監査基準に定めた区

分と異なる判断をしたことについて、根拠を明確に指導監査調書に示していない事例が

散見された。今後は、判断した根拠を明確に指導監査調書に記載する必要がある。 
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（２）指導監査の専門性の十分性 

 

問題点及び指導事項は、指導監査基準で示されている区分に従って、【C】文書指摘事

項、【B】その他の指摘事項、【A】現場指導・助言の３区分に分類される。このうち、指

導監査基準で示されている区分を判断するに当たって、指導監査に関する専門的な見地

からの検討が十分でない（指導監査調書から十分な検討を実施したことが読み取れない

ものを含む。）と判断された事例を以下に記載する。 

 

ア．特別利害関係者との随意契約 

 

【現状】 

 

 社会福祉法人の理事長が代表取締役社長を務める会社と、給食業務を委託契約してい

る事例について、以下のとおり問題点・指導事項として社会福祉施設指導監査調書に記

載があった。 

 

Ｊ特別養護老人ホーム 

問題点・指導事項 

給食業務の委託について、㈱Ｋ社と㈱Ｌ社の２社による随意契約により決定を行って

いた。本来であれば、入札をおこなうべきところであるが、プロポーザルによる企画書

に差がなかったことから、随意契約により行ったとの説明であった。また、この契約に

ついては施設開所前となることから、法人本部で意思決定が行われており、契約を行っ

た㈱Ｋ社の当時の代表取締役は現Ｊ特別養護老人ホームの理事会理事長であり、当時の

理事長等利害関係人が理事会の審議に加わっていないかどうか等については、法人所管

である国が行う監査により確認を行うことになる。この契約に係る理事長までの決裁は

施設に保管されていたが、随意契約とする合理的理由が明確でなかった。本来は文書に

よる指摘となるところであるが、この契約については法人本部で行っているものである

ことから、今後、このような契約を行う場合には、理由を明確にするよう現場指導とし

た。また、契約を自動更新としていることから、更新については随時他社との比較を行

い、適正な更新を行うよう説明した。 

（「社会福祉施設指導監査調書」より抜粋） 

 

上記の給食業務の委託契約は、理事会理事長が代表取締役社長を務める会社と契約を

締結しているため、理事会理事長は特別利害関係者に該当する。特別利害関係者との契

約について、指導監査基準では下記の基準を定めている。 
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項 目 着眼点 指導監査基準 区 分 

議  決 議決が定款の定めに

従って、有効に成立して

いるか。 

理事会の決議につい

て、特別の利害関係を有

する理事が、その議事の

議決に加わっている。 

【C】文書指摘事

項 

（「社会福祉法人指導監査基準」より抜粋） 

 

当社会福祉法人は、法人の所管が国であるため、理事会の決議に特別利害関係者であ

る理事会理事長が加わっていないかどうかの確認は国の監査で行われるとの理由で、そ

の確認までは行われていない。 

 

また、上記の給食業務の委託契約は、随意契約としての合理的な理由がないとの現場

指導を実施したとの記載があるが、この場合について指導監査基準では下記の基準を定

めている。 

 

項 目 着眼点 指導監査基準 区 分 

契約手続 高額な契約について、

原則として競争入札を

行っているか。 

原則として、競争入札

を行うこと。（契約金額

500万円以上） 

【C】文書指摘事

項 

価格による随意契約

は、２社以上の業者から

見積もりを徴し、比較し

ているか。 

価格による随意契約に

ついて、複数業者からの

見積もり合わせを行うこ

と。 

【C】文書指摘事

項 

随意契約の際、契約業

者選定にあたって合理

的な理由を明確にして

いるか。 

契約業者選定にあたっ

て合理的な理由を明確に

すること。 

※特に高額な契約につ

いては、随契理由等の業

者選定経過を文書で記録

し（理事長稟議）、理事会

報告等が求められる。 

【B】その他の指

摘事項 

（「社会福祉法人・施設等会計編指導監査基準」より抜粋） 

 

合理的な理由のない随意契約は、指導監査基準では、その他の指摘事項に該当するが、

法人本部で行っている契約との理由で、現場指導として扱っている。 
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監査人のコメント 

法人本部と特別利害関係者である理事長との取引は、対等な立場で行われているとは

限らず、恣意性の介入する余地があり、取引条件によっては社会福祉法人の財政状態、

施設の運営及び資金の状況に重要な影響を及ぼすことがある。このようなリスクの高い

取引であるにもかかわらず、法人本部で行っている契約との理由で、現場指導として扱

っている。 

施設の指導監査は静岡市が所管しており、原則、施設の給食業務契約が適正かどうか

の確認は、市が行うべきである。当該業務契約の取引条件が、一般の取引条件と比較し

て、著しく不利な取引条件ではないことを確認する必要があると考える。このような取

引条件を確認のうえ、指導監査基準の区分を判断する必要がある。 

 

 

【指摘事項】 

 

国が所管する社会福祉法人の指導監査は、その実施にあたって事前に国から直近の指

導監査結果の資料を提出するように求められている。その資料提供を通じて、市の把握

している問題点・指導事項等の情報提供が国に対して行われている。 

当該社会福祉法人は、その所管が国であるが、国による法人指導監査の実施時期は、

翌年度にあたる平成 24年度を予定しているとのことであった。そのため、平成 23年度

に発見された問題点・指導事項等の情報提供は平成 24 年度になってしまうことになる。

つまり、発見された問題点・指摘事項等が、改善する必要がある事項であっても、その

改善が早くて２年後となってしまうことを意味する。 

今回発見された特別利害関係者との委託契約であるが、理事長が理事会の議決に加わ

っていれば、文書指摘事項になる重要な発見事項であるといえる。このような重要な発

見事項については、国による指導監査が平成 24年度に実施が予定されている場合でも、

平成 23 年度において国に情報提供する必要があったと考える。原則、法人監査は年１

回実施することになっているが、特に大きな問題が認められない場合には、２年に 1回

の実施が認められている。しかし、平成 23 年度に静岡市が国に情報提供していたなら

ば、国の判断によるものの、平成 23 年度において法人監査を実施する可能性はあった

のではないだろうか。 

今後、文書指摘事項となる可能性のある重要な発見事項については、発見された年度

内に、適時に国に対して情報提供する必要がある。 
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イ．ソフトウェア 

 

【現状】 

 

会計ソフトを器具備品として処理している事例について、以下のとおり問題点・指導

事項として記載している社会福祉施設指導監査調書があった。 

 

Ｋ特別養護老人ホーム 

問題点・指導事項 

会計ソフトを平成 23年２月に 84万円（数量２）で購入しているが、固定資産の器具

備品として計上されていた。正しくはその他固定資産（無形固定資産）と考えられるた

め訂正しておくよう現場指導した。 

（「社会福祉施設指導監査調書」より抜粋） 

 

固定資産の減価償却に関して、指導監査基準では下記の基準を定めている。 

 

項 目 着眼点 指導監査基準 区 分 

減価償却 耐用年数の設定は適

正か。 

耐用年数の設定を適正

に行うこと。 

【B】その他の指

摘事項 

（「社会福祉法人・施設等会計編指導監査基準」より抜粋） 

 

会計ソフトを固定資産の器具備品として処理しているが、無形固定資産として処理す

る必要があると現場指導している。また、無形固定資産として処理する場合には、減価

償却費は耐用年数５年の定額法で計算する必要があるが、減価償却費の計算が適正に行

われているかどうかについて検討されていない。 

耐用年数が適正でない場合、指導監査基準ではその他の指摘事項に該当することにな

る。 

 

監査人のコメント 

指導監査基準では、耐用年数の設定が適正に行われていない場合には、その他の指摘

事項として扱うように定めている。今回、器具備品として計上されている会計ソフトを

無形固定資産として計上するべきとの現場指導はしているものの、無形固定資産として

の適正な耐用年数が設定されているかどうかの確認をする必要がある。 
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ウ．建設仮勘定 

 

【現状】 

 

固定資産の取得が完了しているにもかかわらず、仮勘定のままで適切な科目振替を行

っていない事例について、以下のとおり問題点・指導事項として記載し、その他の指摘

事項として区分している社会福祉施設指導監査調書があった。 

 

Ｌ特別養護老人ホーム 

問題点・指導事項 

21年度末から 22 年度にかけて、厨房の改修工事を行っている。22年度決算における

固定資産取得支出について、固定資産管理台帳上の取得額と決算における取得額とに差

額が生じていた。これは、21 年度の仮勘定分が管理台帳上反映されていなかったもの

と考えられる。また、固定資産取得支出のうち、建設仮勘定支出が 29,224,786 円計上

されているが、本来、固定資産の取得が完了した時点で、それぞれの適切な費目へ振り

分けを行い、処理されるべきところであるが、仮勘定支出の費目のままで支出の処理が

行われていた。そのため、仮勘定支出の中に建物取得支出や器具備品取得支出が混在し

ており、また、予算（中区分）に対しても支出超過や多額の執行残という状況となって

いた。次期決算時には、支出決算額と管理台帳との確認を行い、適切な勘定科目への計

上を行うように指導した。 

その他の指摘事項 

適切でない勘定科目を使用しているので、是正すること。 

（「社会福祉施設指導監査調書」より抜粋） 

 

固定資産の減価償却に関して、指導監査基準では下記の基準を定めている。 

 

項 目 着眼点 指導監査基準 区 分 

減価償却 耐用年数の設定は適

正か。 

耐用年数の設定を適正

に行うこと。 

【B】その他の指

摘事項 

減価償却計算は、原則

として個別の資産ごと

に行っているか。 

減価償却計算は、個別

の資産ごとに行うこと。 

【B】その他の指

摘事項 

会計年度の中途で取

得した固定資産に係る

減価償却の計算は、当該

資産について計算され

会計年度の中途で取得

した固定資産に係る減価

償却計算について、適正

に月数按分すること。 

【B】その他の指

摘事項 
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る年間減価償却額を月

数按分しているか。 

その他減価償却は適

切に行われているか。 

減価償却を適切に行う

こと。 

【C】文書指摘事

項 

（「社会福祉法人・施設等会計編指導監査基準」より抜粋） 

 

固定資産の取得が完了した時点で、建設仮勘定から建物や器具備品などの適切な科目

に振り替える必要がある事項を、適切でない勘定科目を使用しているので是正する旨の

その他の指摘事項としている。 

建設仮勘定から建物や器具備品などの固定資産に振り替えが行われていない場合、減

価償却を実施していない可能性が高いと想定される。その点について指導監査調書では

検討された記載はなかった。減価償却に関する指導監査基準での検討事項を示すと下記

のとおりである。 

① 耐用年数の設定は適切か。 

 ② 個別の資産ごとに減価償却を行っているか。 

 ③ 中途での取得であれば適正に月数按分により減価償却を行っているか。 

 ④ ①～③の事項を含めて適切に減価償却を行っているか。 

減価償却が適切に行われていない場合、指導監査基準では文書指摘事項に該当するこ

とになる。 

 

監査人のコメント 

指導監査基準では、減価償却が適切に行われていない場合には、文書指摘事項として

扱うように定めている。今回、適切な勘定科目を使用するようにとその他の指摘事項と

して扱っているが、適切な減価償却が行われているかどうかの確認をする必要がある。 
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エ．高額な契約手続 

 

【現状】 

 

500 万円以上の契約であるが、３社見積もりの契約手続を進めている事例について、

以下のとおり問題点・指導事項として記載している社会福祉施設指導監査調書があった。 

 

Ｍ特別養護老人ホーム 

問題点・指導事項 

平成 22 年度において、リフト式浴槽２台とパーソナル浴槽１台をセットで㈱Ｎ社か

ら 5,785,500 円で購入していたが、（３社見積もり）請求書のみの支払で、契約書を作

成していなかった。契約金額が 100 万円を超える場合には、契約書を作成するよう指導

した。 

（「社会福祉施設指導監査調書」より抜粋） 

 

契約手続に関して、指導監査基準では下記の基準を定めている。 

 

項 目 着眼点 指導監査基準 区 分 

契約手続 高額な契約について、

原則として競争入札を

行っているか。 

原則として、競争入札

を行うこと。（契約金額

500万円以上） 

【C】文書指摘事

項 

随意契約の際、契約業

者選定にあたって合理

的な理由を明確にして

いるか。 

契約業者選定にあたっ

て合理的な理由を明確に

すること。 

※特に高額な契約につ

いては、随契理由等の業

者選定経過を文書で記録

し（理事長稟議）、理事会

報告等が求められる。 

【B】その他の指

摘事項 

（「社会福祉法人・施設等会計編指導監査基準」より抜粋） 

 

随意契約によることができる場合の一般的な基準 

 

ア 売買、賃貸借、請負その他の契約でその予定価格が別表に掲げる契約の種類に応じ

同表右欄に定める額を超えない場合 

イ 契約の性質又は目的が競争入札に適さない場合 
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ウ 緊急の必要により競争に付することができない場合 

エ 競争入札に付することが不利と認められる場合 

オ 時価に比して有利な価格等で契約を締結することができる見込みのある場合 

（「社会福祉法人・施設等会計編指導監査基準」より抜粋） 

 

社会福祉施設指導監査調書上、契約金額 500 万円以上の高額な契約であるにもかかわ

らず、随意契約している理由の合理性について検討した記載がされていない。指導監査

基準上、随意契約の理由の合理性が明確でない場合には、その他の指摘事項となる。 

また、高額な契約の場合、競争入札をせず随意契約によることができる場合の一般的

な基準に照らして、合理的な判断をする必要があるが、その検討についての記載もない。

合理性がなく、競争入札を実施する必要があると判断されれば、文書指摘事項となる。 

 

監査人のコメント 

指導監査基準では、500万円以上の高額な契約については、競争入札を実施する必要

がある旨の記載があり、準拠していない場合には文書指摘事項として扱うよう定めてい

る。今回、随意契約を実施していることについて、合理的な理由があるのかどうか確認

する必要がある。 

また、指導監査基準では、高額な契約について随意契約をする場合、業者選定の合理

性について理由を明確にすることが求められており、準拠していない場合にはその他の

指摘事項として扱うように定めている。今回、随意契約の業者選定についての合理的な

理由が明確かどうか確認する必要がある。 
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オ．遺留金品 

 

【現状】 

 

遺留金品の引渡しに際し、入所者名義の通帳を施設が解約している事例について、以

下のとおり問題点・指導事項として記載している社会福祉施設指導監査調書があった。 

 

Ｏ特別養護老人ホーム 

問題点・指導事項 

遺留金品の引渡しに際し、入所者名義の通帳を施設が解約し、現金にして身元引受人

に引き渡しているとの説明であった。施設としては、身元引受人に対するサービスとし

て行っているとのことであったが、本来、入所者名義の通帳を施設が解約することは望

ましくない旨を伝えるとともに、身元引受人から依頼があった場合にも、依頼書等を徴

した上で手続きを行うことが望ましい旨を伝え、今後の遺留金品の取扱いについて検討

するよう現場指導した。 

（「社会福祉施設指導監査調書」より抜粋） 

 

遺留金品の引渡しに関して、指導監査基準では下記の基準を定めている。 

 

項 目 着眼点 指導監査基準 区 分 

遺留金品の

引渡し 

遺留金品発生時に遺

留金品一覧表を作成し

ているか。 

遺留金品一覧表を作成

すること。 

【B】その他の指

摘事項 

遺留金品の引渡しに

際し、受領書を作成・保

存しているか。 

遺留金品の引渡しに際

し、受領書を作成し保存

すること。 

【B】その他の指

摘事項 

（「社会福祉施設等運営編指導監査基準」より抜粋） 

 

指導監査基準上、遺留金品の引渡しに関して、身元引受人からの依頼書等の入手をせ

ずに入所者名義の通帳を施設が解約する場合の取扱いについて明確な区分の記載はな

い。 

 

監査人のコメント 

指導監査基準では、身元引受人からの依頼書等の入手の必要性について定められてい

ないが、身元引受人からの依頼がなく入所者名義の通帳を施設側が解約することは、法
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律的に問題があるのではないだろうか。このような行為は、不正行為の温床にもつなが

ると考えらる。 

平成 24 年度の指導監査で改善されていることが確認されているものの、必ず改善す

る必要がある事項であり、文書指摘事項、またはその他の指摘事項として改善を求める

べきであったと考える。今後、このような指導監査基準に定めがない問題事項が発見さ

れた場合、その重要性を検討のうえ、適切に指導する必要がある。 

 

 

カ．運営状況 

 

【現状】 

 

資金繰りが厳しく、静岡市として適切な指導が必要であるとしている事例について、

以下のとおり問題点・指導事項として記載している社会福祉施設指導監査調書があった。 

 

Ｐ特別養護老人ホーム 

問題点・指導事項 

ユニット型特養を開所するにあたり、Ｑ特別養護老人ホーム同様に建物は完成した

が、介護職員の確保ができず、開所時期が遅れた新聞報道経緯があり、また、入札に関

してよくない噂があった。そして、福祉医療機構への借入金償還については、当初償還

計画にある元金償還については一度も履行されず、毎月償還する方法に変更契約を締結

している。この施設整備については中長期的な計画、償還計画、財源等にどのように検

討をしたのか、市、法人ともに疑問を残し、運営している。そのため、資金繰りが厳し

いとの話もあり、当期活動収支差額においても過去数年に渡りマイナスの状態であっ

た。平成 22年度決算は 18,767千円のプラスに転じたが、以前厳しい状態は継続してい

るため、市としては今後も適切な指導が必要であると考えられる。 

（「社会福祉施設指導監査調書」より抜粋） 

 

施設の運営状況に関して、指導監査基準では下記の基準を定めている。 

 

項 目 着眼点 指導監査基準 区 分 

運営状況 社会福祉事業を行う

ための必要な資金は確

保されているか。 

社会福祉法人の収入を

公益事業（関係法令によ

り認められた事業を除

【C】文書指摘事

項 
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社会福祉法人の収入

を公益事業（関係法令に

より認められた事業を

除く。）又は収益事業の

支出に充てていないか。 

く。）又は収益事業に支出

しているので、是正する

こと。 

 

（「社会福祉法人指導監査基準」より抜粋） 

 

指導監査基準上、着眼点では「社会福祉事業を行うための必要な資金は確保されてい

るか」という記載があるが、資金繰りが厳しい状況についての取扱いについて明確な区

分の記載はない。 

 

監査人のコメント 

指導監査基準では、資金繰りが厳しい状況に関して、区分をどうするかについて特に

定められていない。しかしながら、安定した施設運営をするためには資金繰りの改善は

必要不可欠であると考える。 

監査指導担当者のヒヤリングにおいて、毎月、月次報告書を提出させるなどの確認を

しているとの説明があったものの、資金繰り改善に向けて適切な指導が必要であると判

断するのであれば、文書指摘事項、又はその他の指摘事項として正式に改善を求める必

要がある。 

 

 

キ．出張命令 

 

【現状】 

 

出張命令についての決裁が旅費規程と実態とで相違している事例について、以下のと

おり問題点・指導事項として記載している社会福祉施設指導監査調書があった。 

 

Ｒ特別養護老人ホーム 

問題点・指導事項 

出張命令について、施設職員については施設長が行い、施設長については財務部長が

行っていたが、旅費規程では常務理事もしくは財務部長専決（管理職以外）となってお

り、細則では決裁区分は係長以下は会計課長・財務部長となっていた。２年前の監査で

も現場指導しており、現在細則の変更を検討しているとのこと。規程と事務処理との差

異を無くすよう現場指導した。 

また、出張伺・命令書について、出張に行った後に命令を出したものや、施設長が出



 

109 

張する際に出張命令を行う部長の押印が漏れたものが見受けられたため、適切に処理を

行うよう現場指導した。 

（「社会福祉施設指導監査調書」より抜粋） 

 

指導監査基準上、出張命令に関する記載はない。 

 

出張命令の決裁の実態が、旅費規程の内容と相違している。前回に引き続き改善され

ていないため、今回も現場指導として扱っている。 

 

監査人のコメント 

指導監査基準では、出張命令に関する具体的な取扱いは定められていない。今回も昨

年度に引き続き、出張命令の決裁が旅費規程の内容と相違している状況となっている。

たとえ、指導監査基準に具体的な定めがなくとも、規程違反の事実であることの重要性

を判断のうえ、適切に文書指摘事項、またはその他の指摘事項として正式に改善を求め

る必要がある。 

 

 

以上、「ア．特別利害関係者との随意契約」から「キ．出張命令」までに記載した監

査人のコメントを総括した指摘事項を下記に示す。 

 

【指摘事項】 

 

【基本的な考え方】で記載したとおり、指導監査は、関係法令及び関係指導指針等に

ついて十分な知識と経験に基づいた専門性の高い見地から実施されなければならない

といえる。 

指導監査の過程で把握された問題点・指導事項のうち、判断の指針となる指導監査基

準に明確に記載がない事項について、関係法令及び関係指導指針等について十分な知識

と経験に基づいた専門性の高い見地から検討されていない、または検討されたかどうか

指導監査調書に記載していない事例が散見された。今後は、指導監査基準に明確に記載

がない問題点・指導事項については、高い専門性の見地から判断を実施するとともに、

指導監査調書に明確に判断の根拠を記載する必要がある。 
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（３）指導監査体制の強化 

 

【現状】 

 

ア．指導監査の実施状況 

 

「（１）指導監査調書の記載内容の十分性」、及び「（２）指導監査の専門性の十分性」

で記載した指摘事項から、指導監査の実施状況について、整理すると次のとおりとなる。 

 

「（１）指導監査調書の記載内容の十分性」で記載されている事例から、把握された

問題点・指導事項については、指導監査基準に定めた区分と異なる判断したことについ

て、根拠を明確に指導監査調書に示していない事例が散見された。 

 

「（２）指導監査の専門性の十分性」で記載されている事例から、把握された問題点・

指導事項については、調査項目ごとに定められた関係法令及び関係指導指針等について

十分な知識と経験に基づいた専門性の高い見地から検討されていない、または検討され

たかどうか指導監査調書に記載していない事例が散見された。 

 

イ．監査指導担当者の在籍年数、資格保有及び実務経験の状況 

 

静岡市の福祉部福祉総務課の監査指導担当者（平成 23年４月１日現在）の在籍年数、

保有資格及び実務経験は、以下のとおりである。 

 

監査指導担当者の在籍年数、保有資格及び実務経験の状況 

職名 人数 在籍年数 保有資格の状況 実務経験 

参事兼統括主幹 １名 ３年 無し 監査委員事務局 

３年 

副主幹 １名 ２年 社会福祉主事 無し 

主査 １名 ２年 無し 葵区高齢介護課 

５年 

主任薬剤師 １名 ３年 薬剤師 無し 

主任主事 １名 ０年 無し 無し 

主事 １名 ０年 社会福祉主事、社会福祉士、

精神保健福祉士、日商簿記２

級 

無し 
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上記のデータから、監査指導担当者のうち参事兼統括主幹、及び主任薬剤師を除くと

３年未満の経験年数の担当者で占められていることがわかる。平均在籍年数も 1.7年と、

２年未満となっている。 

資格保有者は、副主幹、主任薬剤師及び主事の３名であり、残りの３名は保有してい

る資格は無いことがわかる。 

実務経験者は、参事兼統括主幹及び主査の２名であり、残りの４名は実務経験が無い

ことがわかる。 
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ウ．社会福祉法人の新会計基準 

 

平成 23年７月 27日に「社会福祉法人会計基準の制定について」（雇児発 0727第１号、

社援発 0727 第１号、老発 0727 第１号）が公表され、平成 24 年４月から新会計基準の

適用が可能となっており、平成 27 年３月末にはすべての社会福祉法人で適用されるこ

とになっている。 

この新会計基準は、法人全体の財務状況を明らかにし、経営分析を可能とするととも

に外部への情報公開に資することを目的としている。この新会計基準の特徴のひとつと

して、公益法人会計基準を参考にしながら、企業会計基準と同様の以下の会計手法が導

入されていることがあげられる。 

 

（ア）１年基準（ワン・イヤー・ルール）  

→ 貸付金、借入金等の債権債務は、決算日翌日から１年以内に入金・支払の期

限が来るものを流動資産・負債とし、１年を超えるものを固定資産・負債と

する基準 

（イ）金融商品の時価会計  

→ 金融商品を期末の時価で再評価し、財務諸表に計上する手法 

（ウ）リース会計  

→ 耐用年数の大半の期間をリース契約で使用する機械など、リース物件を資産

として、リース債務を負債として財務諸表に計上する手法 

（エ）退職給付会計  

→ 将来発生する退職給付額と積み立てた年金資産の差額等を財務諸表に計上す

る手法 

（オ）減損会計  

→ 固定資産の価値の下落を財務諸表に計上する手法 

（カ）税効果会計  

→ 収益事業を実施する法人において、税負担の額を適切に期間配分して財務諸

表に計上する手法 

（「社会福祉法人の新会計基準について」（平成 23 年７月 27日 厚生労働省雇用均等・

児童家庭局、社会・援護局、障害保健福祉部、老健局）より抜粋） 

 

このように企業会計基準と同様の新たな会計手法の導入は、財務・会計分野に関する

高い専門能力が、監査担当者に求められてくる。 
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【指摘事項①】 

 

「【現状】ア．指導監査の実施状況」で述べたとおり、指導監査の実施状況は以下の

２つの視点で十分ではない状況にあるといえる。 

 

①指導監査の過程で把握された問題点・指導事項は、指導監査基準に定めた区分に従

って適切に判断している根拠を明確に指導監査調書に記載しているか。 

②指導監査は、調査項目ごとに定められた関係法令及び関係指導指針等について十分

な知識と経験に基づいた専門性の高い見地から実施されているか。 

 

このように十分とはいえない実施状況にあることから、社会福祉法人等の指導監査の

体制をより強化して、指導監査の水準をさらに引き上げる必要があると考える。 

十分とはいえない実施状況にある大きな要因として、指導監査を実施する担当者の調

査項目に関する十分な知識及び経験に基づいた専門性が十分でないことが考えられる。

このことは、「【現状】イ．監査指導担当者の在籍年数、資格保有及び実務経験の状況」

で述べたとおり、指導監査担当者の在籍年数は長くて３年、平均在籍年数は 1.7年であ

り、指導監査を長期間経験している人材が少ない状況にあることからも裏付けられる。 

 

【基本的な考え方】でも記載したとおり、社会福祉法人等の指導監査は、社会福祉事

業に関する関係法令や通知等に熟知したうえ、法人経営、事業経営及び施設運営につい

ての高度な専門知識を有し、かつ相当の実務経験を積んだ監査担当者により実施されな

ければならないと考える。また、このような監査担当者が指導監査を実施することによ

り、指導監査調書に実施した監査の内容並びに判断の過程及び結果を適正に記録するこ

とが可能となり、市民への説明責任を果たすことにつながると考える。 

 

社会福祉法人等の指導監査の体制をより強化して、指導監査の水準をさらに引き上げ

るためには、高度な専門知識を有し、実務経験豊富な人材が指導監査業務にあたること

が出来るような取り組みを始める必要がある。また、平成 27 年３月末にはすべての社

会福祉法人で新会計基準が適用される状況を考慮すると、早期の取り組みが必要である

と考える。 

 

指導監査の専門家を育成するため、専門能力を高める人材候補は誰か、どのような方

法で専門能力を育成していくのか、外部専門家のサポートは必要ないかなど具体的な人

材育成方針等を策定する必要がある。 
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【指摘事項②】 

 

指導監査の水準をさらに引き上げるため、人材育成方針等の策定と併せて、指導監査

実施後、定期的に検討会を開催して、指導監査の実施過程で発見された問題点等を参加

メンバー間で共有し、相互に協議する必要がある。また、このような検討会には外部専

門家の参加も取り入れることで、協議内容の高度化と客観性が確保されることが期待さ

れるので、有用であると考える。 
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４．過年度包括外部監査の指摘事項等の措置状況 

 

（１）指定管理者 

 

【現状】 

 

平成 20 年度包括外部監査「指定管理者制度の事務の執行について」の指摘事項に対

する措置の状況は、以下のとおりである。 

 

No． 表題 指摘事項 

平成 21年３月 17日 

（包括外部監査） 

措置の状況 

平成 22 年３月 26日 

（市報告） 

６ 管理運営を任せ

られる団体がど

れくらいあるの

かについて  

［高齢者福祉課］  

公募を行ったにもかかわらず、申

請団体が１団体のみであった施設

が見られた。指定管理者となり得

る団体がどの程度あるのかを事前

に調査するとともに、申請団体が

少ないことが予想される場合に

は、参加条件や周知方法を検討す

る必要がある。 

②施設の管理を行うことが

できる団体の把握について          

［高齢者福祉課］                  

指摘を受けた各施設につい

ては、指摘を踏まえて、今

後も指定管理者となりうる

団体の把握に努めるととも

に、公募情報の効果的な周

知に努めます。 

７ 財政状態の健全

性についてチェ

ックしているか

について  

［高齢者福祉課］  

指定管理者の経営状態の悪化に伴

う指定管理からの撤退による、市

民サービス提供の中断というリス

クを回避するため、申請団体の財

政状態に関する審査項目を適切に

設定し、財政状態の健全性に問題

がある団体は高い評価を得ている

場合でも、指定管理者の候補者と

しないこととする必要がある。 

②欠格事項について        

［高齢者福祉課］                 

指摘を受けた各施設につい

ては、指摘を踏まえてそれ

ぞれ、適切な審査項目、欠

格事項の設定に努めます。 

14 指定管理者の選

定結果の公表は

ルールどおりに

行われているか

について  

［高齢者福祉課］ 

指定管理者の審査・選定結果はホ

ームページで公表することになっ

ているが、静岡老人ホームについ

ては、公表すべき項目について公

表がなされていないものがあっ

た。市のルールに従って公表する

［高齢者福祉課］                   

指摘を受けた各施設の選定

結果については、指摘のと

おり公表しました。 
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必要がある。 

20 事業報告書の収

支状況の記載内

容は適切かにつ

いて  

［高齢者福祉課］  

指定管理者が提出する事業報告書

には、管理経費等の収支状況を記

載することが義務付けられている

が、収支差額や予算実績差異の記

載がない施設が見られた。事務処

理要領において、事業報告書に記

載する収支状況の内容を定め、指

定管理者が自らこれらの情報を記

載し報告する仕組みを構築する必

要がある。 

［高齢者福祉課］                     

指摘を受けた各施設につい

ては、指摘を踏まえて収支

状況の適切な記載を行いま

した。 

25 市が実施した「年

度評価」の実施内

容は適切かにつ

いて  

［高齢者福祉課］  

・年度評価シートの記載内容が不

十分な施設がある。指定管理者や

市民に対する適切な情報提供を行

うため、記載内容を充実させる必

要がある 

・評価結果を施設の課題解決につ

なげるため、年度評価シートには

施設の課題や指定管理者への要望

を含めて記載する必要がある。 

・評価項目ごとに点数評価を行っ

ている施設があるが、点数のみに

よる記載であるため、評価内容や

改善事項などを具体的に記載する

必要がある。 

・設置目的の異なる複数の施設を

一つの年度評価シートに記載して

いる例があったが、年度評価シー

トは施設ごとに作成する必要があ

る。 

［高齢者福祉課］                

指摘を受けた各施設につい

ては、指摘を踏まえて年度

評価シートの適切な記載を

行いました。 

27 市が実施した「総

合評価」の実施内

容は適切かにつ

いて 

［高齢者福祉課］  

総合評価において、評価委員の所

見が記載されていないものがあっ

たため、施設の課題等を把握し、

改善につなげるためにも所見は必

ず記載する必要がある。その際、

問題点や改善提案を明確に記載す

［高齢者福祉課］                  

指摘を受けた施設について

は、次回の総合評価実施時

に、指摘を踏まえて所見欄

の適切な記載を行います。 
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ること、評価項目ごとに所見を記

載すること、評価委員会全体とし

て課題等の重点などを明確にする

ことを提案する。 

 

監査の結果、上記の№14、20 については「措置の状況」のとおり対応されているこ

とを確認し、問題となる事項はなかった。№25については、「２．指定管理者（１）指

定管理者の年度評価の方法および考え方【指摘事項】」に記載のとおり、PDCA サイクル

に従った実効性の高い評価活動を行う必要がある。 

 

また、№６および７については「措置の状況」記載以降に公募により選定した指定管

理者が未だいないこと、及び№27 については「措置の状況」記載以降指定期間が終了

する施設がなく総合評価業務がまだ実施されていないため、これらの事項については監

査対象年度での確認は実施できなかった。 
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（２）補助金 

 

ア．過年度包括外部監査の指摘事項等の措置状況 

 

【現状】 

 

平成 21 年度包括外部監査「補助金等の事務の執行について」の指摘事項に対する措

置の状況は、以下のとおりである。 

 

No． 表題 指摘事項 

平成 22年３月 18日 

（包括外部監査） 

措置の状況 

平成 22 年８月 10日 

（市報告） 

33 軽費老人ホーム

事務費補助金  

［高齢者福祉課］ 

・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 

［高齢者福祉課］                  

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  

［高齢者福祉課］ 

市の施設を無償で提供しているこ

とをどう考えるか 

［高齢者福祉課］                  

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  

［高齢者福祉課］ 

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 

［高齢者福祉課］                  

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。 
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補助金等の効果の測定・検証を行

っているか 

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

っています。 

36 高齢者生きがい

と健康づくり推

進事業費補助金                

［高齢者福祉課］    

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 

［高齢者福祉課］                  

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。 

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 

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。 

補助金等の効果の測定・検証を行

っているか 

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  

［高齢者福祉課］ 

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 

［高齢者福祉課］                       

ひとり暮らしの老人等の福

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。 

補助金等の効果の測定・検証を行

っているか 

実績報告書の各自治会の実

施回数と参加者数により、

効果の測定・検証を行いま

す。 

38 高齢者社会参加

促進事業補助金 

［高齢者福祉課］ 

補助金等の効果の測定・検証を行

っているか 

［高齢者福祉課］                  

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
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います。 

39 

 

 

高齢者生きがい

センター設置費

補助金 

［高齢者福祉課］      

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 

［高齢者福祉課］                  

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

す。 

補助金等の効果の測定・検証を行

っているか 

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 

［高齢者福祉課］   

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 

［高齢者福祉課］                  

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。 

補助金等の効果の測定・検証を行

っているか 

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。 
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イ．適切な効果の測定・検証 

 

 上記「ア．過年度包括外部監査の指摘事項等の措置状況」では、「補助金等の効果の

測定・検証を行っているか」という指摘事項への対応は行われていることを確認した。

平成 21 年度包括外部監査「補助金等の事務の執行について」では、効果の測定・検証

の適切性について、総括的な指摘事項としてあげている。 

そこで、一歩進めて「ア．過年度包括外部監査の指摘事項等の措置状況」の中で「補

助金等の効果の測定・検証を行っているか」を検討した補助金について、補助金等の効

果の測定・検証の適切性について検討することにする。 

 

【現状】 

 

（ア）事業の効果の検証方法 

 

 高齢者福祉課に対して補助金の支出の効果について確認したところ、「事務事業総点

検作業結果」を回答として入手した。 

 「事務事業総点検作業結果」は、補助金の支出の効果の検証だけを主眼としたもので

はなく、原則として、予算を伴う全ての事務事業の評価を実施するものである。 

以下に入手した「事務事業総点検作業結果」を記載する。 
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事務事業名：老人つどいの家設置・運営補助事業 

①事業概要 ②投入コスト 

分
類 

期
間 

対象者 
上段：事業目的 

下段：事業内容 

事業費（千円） 人工（人） 

Ｈ23決算額 正職 

員 

非常勤

等 Ｈ23予算額 

補
助
金
事
業 

Ｓ50 

～ 

老人つど

いの家 

公民館などを老人つどいの家に

指定し、地域の高齢者が気軽につ

どえる場所として活用する。 

11,753 

0.5 0.5 

老人つどいの家の設置、運営費に

対し補助金を交付する。 
13,900 

 

③業務達成度（仕事の進行状況） ④事業達成度（仕事の成果） ⑤所管課の意見 

主な業務内容 
業務目標 

（期限） 

達
成
度 

活動指標 

成果指標 

目標

(年度) 

Ｈ23 

実績 

達
成
度 

上段：課題・問題 

下段：改善内容 

老人つどいの家の

申請に対して補助

金を交付する。 

年度内 

実施 
Ａ 

活
動 

つどいの家活

用団体への支

援 

実施 実施 

Ａ 

 

老人つどいの家の

報告に対して補助

金を確定する。 

年度内 

実施 
Ａ     

新規設置施設の備

品等の整備助成補

助金を交付、確定

する。 

年度内 

実施 
Ａ 

成
果 

つどいの家活

用団体への支

援 

実施 実施 Ａ 

 

  



 

123 

事務事業名：高齢者の生きがいと健康づくり推進補助事業 

①事業概要 ②投入コスト 

分
類 

期
間 

対象者 
上段：事業目的 

下段：事業内容 

事業費（千円） 人工（人） 

Ｈ23決算額 正職 

員 

非常勤

等 Ｈ23予算額 

補
助
金
事
業 

H17 

～ 

全国健康

福祉祭静

岡市実行

委員会 

「ねんりんピック」を通して、生

きがいと健康づくりへの理解を

深め、活力ある長寿社会リーダー

を育成する。 

8,388 

0.5 0.0 

毎年行われている「ねんりんピッ

ク」に静岡市代表選手を派遣す

る。 

11,630 

 

③業務達成度（仕事の進行状況） ④事業達成度（仕事の成果） ⑤所管課の意見 

主な業務内容 
業務目標 

（期限） 

達
成
度 

活動指標 

成果指標 

目標

(年度) 

Ｈ23 

実績 

達
成
度 

上段：課題・問題 

下段：改善内容 

ねんりんピッ

クへの選手派

遣業務 

業務完了 Ａ 

活
動 

派遣選手数 150人 137人 

Ｂ 

 

実施する県の

本部実行委員

会との連絡調

整 

業務完了 Ａ     

ねんりんピッ

クへの予選会

の助成事務 
業務完了 Ａ 

成
果 

上位入賞者が

多かった 
－ 

ソフト

ボール

全国優

勝など 

Ａ 
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事務事業名：ふれあい懇談会補助事業 

①事業概要 ②投入コスト 

分
類 

期
間 

対象者 
上段：事業目的 

下段：事業内容 

事業費（千円） 人工（人） 

Ｈ23決算額 正職 

員 

非常

勤等 Ｈ23予算額 

補
助
金
事
業 

H9 

～ 

静岡市社

会福祉協

議会（清水

区内 21 地

区に在住

する一人

暮らしの

高齢者等） 

懇談会や食事サービスを通し、地

域住民と交流を深めることによ

り、孤独感の解消を図り、もっと

明るい老後を送ることができる

まちづくりを目指す。 

1,485 

0.1 0.0 

昼食会、地域住民や児童との交

流、レクリエーション等の開催 1,485 

 

③業務達成度（仕事の進行状況） ④事業達成度（仕事の成果） ⑤所管課の意見 

主な業務内容 
業務目標 

（期限） 

達
成
度 

活動指標 

成果指標 

目標

(年度) 

Ｈ23 

実績 

達
成
度 

上段：課題・問題 

下段：改善内容 

当該団体の申

請に対して補

助金を交付す

る。 

年度内 

実施 
Ａ 

活
動 

当該活用団体

への支援 
実施 実施 

Ａ 

清水区地域のみの対

象事業であり、Ｓ型

デイサービス事業と

類似しているため、

補助金廃止を検討。 
当該団体の報

告に対して補

助金を確定す

る。 

年度内 

実施 
Ａ    

平成 23 年度は前年

度の 1/2 の補助額、

平成 24 年度は廃止

とした。 

 

  
成
果 

当該活用団体

への支援 
実施 実施 Ａ 
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事務事業名：高齢者社会参加促進補助事業 

①事業概要 ②投入コスト 

分
類 

期
間 

対象者 
上段：事業目的 

下段：事業内容 

事業費（千円） 人工（人） 

Ｈ23決算額 正職 

員 

非常

勤等 Ｈ23予算額 

補
助
金
事
業 

H9 

～ 

まちづく

り推進委

員会 

高齢者が健康で生きがいのある

生活を送ることができるよう、そ

の積極的な地域活動を促進する。 

1,314 

0.2 0.0 
高齢者と他世代の者との交流を

促進する事業に対し補助金を交

付する。 

1,387 

 

③業務達成度（仕事の進行状況） ④事業達成度（仕事の成果） ⑤所管課の意見 

主な業務内容 
業務目標 

（期限） 

達
成
度 

活動指標 

成果指標 

目標

(年度) 

Ｈ23 

実績 

達
成
度 

上段：課題・問題 

下段：改善内容 

当該団体の申

請に対して補

助金を交付す

る。 

年度内 

実施 
Ａ 

活
動 

当該活用団

体への支援 
実施 実施 

Ａ 

 

当該団体の報

告に対して補

助金を確定す

る。 

年度内 

実施 
Ａ     

 

  
成
果 

当該活用団

体への支援 
実施 実施 Ａ 
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事務事業名：高齢者生きがいセンター設置補助事業 

①事業概要 ②投入コスト 

分
類 

期
間 

対象者 
上段：事業目的 

下段：事業内容 

事業費（千円） 人工（人） 

Ｈ23決算額 正職 

員 

非常

勤等 Ｈ23予算額 

補
助
金
事
業 

H8 

～ 

高齢者生

きがいセ

ンター 

地域の高齢者が、教養の向上及び

レクリエーション活動等に利用

し、心身の健康と生きがいの増進

を図る。 

5,948 

0.2 0.0 

高齢者生きがいセンターの備品

及び新規建設に対し補助金を交

付する。 

6,000 

 

③業務達成度（仕事の進行状況） ④事業達成度（仕事の成果） ⑤所管課の意見 

主な業務内容 
業務目標 

（期限） 

達
成
度 

活動指標 

成果指標 

目標

(年度) 

Ｈ23 

実績 

達
成
度 

上段：課題・問題 

下段：改善内容 

高齢者生きが

いセンターの

申請に対して

補助金を交付

する。 

年度内 

実施 
Ａ 

活
動 

生きがいセン

ター活用団体

への支援 

実施 実施 

Ａ 

 

高齢者生きが

いセンターの

報告に対して

補助金を確定

する。 

年度内 

実施 
Ａ     

新規建設セン

ターの整備補

助金を交付、

確定する。 

年度内 

実施 
Ａ 

成
果 

生きがいセン

ター活用団体

への支援 

実施 実施 Ａ 
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（注）１．上記に記載した資料は、入手した「事務事業総点検作業結果」を監査人が一部

加工のうえ記載している。 

２．敬老行事補助金は、「１．高齢者福祉事業（１）敬老事業」で別途検討している

ため、上記の資料には含めていない。 

３．達成度の基準は、以下のとおりである。 

 

（達成度基準） 

Ｓ 期待を上回る/達成度 105％以上 

Ａ 期待通り/達成度 95％～105未満 

Ｂ 期待をやや下回る/達成度 80％～95％未満 

Ｃ 期待を下回る/達成度 60％～80％未満 

Ｄ 期待を顕著に下回る/達成度 60％未満 

 

達成度基準の根拠について確認したところ、具体的な活動指標や成果指標として、測

定可能な数値を用いているのは、高齢者の生きがいと健康づくり推進補助事業の派遣選

手数のみである。その他の事業については測定可能な数値を用いているわけではなく、

主観的な判断で達成度を記載している状況であった。 

 

（イ）過年度の指摘事項とその措置状況 

 

平成 21 年度包括外部監査「補助金等の事務の執行について」では、適切な効果の測

定・検証について、指摘事項としてあげている。以下に、再確認の意味を含めて【基本

的な考え方】と【結論】を掲載させて頂く。 

 

【基本的な考え方】 

  補助事業について、地方自治法に定める「最大の効果」を挙げるためには、現状を

分析し、問題点や課題を見つけ、それらを改善していくという作業を繰り返し行うこと

が必要である。また、こうした作業を継続的に行うことは、より高いレベルでの市民サ

ービスを提供することにもつながっていく。 

 補助金等の効果の測定・検証については、当初に計画した目的がどの程度達成され

ているかを把握するとともに、その結果を現状の問題点や課題を改善するために役立て

ることが重要となる。ただ、効果の測定をして終わりというのではなく、その結果から、

次期以降の課題と対応策を明確にすることが重要である。この作業がなければ、現状の

改善にはつながらない。 

そこで、補助金等の効果の測定・検証は、いわゆるＰＤＣＡサイクルの一環として行

われる必要がある。一般的に、効果の測定・検証は、次のプロセスで行われると考えら
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れる。 

① 測定項目・成果指標の設定 → ② 効果の測定 

 → ③ 測定結果の分析と自己評価 → ④ 課題と対応策の明確化 

まず、効果の測定をするためには、具体的な項目・指標の設定が必要である。補助金

等は、公益上の必要性があって初めて支出されるものである。これらの項目・指標は、

公益上の必要性、補助等の目的との関連が明確であることが求められる。また、事業の

実施後には、それらの指標等を用いて効果の測定を行うこととなるが、所管課として、

その測定結果を評価･検証し、その結果に基づいて次期以降の課題と改善策を明確にし

ていくことが重要となる。 

 

【結論】 

【基本的な考え方】に記載したとおり、効果の測定・検証は、その結果を現状の問題

点や課題を改善するために役立てることが重要である。補助事業を通じ、より高いレベ

ルでの市民サービスを提供するため、あるいは、地方自治法に定める「最少の経費で最

大の効果」を挙げるためには、繰り返し、現状を見直し、問題点や課題を見つけ、それ

らを改善していくことが必要である。 

【現状】に記載した補助金等については、効果の測定・検証を行っているとの回答は

あったものの、その内容が不十分であったり、ＰＤＣＡサイクルが成り立っていないも

のもあったりして、改善の余地が多く見受けられる。 

補助等の効果の測定・検証は、ＰＤＣＡサイクルの一環として行われるべきである。

事業の実施前に、補助等の交付目的と整合性のある項目・指標を設定し、事業の実施後

に、指標等の測定・検証を行い、その結果を翌期以降の課題と対応策につなげるという、

ＰＤＣＡサイクルの流れのなかで、効果の測定を実施することが必要と考える。 

そこで、市の制度として、効果の測定項目・成果指標、それらの測定結果、所管課に

よる自己評価、問題解決策等、ＰＤＣＡサイクルを構成する項目を定め、文書化してお

くことを義務づける必要があると考える。 

（「平成 21 年度 包括外部監査の結果に関する報告書 補助金等の事務の執行につい

て」から抜粋） 
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また、上記の指摘事項を受けて、静岡市は平成 22 年９月３日に措置状況を、下記の

とおり公表している。 

 

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、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。 

（注）下線は監査人が付したものである。 

 

静岡市では、平成 23 年度から、行政評価を活用した新たな行財政改革の取組として、

事業の見直しを所管課自らが行う「事務事業総点検」と、市民や有識者等の外部からの

評価を採り入れた「静岡市事務事業市民評価会議」を実施している。市が実施する様々

な事業について、その必要性、妥当性、効果性及び効率性を評価・検証し、今後の改革・

改善につなげていくことで、より市民満足度の高い行政経営を目指している。 
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【指摘事項①】 

 

高齢者福祉課の「事務事業総点検作業結果」を見ると、「活動指標」や「成果指標」

には数値目標が設定されていないもの、「達成度」が「Ａ」となっているものが多く、

「所管課の意見」については、何も記載されていないものが多いことがわかる。 

補助金の数値目標については、既に平成 21年度の包括外部監査報告書において、「市

は、原則として、数値目標を設定し、補助金等の効果の測定を実施すべきである。」と

指摘しているところである。そこでは、「目標設定ができないという意見もありますが、

評価すべき目標を設定できない事業に税金を使うべきではありません。」という記載も

紹介している。数値目標ではない指標について、達成度がすべてＡとなっていることは、

当初の指標の設定が甘いのではないかという疑問を感じざるを得ない。さらに、所管課

の意見の記載がないことは、事業の見直しを所管課自らが行うという「事務事業総点検」

の意図が、事実上、達成できていないことに他ならない。 

補助事業については、「活動指標」と「成果指標」の見直しを行い、数値目標の設定

を検討すべきであるとともに、事務事業総点検表には、所管課の意見を必ず記載する必

要があると考える。 

 

 

【指摘事項②】 

 

静岡市では、包括外部監査の指摘を受けて、行政評価制度（補助金の評価を含む）の

見直しに取り組んでいるものの、現状の「事務事業総点検作業結果」を見る限り、その

改善状況は不十分であると言わざるを得ない。 

静岡市の行う事務事業総点検は、主に次の点を目的とすると記載している。 

① 市民への説明責任と行政活動の信頼性の向上 

② 自己点検による振り返りと改善（ＰＤＣＡサイクルの確実な実施） 

市民への説明責任を目的としている「事務事業総点検表」が、記載不十分な状態で、

市民へ公表されることは、本来、許されるものではないと考える。 

「市民に対する説明責任」や「ＰＤＣＡサイクルの確実な実施」という目的を達成す

るためには、「「行政評価」実施要領」に基づいた「事務事業総点検」の適切な運用が必

要である。事業の活動指標と成果指標については、適切な数値目標とするよう見直しを

行い、事務事業総点検表については、所管課の意見を必ず記載するよう、行政管理課は、

各課に対する指導を徹底する必要がある。 
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ウ．総合的な評価 

 

上記「イ．適切な効果の測定・検証」では、「補助金等の効果の測定・検証は適切に

行われているか」という総括的な指摘事項への対応は、不十分であることを確認した。

平成 21年度包括外部監査では、「補助金等について総合的な評価を行っているか」につ

いても、総括的な指摘事項としてあげている。 

そこで、さらに一歩進めて、総合的な評価についても検討することにする。 

 

【現状】 

 

（ア）事業の総合的評価の方法 

 

高齢者福祉課に対して補助金の総合的な評価について確認したところ、行政評価の一

環として行われている「事務事業総点検作業結果」を回答として入手した。入手した「事

務事業総点検作業結果」は、「イ．適切な効果の測定・検証（ア）事業の効果の検証方

法」で記載したとおりである。 

つまり、静岡市では、いまだ補助金等の総合評価制度は確立されていないことがわか

る。 

 

（イ）過年度の指摘事項とその措置状況 

 

平成 21 年度包括外部監査「補助金等の事務の執行について」では、総合的な評価を

行う必要性について、指摘事項としてあげている。以下に、再確認の意味を含めて【基

本的な考え方】と【結論】を掲載させて頂く。 

 

【基本的な考え方】 

  補助金等の評価制度は、一般的に、個別の補助金等について、公益上の必要性や効果、

効率性、経済性などの観点から総合的に評価し、廃止すべき補助金等、見直しが必要な

補助金等などの選別を行い、評価結果を今後の補助金等のあり方に反映させようとする

ものである。 

補助金等の評価制度を導入した場合の主なメリットとしては、ＰＤＣＡサイクルの確

立と市民に対する説明責任の確保が挙げられる。 

補助金等の評価は、ＰＤＣＡサイクルでいう「Ｃ」に位置するものであり、「ＰＬＡ

Ｎ」→「ＤＯ」を「ＣＨＥＣＫ」し、それを「ＡＣＴＩＯＮ」につなげるという役割を

持つ。ある補助金等を「廃止」するという「ＡＣＴＩＯＮ」を起こすためには、まず、

その補助金等の「ＰＬＡＮ」→「ＤＯ」について、さまざまな視点から「ＣＨＥＣＫ」
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（評価）しなければならない。補助金等の評価制度は、ＰＤＣＡサイクルを構成する重

要な要素であり、ＰＤＣＡサイクルの確立には不可欠なものである。 

また、評価の経過や結果を評価シートなどの形でまとめ、それをホームページ等で公

表することは、一般に不透明といわれる補助金等の実態を明らかにすることでもある。

評価結果等の公表は、補助金等の透明性を高め、市民に対する説明責任を果たすことに

もつながる。 

総務省による「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針（平成 17

年 3月 29日）」においても、｢補助金等の整理合理化｣として「終期の設定やＰＤＣＡサ

イクルに則った不断の見直しなど、住民等に対する説明責任を果たしながら計画的に廃

止・縮減すること」とあり、ＰＤＣＡサイクルと説明責任について提唱している。  

 

【結論】 

【基本的な考え方】で述べたとおり、補助金等の総合評価は、ＰＤＣＡサイクルの「Ｃ」

にあたるものであり、ＰＤＣＡサイクルを構築するうえで、重要な位置付けを占めてい

る。 

補助金等の評価制度は、評価の対象となった補助金等について、「継続」「削減」「廃

止」などの決定を行い、今後の方向付けを示す役割を持っている。すなわち、評価制度

により、補助金等を「ＣＨＥＣＫ」し、「廃止」「削減」といった評価結果を出し、それ

を踏まえ、「ＡＣＴＩＯＮ」につなげている。補助金等を廃止・削減するという「ＡＣ

ＴＩＯＮ」を起こすためには、まず補助金等そのものを評価し、「廃止」「削減」といっ

た結論を導き出さなければならない。市に評価制度がないということは、こうした結論

を導き出す仕組みが存在していないということであり、ＰＤＣＡサイクルが成り立って

いないということでもある。 

ＰＤＣＡサイクルを構築し、効率的な行政を運営するため、市の制度として、補助金

等の総合評価を実施することが必要と考える。 

また、補助金等の総合評価は、公益性、有効性、経済性など、補助金等の置かれた状

況について、市民に対し、わかりやすく説明することを可能とし、透明性の確保にも役

立っている。 

補助金等の透明性を高め、市民に対する説明責任を果たすためにも、補助金等の総合

評価を実施し、その結果をホームページ等で公表することが必要である。 

（「平成 21 年度 包括外部監査の結果に関する報告書 補助金等の事務の執行につい

て」から抜粋） 

 

また、上記の指摘事項を受けて、静岡市は平成 22年９月３日に措置状況を、「イ．適

切な効果の測定・検証（イ）過年度の指摘事項とその措置状況」に記載のとおり、公表

している。 
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【指摘事項】 

 

「（ア）事業の総合的評価の方法」で記載したとおり、いまだ補助金等の総合評価制

度は確立されていない。静岡市は、平成 21年度の包括外部監査の指摘を受けて、「（イ）

過年度の指摘事項とその措置状況」で記載したとおり措置状況を公表し、行政評価制度

（補助金の評価を含む）の見直しに取り組んでいるものの、その改善状況は不十分であ

ると言わざるを得ない。 

措置状況で回答しているように、効率的・効果的な行政評価制度の仕組みを構築する

必要がある。 
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（Ⅱ）介護保険 

 

１．要介護認定 

 

【概要】 

 

ア．要介護認定とは 

 

介護保険制度では、寝たきり、認知症等で常時介護を必要とする状態（要介護状態）、

あるいは、家事や身支度等の日常生活に支援が必要で、特に介護予防サービスが効果的

な状態（要支援状態）になった場合に、介護サービスを受けることができる。 

この要介護状態や要支援状態にあるかどうか、その中でも、どの程度の状態なのかに

ついて、判定を行うのが要介護認定（要支援認定を含む。以下同じ。）である。 

要介護認定は、保険者である市町村に設置される介護認定審査会において判定される。 

 

 

  



 

135 

イ．要介護認定業務の流れ 

 

要介護認定の業務の流れは、以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：「静岡市の介護保険（平成 24 年度版）」） 
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（１）被保険者が、市へ要介護認定の申請を行う。 

（２）市の調査員や市が委託した調査員が、被保険者を訪問し、認定調査を行う。 

（３）市の依頼により、主治医が意見書を作成する。 

（４）認定調査の結果と主治医意見書から、一次判定（コンピュータ判定）を行う。 

（５）医師や介護福祉士など、保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査

会により、一次判定の結果、主治医意見書などをもとに、二次判定を行う。 

（６）二次判定の結果を受け、市は要介護認定の結果を通知する。 

 

 

ウ．申請から通知までの期間 

 

要介護認定申請に対する結果の通知は、特別な理由がある場合を除き、申請のあった

日から 30日以内にしなければならないこととされている（介護保険法第 27条第 11項）。

しかし、実際には、結果通知までに 30 日以上を要している市町村が多い。 

 

 介護保険課提供資料によると、政令指定都市の要介護認定に要する日数（申請から結

果通知までの平均処理日数）は、平成 22 年度実績で 33.7 日～48.2 日となっており、

30 日以内という法定期限を達成できている市はない。静岡市の実績は 40.4 日であり、

政令指定都市の中では、要介護認定までの日数が多くかかっている方である。 

 

要介護認定の件数が年々増え続けていることを考慮すると、現状を改善しない限り、

法定期限との乖離は縮まらず、むしろ拡大してしまう可能性もある。 

以下では、静岡市の要介護認定の処理日数について、実態を調査している。 
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（１）業務プロセス別の改善事項 

 

【現状】 

 

平成 23 年度における要介護認定の平均処理日数（認定結果の通知が送達するまでの

日数）について、目標と実績を比較すると、次のとおりである。 

 

 

（出典：介護保険課提供資料） 

 

業務の流れを「①申請～調査実施」、「②調査実施～一次判定」、「③一次判定～二次判

定」に大別すると、それぞれ差異が生じているが、中でも「②調査実施～一次判定」に

おいて、特にその差が大きくなっていることがわかる。 

 

なお、前述したとおり、要介護認定を行うには、主治医の意見書を入手する必要があ

るが、それに要する日数について、目標と実績を比較すると、次のとおりである。 

 



 

138 

 

（出典：介護保険課提供資料） 

 

主治医意見書提出までの日数には、それほど大きな差異が出ていないことがわかる。 

すなわち、要介護認定の処理日数に時間がかかっているのは、これ以外の要因によると

ころが大きいと考えられる。（ただし、主治医意見書は、個別に見ると、提出が随分遅

れているものも多いため、これについては、別途検討する。） 

 

以下では、業務プロセス別に、下記の差異①～③について、詳細を分析していくこと

とする。 

 

業務プロセス 目標 実績 差異 

① 申請～調査実施 12日 13.4 日 1.4 日 

② 調査実施～一次判定 5日 12.5 日 7.5 日 

③ 一次判定～二次判定 11日 14.8 日 3.8 日 
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ア．申請から調査実施までに要する日数 

 

申請から調査実施までに要する日数について、申請区分別、地区別に見てみると、次

のとおりである。 

 

 
（出典：介護保険課提供資料） 

 

〇このプロセスでは、市全体の平均日数は 13.4日と目標日数 12日に比べ、大きな差異

がないように見えたが、申請区分、地区別に見ると、差異の大きいものが多く見受け

られる。 

〇特に直営（市）による更新は、調査の実施までに３週間以上（21.4 日～25 日）を要

しており、委託による更新の日数（9.1日～10.1日）に比べると、その差は随分大き

くなっている。 

〇また、新規、区分変更（ともに直営）については、15日前後（14.9 日～16.7 日）で

あり、目標日数を３日程度オーバーしている。 

 

日数が多い 

日数が少ない 
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【差異の分析】 

 

●業務プロセス 

申請から調査実施までの業務プロセスは、次のとおりである。 

 

申請→調査員への割振り（※１）→調査員→（※２）→連絡→（※３）→調査実施 

 

このプロセスにおいて、市の行う業務は、調査員への割振り、申請者・親族等への連

絡、調査の実施である。 

調査には１日（実質１時間程度）しかかからないため、時間のかかっているプロセス

は、以下のものと考えられる。 

 

（※１）調査員への割振り 

（※２）調査員が申請者等へ連絡するまでの日数 

（※３）調査員が連絡をしてから調査を実施するまでの日数 

 

これらの所要日数については特に記録がないため、所管課の協力により、調査員への

アンケートを実施していただいた。 

 

アンケートの結果は、次のとおりである。 
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（ア）調査員へ割振るまでの日数 

 

問５ 調査対象者を調査員に割り振っている方がお答えください。 

各調査員へ割り振るまでにかかる大よその日数を教えてください。 

①  １日（申請翌日）    ② ２日      ③ ３日以上  

（回答） 調査員へ割り振るまでの日数（件） 

 
  葵区 駿河区 清水区 計 

 
１日 1 2 1 4 

 
２日       0 

 
３日以上       0 

 
計 1 2 1 4 

 

〇調査員への割振りは、最短日数（１日）で行われていることがわかる。 

 

（イ）調査員が申請者等へ連絡するまでの日数 

 

問８ 調査実施にあたり、本人又は家族等に連絡するまでにかかる大よその日数を

教えてください。（【新規の場合】【更新の場合】【区分変更の場合】） 

①  割りふられた日   ② ２日～３日      ③ ４日～５日    

④ ６日～７日         

⑤ ８日～10 日      ⑥ 11 日以上 

⑦ その他（                          ） 

（回答）調査実施にあたり、本人又は家族に連絡するまでにかかる日数（件） 

【新規の場合】 葵区 駿河区 清水区 計 

① 割り振られた日 3 5   8 

② ２～３日 9 4 12 25 

③ ４～５日     1 1 

④ ６～７日       0 

⑤ ８～１０日       0 

⑥ １１日以上       0 

⑦ その他 1     1 

 
計     13 9 13 35 
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【更新の場合】 葵区 駿河区 清水区 計 

① 割り振られた日 2 2   4 

② ２～３日 13 7 5 25 

③ ４～５日     3 3 

④ ６～７日     4 4 

⑤ ８～１０日       0 

⑥ １１日以上     1 1 

⑦ その他       0 

 
計     15 9 13 37 

 

【区分変更の場合】 葵区 駿河区 清水区 計 

① 割り振られた日 5 5   10 

② ２～３日 9 4 12 25 

③ ４～５日     1 1 

④ ６～７日       0 

⑤ ８～１０日       0 

⑥ １１日以上       0 

⑦ その他 1     1 

 
計     15 9 13 37 

 

〇葵区、駿河区では、すべての調査員が①割り振られた日、または②２～３日で連絡

をとっているが、清水区では①の該当者がゼロである。 

〇しかも、新規や区分変更で③４～５日が１人おり、更新にいたっては④６～７日が

４人、⑥11日以上が１人いる。 

 

（ウ）調査員が連絡をしてから調査を実施するまでの日数 

 

問９ 本人又は家族等に連絡をしてから、調査実施日までの大よその日数を教えて

ください。【新規の場合】【更新の場合】【区分変更の場合】 

①   ３日以内     ② ４日～６日     ③ ７日～９日 

④  10日以上      ⑤ その他（               ） 

（回答） 本人又は家族に連絡してから、調査実施するまでにかかる日数（件） 
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【新規の場合】 葵区 駿河区 清水区 計 

① ３日以内 1 1 1 3 

② ４～６日 2 3 3 8 

③ ７～９日 8 3 9 20 

④ １０日以上 2     2 

⑤ その他 2 2   4 

 
計 15 9 13 37 

 

【更新の場合】 葵区 駿河区 清水区 計 

① ３日以内       0 

② ４～６日 1 3   4 

③ ７～９日 6 2 7 15 

④ １０日以上 7 2 5 14 

⑤ その他 1 2   3 

 
計 15 9 12 36 

 

【区分変更の場合】 葵区 駿河区 清水区 計 

① ３日以内 1   1 2 

② ４～６日 4 4 6 14 

③ ７～９日 6 3 6 15 

④ １０日以上 1     1 

⑤ その他 3 2   5 

 
計  15 9 13 37 

 
 

 〇本人や家族などへ連絡してから調査を実施するまでに、③７～９日かかるという回

答が多くなっている。申請～調査実施までのプロセスで、最も時間がかかっている

のは、この部分である。 

〇調査実施日は、基本的には申請者側の都合によって左右されるが、調査員のスケジ

ュールによっては遅れるときもある。 

〇なお、⑤その他は、混み具合によって日数が異なるというものである。 

 

上記のアンケートを見ると、更新の場合は、④10日以上という回答が多くなってお

り、新規や区分変更に比べると、時間がかかっていることがわかる。これについて、ア

ンケートを行った結果は、次のとおりである。 

 



 

144 

問３ 調査対象者が新規・更新・区分変更とあった場合、調査の優先順位が低いも

のはどれですか。 

①  新規       ② 更新        ③ 区分  

（回答） 優先順位の低い申請（件）  

 
  葵区 駿河区 清水区 計 

 
新規         

 
更新 15 9 12 36 

 
区分変更         

 
計 15 9 12 36 

 

問４ 問３で、②更新とお答えした方は、その理由についてお選びください。 

（いくつでも） 

   ① 有効期限切れまでの期間があるため   ② 状態が安定しているため 

   ③ 万が一、手一杯になった場合には委託先で補ってもらえるから 

   ④ ケアマネジャーがついているのでサービスが途切れることがないから 

   ⑤ 調査が遅くなっても家族が了承しているから 

   ⑥ ケアマネジャーや家族、本人などからの苦情が少ないから 

   ⑦ その他（                          ） 

（回答） 更新と回答した理由（件） 

 
理由 葵区 駿河区 清水区 計 

① 有効期限切れまでの期間があるため 15 9 8 32 

② 状態が安定しているため 9 3 6 18 

③ 
万が一、手一杯になった場合には 

委託先で補ってもらえるから 
      0 

④ 
ケアマネジャーがついているので 

サービスが途切れることがないから 
5 3 5 13 

⑤ 調査が遅くなっても家族が了承しているから       0 

⑥ 
ケアマネジャーや家族、本人などからの 

苦情が少ないから 
      0 

⑦ その他     1 1 

 
計 29 15 20 64 

 
 

 〇担当者全員が、更新を優先順位が低いものと認識している。 
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 〇その理由としては、①有効期限切れまでの期間がある、②状態が安定している、③

ケアマネジャーがついていることが挙げられている。 

 

更新は、有効期限の切れる 60日前から申請することが可能であり、ほとんどが 60日

前に申請してくるため、有効期限が切れるまでには、時間が比較的ある。 

そこで、担当者としては、調査時間のかかる新規や区分変更のほうから、優先的に予

定を組み込もうとする意識が強く働いてしまい、結果として、更新が先送りされること

になりやすいと考えられる。 

ただし、更新であっても、有効期限切れまでに通知すればよいということではなく、

申請のあった日から 30日以内に認定通知を行わなければならないことになっている。 

 

 

【指摘事項①】 

 

要介護認定の申請を受け、申請者本人または家族に連絡するまでに、４～５日以上（長

い場合は 11日以上）もかかっているケースが見受けられる。 

これは申請者の立場からすると、申請をしたにもかかわらず、放置されている状態が

続くわけであり、本当に申請が受理されているのか、いつになったら対応してくれるの

かという、行政サービスに対する不信感にもつながるものである。 

少なくとも、申請者の立場にたって、申請を受理したら、すぐに連絡を入れてあげる

ことが必要である。 

申請者への連絡は、原則として、割り振られた当日または翌日までに行うよう、期限

を設定し、これをルール化する必要がある。 

 

 

【指摘事項②】 

 

調査実施日の日程調整について、現状では、受理した申請案件を調査員へ割り振り、

各調査員が申請者や家族に電話をし、調査の希望日を確認してから行っている。 

しかし、調査員が電話をしてから日程調整をスタートさせるよりも、申請の時点で希

望の日時を把握しておき、希望の日時では調査が困難な場合にのみ、日程調整するほう

が、事務効率を高めることが出来る。また、調査員に割り振ってから、調査実施の日を

決めるのではなく、調査の希望日を把握してから、その日に対応可能な調査員へ割り振

るほうが、スケジュール管理上の効率もよいと考えられる。 

申請者が希望する調査日と時間などを、申請書に記入してもらう方法等についても、

検討する必要がある。 
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【指摘事項③】 

 

申請から調査の実施までの過程においては、調査員によって、電話連絡や調査を実施

するまでの日数に差が大きく生じており、スケジュールの組み立て方に、調査員の個人

差が現れている状況にある。 

そこで、調査員に対する割振りから調査実施日の日程調整については、調査員とは別

にスケジュール担当者を配置し、調査員全体のスケジュールを客観的に管理することが

必要と考える。 

これにより、調査員による主観的な判断に基づく作業の遅れや、調査実施までの進捗

状況のバラつきを軽減させ、調査員は調査に集中することが可能になると考える。 

 

なお、直営と委託の関係については、別途「（２）直営と委託」で検討している。 
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イ．調査実施後、一次判定までに要する日数 

 

調査実施から一次判定までに要する日数が、全体の中でも一番差異が大きい部分（差

異平均 7.5 日）である。 

このプロセスは、「（ア）調査票作成～システム入力までに要する日数」と「（イ）シ

ステム入力後～一次判定の完了までに要する日数」に大別される。 

これらの処理日数の実績を、申請区分別に見てみると、次のとおりである。 

 

 

（出典：介護保険課提供資料） 

 

〇差異の大きいのは「（ア）調査票作成～システム入力までに要する日数」である。 

〇特に更新については、この業務に 10 日以上を要しており、法定期限を超える主要因

となっている。 

〇また、「（イ）システム入力後～一次判定の完了までに要する日数」についても、それ

ほど大きくはないが、２日以上の差異が生じている。  
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（ア）調査票作成からシステム入力までに要する日数 

 

調査実施後、調査票作成からシステム入力までの日数について、地区別、申請区分別

に見ると、次のとおりである。 

 

 

（出典：介護保険課提供資料） 

 

〇直営（新規、更新（市）、区分変更）の場合、葵区が 5.1～5.5日、駿河区が 5.2～6.0

日、清水区が 8.0～8.9日となっており、清水区の所要日数が若干多くなっている。 

〇委託（更新）の場合は、葵区が 10.1 日、駿河区が 11.0 日、清水区が 15.0 日となっ

ており、直営の倍近くの日数がかかっている。 

〇直営・委託いずれの場合にも、清水区の日数が多いという特徴がある。 

 

  

日数が多い 
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【差異の分析】 

 

●業務プロセス 

調査実施後、システム入力までの業務プロセスは、次のとおりである。 

 

調査後 → 調査票の作成 → 調査票の提出 → 調査票の点検 → システム入力 

 

このプロセスにおいて、市の行う業務は、「調査票の作成」、「調査票の提出」、「調査

票の点検」、「システム入力」である。 

「調査票の作成」と「システム入力」はそれほど多くの時間がかかるものではない。 

また、作成された調査票は、その都度提出されているため、「調査票の提出」までに

日数を要しているということもない。 

よって、このプロセスで差異が生じる原因は、「調査票の点検」と考えられる。 

そこで、「調査票の点検」についても、所管課の協力により、調査員へのアンケート

を実施していただいた。 

 

アンケートの結果は、次のとおりである。 

 

●アンケート結果 

 ①調査票の点検時間 

問 14 直営調査票１枚あたりの点検時間を大よそで教えてください。  

①  ～10秒   ② 11秒～20秒  ③ 21秒～30秒  ④ 31 秒～1分 

⑤ １分～５分  ⑥  6分～10分    ⑦ 10分以上 

（回答） 直営調査票の点検時間 

  
葵区 駿河区 清水区 計 

① ～１０秒       0 

② １１～２０秒       0 

③ ２１～３０秒       0 

④ ３１～１分       0 

⑤ １分～５分 5 2 11 18 

⑥ ６分～１０分 8 1 3 12 

⑦ １０分以上 3     3 

 
計 16 3 14 33 
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問 15 委託調査票１枚あたりの点検時間を大よそで教えてください。  

①  ～10秒   ② 11秒～20秒  ③ 21秒～30秒  ④ 31 秒～1分 

⑤ １分～５分  ⑥  6分～10分    ⑦ 10分以上 

（回答） 委託調査票の点検時間 

  
葵区 駿河区 清水区 計 

① ～１０秒       0 

② １１～２０秒       0 

③ ２１～３０秒       0 

④ ３１～１分       0 

⑤ １分～５分 1   3 4 

⑥ ６分～１０分 1 2   3 

⑦ １０分以上       0 

 
計 2 2 3 7 

 

〇点検時間が長すぎるということはない。 

〇問 14 直営で⑦10 分以上と回答のあった３名は、調査経験が１年未満の人と推測さ

れる。 
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 ②時間のかかる調査票 

問 16 直営調査票の点検で、１件に 10 分以上要する調査票は月平均どれくらいあ

りますか。 

①  ～10件          ② 11件～30件    ③ 31件～50件 

 ④ 51件～100 件      ⑤ 100 件以上 

（回答）直営調査票の点検で１件に 10分以上要する月件数（件） 

  
葵区 駿河区 清水区 計 

① ～１０件 14 2 14 30 

② １１～３０件 1     1 

③ ３１～５０件       0 

④ ５１～１００件 1 1   2 

⑤ １００件以上       0 

 
計 16 3 14 33 

 

問 17 委託調査票の点検で、１件に 10 分以上要する調査票は月平均どれくらいあ

りますか。 

①  ～10件         ② 11件～30件    ③ 31件～50件 

④ 51件～100件     ⑤ 100 件以上 

（回答）委託調査票の点検で１件に 10分以上要する月件数（件） 

  
葵区 駿河区 清水区 計 

① ～１０件 1   2 3 

② １１～３０件 1 2 1 4 

③ ３１～５０件       0 

④ ５１～１００件       0 

⑤ １００件以上       0 

 
計 2 2 3 7 

 

〇時間を要する調査票が多すぎるということは特にない。 

〇問 16 直営で④51～100 件と回答のあった２名は、調査経験が１年未満の人と推測

される。 
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③点検に時間を要する理由 

問 18 問 16で直営に時間を要する場合、その理由を教えてください。 

（いくつでも） 

① 調査員と連絡がとれないため  ② 修正と共に、個別に直接指導を行うため  

③ 調査員の理解が得られないため（修正を納得しない） 

④ 家族の確認ができないため  

⑤ 適正な調査票完成までに指導回数が重なっていくため  

⑥ その他（                            ） 

（回答）問１６で直営に時間を要する理由 

  
葵区 駿河区 清水区 計 

① 調査員と連絡がとれないため 3   1 4 

② 
修正と共に、個別で直接指導を行う

ため 
12   3 15 

③ 
調査員の理解が得られないため（修

正を納得しない） 
1 2   3 

④ 家族の確認ができないため     1 1 

⑤ 
適正な調査票完成までに指導回数が

重なっていくため 
4     4 

⑥ 
その他（詳細な記載、自己学習、内

容の照合） 
3 1 7 11 

 
計 23 3 12 38 

 

問 19 問 17で委託に時間を要する場合、その理由を教えてください。 

（いくつでも） 

① 調査員と連絡がとれないため  ② 修正と共に、個別に直接指導を行うため  

③ 調査員の理解が得られないため（修正を納得しない） 

④ 家族の確認ができないため  

⑤ 適正な調査票完成までに指導回数が重なっていくため  

⑥ その他（                            ） 
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（回答）問１７で委託に時間を要する理由 

  
葵区 駿河区 清水区 計 

① 調査員と連絡がとれないため 2 2 3 7 

② 
修正と共に、個別で直接指導を行う

ため 
2 1 3 6 

③ 
調査員の理解が得られないため（修

正を納得しない） 
  2   2 

④ 家族の確認ができないため       0 

⑤ 
適正な調査票完成までに指導回数が

重なっていくため 
  1 2 3 

⑥ その他       0 

 
計 4 6 8 18 

 

〇①調査員と連絡がとれないこと、②個別で直接指導を行っていることが、時間のか

かる主要因と考えられる。 

〇委託はまだしも、直営で連絡がとれないというのは、連絡方法にも問題があると思

われる。 

 

④調査票の点検方法（委託） 

問 13 委託調査票の点検では、どのような方法を行っていますか。（いくつでも） 

① 電話で調査員に確認 ② FAX で調査員に確認 ③ メールで調査員に確認 

④ 呼び出して面接  ⑤ 窓口に訪問した時に確認  ⑥  郵便で返送・回答 

⑦ その他（                           ） 

（回答）委託調査票の点検方法 

    
葵区 駿河区 清水区 計 

① 電話で調査員に確認  2 2 3 7 

② ＦＡＸで調査員に確認      3 3 

③ メールで調査員に確認       0 

④ 呼び出して面接      2 2 

⑤ 窓口に訪問した時に確認   1 3 4 

⑥ 郵便で返送・回答  2     2 

⑦ その他       0 

 
計 4 3 11 18 
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〇清水区の日数が多くなっているのは、④呼び出して面接、⑤窓口に訪問した時に確

認が多いことも要因と考えられる。 

 〇また、④⑤には、調査票の確認だけではなく、調査員への指導も含まれていると考

えられる。 

〇⑥郵便で返送・回答という、時間のかかる方法も使用されている。 

〇メールでの確認はまったく行われていない。 

 

 

●その他 

清水区では、調査票の点検において、調査票の記載に疑義があり、調査員に問い合わ

せをする場合には、いったん「問い合わせ箱」に入れておき、同じ調査員に対する疑義

件数がある程度たまってから、まとめて問い合わせをしている。 

これについても、清水区の点検に時間がかかっている理由の１つと考えられる。 

 

 

【指摘事項①】 

 

委託調査票の点検過程において、調査員への確認手段として、メールを使用している

人はいない一方で、「呼び出して面接」、「窓口に訪問した時に確認」、「郵便で返送・回

答」という時間のかかる方法を使っている人もいる。 

認定通知までの日数が法定期限を超えている状況にあるため、調査員への連絡方法の

見直しを行い、連絡手段は、原則として、電話、FAX、メールなど、時間のかからない

方法を義務付ける必要があると考える。 

 

 

【指摘事項②】 

 

清水区では、葵区・駿河区に比べ、調査票の点検に時間がかかっている。 

これは、点検作業が細かく、丁寧に行われていることの証しでもあるが、一方で、調

査員への問い合わせに時間がかかっているという事実も見受けられる。 

時間がかかる理由として、清水区では、同じ調査員への問い合わせは、ある程度件数

がたまってから、まとめて行っていることが挙げられる。すなわち、問い合わせのため

の待ち時間が生じていることになる。 

静岡市の立場からすると、まとめて問い合わせしたほうが楽なのかもしれないが、申

請者の立場からすれば、ただそれだけの理由で待たされていることになる。 

認定通知までの法定期限を超えている以上、日数の短縮に努めるべきである。 
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調査員に対する問い合わせについては、原則として、その都度実施することとし、仮

にまとめて問い合わせするにしても、保留可能な日数には限度を設けるべきである。 

 

 

【指摘事項③】 

 

アンケートの結果を見ると、調査票の点検過程に時間を要する理由として、調査票の

修正とともに、調査員の個別指導を行っていることが挙げられており、ここに時間がか

かっていることがわかる。 

しかし、調査員の指導を行うこと、すなわち、調査員の能力不足を理由に、申請者を

待たせることについて、申請者の理解が得られるかは疑問である。少なくとも民間では、

不良品が発生したからといって、担当者の指導を理由に、納期を遅らせることは考えに

くい。やはり、納期（法定期限）を優先して、納品（通知）することが先決である。 

そこで、調査票の点検と調査員の指導は、切り離して考える必要があると考える。 

調査員を指導することよりも、まずは、調査票の修正、システム入力を速やかに行う

ことを優先すべきである。また、調査員の指導については、別途、研修やミーティング

を重ね、レベルの向上を図る手法を徹底すべきと考える。 
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（イ）システム入力後、一次判定の完了までに要する日数 

 

調査票のシステム入力後、一次判定完了までに要する日数は、次のとおりである。 

 

 
（出典：介護保険課提供資料） 

 

一次判定の完了とは、調査票と主治医意見書がそろい、二次判定（審査会）への割振

りが可能となった状態をいう。すなわち、「調査票はあるが主治医意見書がないケース」、

「主治医意見書はあるが調査票がないケース」では、一次判定は完了していない。 

ここでの日数は、調査票のシステム入力が終わっている状態なので、「調査票はある

が主治医意見書がないケース」であり、具体的には、次のような場合に生じる。 

 

・申請者の受診の遅れ、主治医の意見書記載の遅れ 

・主治医から記載の追加の要望があり、意見書を返却してほしいと言われた場合 

・主治医に対し記載の追加を依頼した場合 

・申請者が主治医を変更する場合 

・意見書の内容点検で確認に時間を要している場合 
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主治医意見書を回収するまでの平均日数、日数別に見た医療機関数（ともに平成 23

年度実績）は、次のとおりである。 

 

 平均日数 

病 院 19.4日 

診療所 15.1日 

（出典：介護保険課提供資料） 

 

日数 病院(カ所) 割合 診療所(カ所) 割合 

1～14日 35 31.3％ 305 56.9％ 

15～19日 41 36.6％ 138 25.7％ 

20～29日 26 23.2％ 62 11.5％ 

30～49日 8 7.1％ 26 4.8％ 

50～69日 1 0.9％ 5 0.9％ 

70 日以上 1 0.9％ 1 0.2％ 

計  112 100.0％ 537 100.0％ 

                    （出典：介護保険課提供資料） 

 

多くの病院・診療所が 19日以内（市の目標水準は 17 日）に提出しているが、これだ

けでも、すでに法定期限である 30日を超えてしまっている病院が 10カ所、診療所が

32 カ所もあることがわかる。 

 

 

【指摘事項】 

 

主治医意見書を回収するまでの平均日数は、病院が 19.4 日、診療所が 15.1 日と、予

定日数 17日と比べ、特別大きな差異が出ているわけではない。しかし、中にはこれだ

けで、法定期限である 30 日を超えているケースも少なくない。 

主治医意見書の入手を早めるためには、これを申請時の添付資料として義務化してし

まうという方法も考えられる。ただし、現状では、要介護認定の申請は、事業所による

代行申請が多いため、すべての申請者に義務化するとなると、ただでさえ多忙なケアマ

ネジャーに過度の負担を強いるおそれもある。 

まずは、回収に時間がかかる特定の病院・診療所に対してだけでも、主治医意見書を

申請時の添付資料とすることについて、検討することが望ましいと考える。 
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ウ．一次判定後、認定までに要する日数 

 

一次判定後、認定までに要する日数について、地区別、申請区分別に見てみると、次

のとおりである。 

 

 

（出典：介護保険課提供資料） 

 

〇一次判定後、認定までの日数は、区によって異なるという特徴がある。 

〇葵区は更新の日数が、駿河区は全般的に、日数が多くなっている。 

〇清水区は、全般的に日数が少なく、目標日数の水準を達成している。 

 

 

  

葵区、駿河区が多い 

清水区が少ない 
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【差異の分析】 

 

●業務プロセス 

一次判定後、認定（審査会）までのプロセスは、次のとおりである。 

 

一次判定→（※１）→審査会への割振り→（※２）→資料発送（８日前）→審査会 

 

 

調査の結果、どこの区でも、作成された審査会資料は、審査会の８日前に発送されて

おり、すべて予定通りの日数で行われていた。「審査会への割振り」そのものには時間

がかからないため、時間のかかっているのは、「審査会への割振り」前後にある（※１）

と（※２）ということになる。内容は以下のとおりである。 

 

（※１）審査会への割振り待ち 

（※２）審査会の開催待ち 

 

 

（ア）審査会への割振り待ち 

 

「審査会への割振り待ち」とは、一次判定が終了したものの、どの審査会で二次判定

が行われるのかが、まだ決まってない状態のことである。 

「審査会への割振り待ち」が生じるケースの主な例は、次のとおりである。 

 

・審査会の開催案件を１回当たり 25 件以上（35件以下）と統一しているため、

25件以上の案件がたまるのを待っている場合 

・割振りしたくても、妥当な審査会の開催予定がタイミング的にないため、割振

り可能な合議体の開催を待っている場合 

（３人合議体…更新申請者のみの審査、４人合議体…すべての申請者の審査） 

・予定している審査会の開催を中止（流会）させないようにするため、割り振れ

る案件を意図的にためておく場合 

 

いずれにしても、審査会への割振りは 25件以上の案件がないと行われないため、こ

の「審査会への割振り待ち」は、割り振る案件が少ない時期に生じるものである。 

現状、要介護認定の申請のうち、６割以上は更新の案件であり、更新の場合、有効期

限（月末）の 60日前から申請が可能なため、大半の申請が月初めに集中してしまう。 
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そのため、これらの一次判定が終了した頃には、割り振る案件が多くなっているが、

逆にそれ以外の時期には、割り振る案件が少なくなるということが起こりやすい。 

 

（イ）審査会の開催待ち 

 

「審査会の開催待ち」とは、審査会への割振りが行われ、どの審査会で二次判定が行

われるかは決まっているものの、その審査会の開催日までの時間が長いため、開催を待

っている状況のことである。 

例えば、平成 24年 12月 27日現在、葵区と駿河区では平成 25年 1月 17 日開催分ま

で、清水区では平成 25年 1月 11日開催分の審査会までの割振りが行われている。 

この間に年末年始の休暇があるという特殊事情はあるものの、休暇を含め、資料の発

送までに 10日間以上、待ち時間が生じていることになる。 

 

この「審査会の開催待ち」は、「（ア）審査会への割振り待ち」とは逆に、割り振る案

件が多い時期に起こるものである。 

割り振る案件が多い場合には、しばらく先の日程の審査会まで埋まってしまうことに

なり、審査会開催までの待ち時間が生じてしまう。 

 

 

【指摘事項】 

 

要介護認定の審査案件は、時期によって集中する時としない時とがある一方で、審査

会での審査案件は、案件の集中状況には関係なく、１回当たり 25件と一定の件数が割

り振られている。 

すなわち、審査の対象が時期によって大きく増減しているにも関わらず、審査会のほ

うは常に 25 件という一定の件数で行われていることによって、認定までの待ち時間が

生じていると考えられる。 

審査会１回当たり 25件という制約条件については、見直す必要があると考える。 

審査案件が集中している時期には、審査会での審査件数を増やしたり、案件が少ない

時期には、直近に開催される審査会に追加で何件かを割り振ったりするなど、臨機応変

に対応することにより、申請者の待ち時間を減らすよう、努めるべきである。 
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（２）直営と委託 

 

【現状】 

 

要介護認定の調査件数のうち、半数以上は委託をしている状況にある。 

 

〇直営と委託の調査件数 

 
直営 委託 計 

年度 件数 割合 件数 割合 件数 

H19 13,084 45.0% 16,015 55.0% 29,099 

20 13,318 42.0% 18,411 58.0% 31,729 

21 12,462 43.1% 16,441 56.9% 28,903 

22 14,429 47.1% 16,218 52.9% 30,647 

23 14,963 47.3% 16,669 52.7% 31,632 

（出典：介護保険課提供資料） 

 

前述したとおり、申請から調査実施までに要する日数について、直営（市）による更

新は、調査の実施までに３週間以上を要しており、委託による更新（約 10 日）に比べ

ると、その差は随分大きい。 

委託の場合は、事業所側が調査を実施できる地域を限定しているため、市のほうでは、

その地域に合わせた割振りを行っている。調査の対象者が特定の地域に限られ、委託先

の介護受給者もいる分、日数が少なくてすんでいると考えられる。 

ただし、委託の場合は、下記のとおり、調査が可能な事業所数が少なく、調査可能な

件数も限られている。 

 

〇委託        （平成 24年４月現在） 

区 事業所数 
１ヶ月当たり

受託可能件数 
登録調査員数 

１人当たり月 

平均調査件数 

葵 区 65 606 166 3.65 

駿河区 42 384 101 3.80 

清水区 58 513 174 2.94 

計 165 1,503 441 3.41 

（出典：介護保険課提供資料） 
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〇直営 

年度 調査件数 調査員数 
１人当たり月 

平均調査件数 

H19 13,084 29 37.60 

20 13,318 30 36.99 

21 12,462 31 33.50 

22 14,429 34 35.37 

23 14,963 34 36.67 

（出典：介護保険課提供資料） 

 

市の調査員であれば、１人当たり１ヶ月 40 件に近い数の調査をこなすが、委託の場

合には、登録調査員１人当たり３件前後に減ってしまう。すなわち、委託の調査員が１

年かけて調査する件数を、市の調査員は１ヶ月でこなしていることになり、時の経過と

ともに、調査票の作成能力に差が出ているのが現実である。 

その結果として、すでに見たように、委託（更新）の場合は、調査票のミスが多く、

その点検に時間がかかっており、直営の倍近くの日数を要している。 

 

〇直営の調査経験年数（人） 

  葵区 駿河区 清水区 計 

１年以内 4 1 3 8 

１～２年 2 1 1 4 

２～３年 －  4 3 7 

３～４年 4 －  3 7 

４～５年 2 1 1 4 

５年以上 3 2 2 7 

計 15 9 13 37 

（出典：介護保険課提供資料） 

 

直営の調査員は、資格のある非常勤職員などで構成されている。 

非常勤職員は契約期間が５年のため、基本的には、５年で辞めることになるが、希望

があれば、１年以上の期間を経過した後に再契約できるため、中には５年以上の経験者

もいる。ただし、１年間のブランク中に転職するなど、必ずしも復帰するとは限らず、 

その場合は、経験を積んだ人材が流出している。 
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【指摘事項】 

 

要介護認定の認定者数は年々増加し続けており、今後も増加していくことが見込まれ

ている。こうした環境下において、認定業務を直営のみで対応するのはやはり困難であ

り、外部委託を有効に活用することが必要である。 

現状、委託の場合は、事業所数が少なく、調査可能な件数が限られてしまっている。

また、委託は調査の実施までの日数は早いものの、調査票の記載ミスが多く、その点検

には日数を要しているという問題がある。つまり、委託は、直営に比べると、質・量と

もに不足している状況にある。 

そこで、これらの欠点を補うため、事務受託法人に対し、認定業務を委託する方法を

導入するべきであると考える。 

事務受託法人への委託は、政令指定都市でも約４割は導入しており、静岡市において

も導入可能な方法である。事務受託法人が、市で実務経験をした優秀な非常勤職員の受

け皿となり、調査実務の専門家集団となれば、市が認定業務を委託できる相手先として、

十分に機能し、有効に活用することができると考える。 
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２．介護給付 

 

【概要】 

 

（１）介護報酬請求の適正化のための取り組み 

 

ア．介護保険制度の仕組み 

 

介護保険制度の仕組みの概要は以下のとおりである。 

 

（出典：厚生省 HPより引用） 
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イ．介護給付費等の推移 

  

介護給付費等の推移は、以下のとおりである。 

 

 
  

 
（単位：千円） 

 区分 
平成 19年

度 

平成 20年

度 

平成 21年

度 

平成 22年

度 

平成 23年

度 

保険給付費 35,986,128 38,032,835 42,404,668 45,366,968 48,117,702 

 うち居住サービス 17,385,507 18,208,461 20,274,964 21,274,765 22,518,436 

 うち地域密着型サービス 3,703,007 4,300,936 5,140,240 5,764,385 6,307,482 

 うち施設サービス 13,231,083 13,699,607 15,049,388 16,218,710 17,036,721 

 うち高額サービス費等 1,666,531 1,823,831 1,940,075 2,109,107 2,255,064 

地域支援事業費 616,043 766,532 979,400 1,007,233 1,036,508 

合計 36,602,171 38,799,367 43,384,068 46,374,201 49,154,210 

  (出典：介護保険課提供資料） 

 

 高齢者数の増加に伴い、年々、介護給付費は増加していることがわかる。 

 

ウ．介護給付費の請求手続きの流れ 

    

介護給付費の請求手続きの流れは、以下のとおりである。 
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エ．請求の時効 

 

介護報酬の請求は、起算日より２年を経過すると、時効によって請求できなくなる。 

 

オ．過誤処理 

 

過誤処理とは、事業者が国保連合会からすでに支払いを受けた介護報酬の取消しを

行う処理のことをいう。審査支払した介護報酬に誤りがあった場合に、保険者へ当該

介護給付費明細の取消依頼をすることを過誤申し立てという。 

 

【現状】 

 

ア．介護給付費過誤申し立て件数の推移 

  

介護給付費過誤申し立て数の推移は、以下のとおりである。 

 

  介護給付費過誤申し立て件数        （単位：件）     

  平成 19年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22年度 平成 23年度 

申請分※1 1,258 1,125 1,953 1,804 2,806 

適正化※2 227 464 526 236 269 

合計 1,485 1,589 2,479 2,040 3,075 

  （出典：介護保険課提供資料）        

※1申請分…サービス事業者が自身で発見して過誤申し立てしたもの。 

※2 適正化…静岡市の実施した介護給付適正化事業（主に縦覧点検・医療情報との突

合）によって発見され、サービス事業者が過誤申し立てに至ったもの。 

 

介護給付費過誤申し立て件数の推移が示すとおり、平成 21 年度以降、毎年 2,000 件

を超える介護給付費の過誤申し立てが発生しており、その件数の逓減傾向は見受けられ

ない。 

なお、給付・認定の担当者によれば、これらの誤りは、主として介護給付の請求に係

る計算の複雑性に起因すると考えられ、潜在的な介護給付費の計算に係る誤り及びそれ

が看過されるリスクは相当程度高いと考えられるとのことである。 
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イ．介護給付費過誤申し立てに係る原因分析の状況 

   

月次ごとに過誤申し立て件数総数を把握し、過誤申し立て件数の多い月に対して主

たる原因を記載し、年度の総括コメントを記載している。 

 

平成 23年度の分析結果の内容を下記に示す。 

 

 

平成 23年度 介護給付費過誤申し立て数 

（単位：件） 

区分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 上期計 

申請分 119 120 99 534 249 345 1,466 

適正化 18 40 15 27 26 24 150 

合計 137 160 114 561 275 369 1,616 

 

（単位：件） 

区分 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 下期計 年間計 

申請分 162 567 113 132 179 187 1,340 2,806 

適正化 18 29 27 22 22 1 119 269 

合計 180 596 140 154 201 188 1,459 3,075 

 

（月次のコメント） 

７月：Ａ事業所の 76 件・栄養マネジメント加算の算定誤り（過大請求） 

Ｂ事業所の 99 件・予防支援介護給付費の請求誤り（第一弾）（計画を作成せず請

求） 

Ｃ事業所の 164件・特定事業所加算の人員基準を満たしていなかった 

Ｄ事業所の 66件・特定事業所加算サービス単位数の算定誤り 

 

８月：Ｂ事業所の 96 件・予防支援介護給付費の請求誤り（第二弾） 

Ｅ事業所の 59 件・職員の変更で基準を満たしていないのに加算を算定した（第一

弾） 

 

９月：Ｆ事業所の 23 件・栄養マネジメント加算の算定誤り 

Ｇ事業所の 88 件・認知症加算の請求誤り 

Ｈ事業所の 50 件・算定要件に該当しないのに認知症加算を算定した 

Ｅ事業所の 61 件・職員の変更で基準を満たしていないのに加算を算定した（第二
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弾） 

10 月：Ｅ事業所の 63件・職員の変更で基準を満たしていないのに加算を算定した（第

三弾） 

 

11月：Ｅ事業所の 50件・職員の変更で基準を満たしていないのに加算を算定した（第

四弾） 

Ｉ事業所の 388件・事業所規模による区分取り扱いの誤り（過小請求） 

 

１月：Ｇ事業所の 26 件・入浴介助加算の回数誤り（過大算定） 

 

２月：個々の件数は少ないが、申請事業所が 61件あった（月平均 40～50 件） 

 

３月：Ｊ事業所の 25 件・公費請求忘れ 

Ｄ事業所の 57 件・要件を満たさないのに特定事業所加算をつけてしまった 

 

（年度のコメント） 

利用回数やサービス項目の間違いが多い 

「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」の提示の遅れによる過誤申請が目立つ 

 

（出典：介護保険課提供資料） 

 

上記の分析資料から、過誤申し立て件数の多い月については、過誤申し立ての多かっ

た事業者とその内容を分析しており、年度の総括としては、大まかな過誤申し立ての傾

向をコメントしているのみであることがわかる。 

なお、この分析は介護保険課の給付・認定担当が行っているが、当該分析は介護保険

サービス事業者等に対する指導監督に活用する目的で実施されていない。そのため、分

析の内容は主な過誤申し立て内容について把握する程度であり、分析結果も事業者等に

対し指導監督を行っている同じ介護保険課内の事業者支援担当とは、情報の共有がされ

ていない。 

（注）「２．介護保険サービス事業者等に対する指導監督（１）介護保険サービス事業

者等に対する指導監督機能体制【概要】」で記載したとおり、介護保険サービス

事業者等に対する指導監督の役割として、以下の２つが求められている。 

①集団指導：介護報酬請求に係る過誤・不正の防止について介護保険サービス事

業者を集め講習方式で実施する。 

②実地指導：介護報酬の各種加算等について請求の不適正な取り扱いを是正する

ため、介護保険サービス事業所へ出向いて報酬請求指導を実施する。 
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ウ．国保連合会の介護給付適正化システムの活用 

 

 平成 19年６月 29日に開催された介護給付適正化担当者会議の資料「介護給付適正化

事業における国保連合会との連携及び審査支払システム・適正化システムについて」（厚

生労働省老健局介護保険課）によれば、国保連合会の介護給付適正化システムを活用す

ることにより、介護報酬請求の適正化に資することが可能となる考えを示している。下

記に、その資料を転載する。 

 

 

 

（出典：介護給付適正化担当者会議の資料「介護給付適正化事業における国保連合会との連携

及び審査支払システム・適正化システムについて」（厚生労働省老健局介護保険課）） 

 

上記資料から、厚生労働省は、国保連合会の介護給付適正化システムを介護保険サ

ービス事業者等に対する指導監督に活用することにより、介護報酬請求の適正化に繋

がるとの考えを示していることがわかる。 

静岡市では、国保連合会の介護給付適正化システムを、介護報酬請求誤りなどの分

野では活用しているものの、介護保険サービス事業者等に対する指導監督で活用する

までには至っていない。 
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【指摘事項】 

 

これまでに記載した【現状】を整理すると、次のとおりになる。 

 

①「ア．介護給付費過誤申し立て件数の推移」で記載したとおり、介護給付費過誤申

し立て件数は、平成 21 年度以降、年間 2,000 件を超えており、その件数の逓減傾

向は見受けられない。 

②「イ．介護給付費過誤申し立てに係る原因分析の状況」で記載したとおり、過誤申

し立てに関する分析はされているものの、介護保険サービス事業者等に対する指導

監督に活用する目的で実施されていない。 

③「ウ．国保連介護給付適正化システムの活用」で記載したとおり、介護保険サービ

ス事業者等に対する指導監督においては、国保連合会の介護給付適正化システムを

活用するところまでには至っていない。 

 

以上のことから、静岡市は、介護保険サービス事業者等に対する指導監督において、

介護給付費過誤申し立てに係る分析の情報及び国保連合会の介護給付適正化システム

の情報を有効に活用するところまでには至っていない。 

 

まずは、介護保険サービス事業者等に対する指導監督に活用する目的で、介護給付費

過誤申し立てに係る分析を実施する必要がある。具体的には、過誤申し立てに関する情

報を年度毎に事業者別、誤りの内容別等にデータベース化して、どのようなサービスを

提供している事業者が、どのような誤りが多いのかを分析・把握し、誤りが多い項目を

集団指導で注意喚起する、または実地指導での重点調査項目にすることなどの利用が考

えられる。 

併せて、国保連合会の介護給付適正化システムについても、請求誤りに関する情報を

介護保険サービス事業者等に対する指導監督に活用し、前述したような利用をすること

で、より有効な集団指導や実地指導が期待できると考える。 
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３．介護保険サービス事業者等に対する指導監督 

 

（１）介護保険サービス事業者等に対する指導監督機能体制 

 

【概要】 

 

介護保険サービス事業者等に対する指導監督については、介護保険施設及び事業者の

支援を基本とし、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ること

を目的として、平成 18 年４月に施行された改正介護保険法を受け、厚生労働省より通

知された「介護保険施設等の指導監督について」（平成 18年 10月 23日老発第 1023001

号厚生労働省老健局長通知）において規定されている。 

介護保険サービス事業者における指導監督には「指導」と「監査」があり、さらに「指

導」は「集団指導」と「実地指導」に分かれる。 

「集団指導」は、制度管理の適正化を目的としており、①指定事務の制度説明、②改

正介護保険法の趣旨・目的の周知及び理解の促進、③介護報酬請求に係る過誤・不正の

防止、の事項について介護サービス事業者を集め、講習方式で実施している。 

「実地指導」はより良いケアの実現を目的として、介護保険課事業者支援担当が介護

保険サービス事業所へ出向いて実施している。内容は、利用者の処遇及びサービスの質

向上のための取り組みに関する運営指導、及び介護報酬の各種加算等について請求の不

適正な取り扱いを是正する報酬請求指導である。「実地指導」において運営基準違反や

不適正な請求等が確認された場合、違反の内容に応じて一般行政指導や「監査」へ変更

される。 

「監査」は介護保険給付の適正化を目的としており、先述の「実地指導」から変更さ

れた場合や、利用者等からの通報・苦情・相談等に基づいて、運営基準違反や不正請求

の疑いがある事業者に対し、基準の遵守状況の確認を立入検査等の方法によって機動的

に実施する。監査の結果、運営基準違反や不正請求の事実が確認された場合、違反事項

に応じて「改善勧告」、「改善命令」、「指定の効力の一部または全部停止」、「指定取消」

の行政処分がなされる。 
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【現状】 

 

ア．居宅サービス事業者等に対する事務事業についての移管 

 

平成 24年度から「介護保険法第 203 条の２」、「地方自治法第 252 条の 19第１項第７

号の２」を根拠として、都道府県知事が処理している指定居宅サービス事業者、指定居

宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施

設及び指定介護予防サービス事業者の指定、指導監督等について、指定都市及び中核市

へ権限が移譲された。 

 

第二 地域の自主性及び自立性を高めるための改革関連の介護保険法及び老人福祉法の

改正 

 

第１ 介護保険法の一部改正【平成24年４月１日施行】 

 

五 大都市特例の創設《介護保険法等改正法により改正》  

都道府県知事が処理している指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指

定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び指定介護予防サービス事業者の指定等、報

告命令、立入検査等について、指定都市及び中核市へ移譲すること。これに伴い、一か

ら三までの条例の制定の権限を、都道府県から指定都市及び中核市へ移譲すること。な

お、介護専用型特定施設入居者生活介護及び混合型特定施設入居者生活介護に係る指定

居宅サービス事業者、介護老人保健施設の指定等に際して都道府県知事の同意を要する

こととすること。（第203条の２及び地方自治法第252条の19第１項第７号の２関係。具

体的な事務等は、政令で定める予定。） 

（出典：介護保険最新情報 Vol.216 平成 23 年６月 22日（厚生労働省老健局介護保険計

画課）） 

 

これに伴って、静岡県から静岡市へ業務が移管され、静岡市に所在する介護サービス

事業者全般の下記の業務を静岡市が処理することとなった。 

・事業所の指定、指定更新等の申請 

・事業の変更等の届出 

・介護報酬の各種加算の届出 

・実地指導、監査 
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この業務の移管によって移譲前と移譲後の静岡市が管轄するサービス種別ごとの具

体的な事業所数は次の表のとおりである。 

なお、介護老人保健施設に係る事務については、「静岡県事務処理の特例に関する条

例第２条」を根拠として平成 18年度から静岡市が行っていた。 

 

【表】事業所数の増加について                    （単位：箇所） 

種別 移譲前 移譲後 

指定居宅サービス ※ 600 

指定居宅介護支援 ※ 227 

指定地域密着型サービス 166 166 

指定介護予防支援 23 23 

指定介護老人福祉施設 ※ 31 

介護老人保健施設 17 17 

指定介護療養型医療施設 ※ 2 

基準該当サービス 10 10 

合計 216 1,076 

（出典：介護保険課提供資料） 

（注）１．※印は、移譲前は静岡県の管轄であった。 

２．上記の表は、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス等を

含めていない。 

 

上記の表からもわかるように、静岡市が事務事業を行う事業所は平成 24年３月 31

日現在で 216事業所から 1,076事業所へと５倍ほど増加している。 

   

また、事業所の開設に伴う指定申請についても、次の表のように件数が増加してい

る。 
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【表】事業所の開設に伴う指定申請の受理件数            （単位：件） 

種別 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 

指定居宅サービス 42 32 40 37 67 

指定居宅介護支援 11 16 21 23 19 

指定地域密着型サービス 23 12 22 26 19 

指定介護予防支援 2 2 0 0 0 

指定介護老人福祉施設 0 1 2 0 2 

介護老人保健施設 2 0 0 1 1 

指定介護療養型医療施設 0 0 0 0 0 

基準該当サービス 0 0 0 0 0 

移譲後の静岡市所管事業所 80 63 85 87 108 

うち移譲前の静岡市所管事業所 27 14 22 27 20 

（出典：介護保険課提供資料） 

（注）１． 上記の表は、介護老人保健施設の開設許可申請等を含めて記載している。 

２． 上記の表は、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス等は含め

ていない。 

 

上記２つの表から、事務事業の対象となる事業所数が増加するとともに、介護保険サ

ービス事業所の開設に伴う指定申請も増加傾向にあることがわかる。したがって、今後

の更新申請業務や、介護報酬の各種加算の届出も増加することが見込まれ、平成 24 年

４月１日からの事務事業の移管前後で、業務量が膨れ上がることが容易に予想された。 

 

 

イ．事務事業移譲への対応 

 

静岡県から事務事業を移譲されるにあたり、静岡市は平成 23 年度に下記の準備業務

を行った。 
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年月 項 目 

平成 23年 4月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 24年 1 月 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・台帳システムの委託業者及び県との検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・手数料条例制定作業開始 

 

 

 

 

・引継文書の把握 

 

 

 

 

 

・事業者への広報 

 

・引継文書の保管場所確保 

 

・台帳システムの研修 

 

・手数料条例制定 

 

・台帳、関係書類の引継 

 

平成 24年 4 月 ・権限移譲 

 （出典：介護保険課提供資料） 

・県及び政令市情報交換会 

（随時開催） 

内容 …スケジュール確認  

台帳システム確認   

手数料条例の資料検討  

各種マニュアル等の確認 

静岡市担当者が、静

岡県の実地指導に

同行 
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これらは主なものの抜粋であり、その他にも多くの準備内容はあるが、主たるものは、

台帳システムに関する事項、マニュアルに関する事項、情報交換会での情報入手、手数

料条例制定に関する事項、静岡県が実施した実地指導への同行であった。 

静岡県が実施した実地指導への同行は全ての担当者が行ったが、担当者のうち２名は、

10 以上と多くの同行を行い実地指導についての多くの経験を積んだが、２名のうち１

名は平成 24年度初めに他局へ異動してしまっている。 

 

 

ウ．事務事業移譲後の実地指導状況 

 

平成 24年度から事務事業が移譲される事業所について、移譲前の平成 21年度から平

成 23年度まで静岡県と静岡市が行っていた実地指導の実績、及び移譲後の平成 24年度

に静岡市が実施する予定の実地指導対象事業所数は以下のとおりである。 

 

【表】実地指導対象事業所数                    （単位：件） 

種別 
平成 23年度末 

事業所数 

実績 
静岡市の 

実施予定 

平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 

指定居宅サービス 600 221 278 223 64 

指定居宅介護支援 227 67 121 69 17 

指定地域密着型サービス 166 64 65 53 48 

指定介護予防支援 23 12 11 0 8 

指定介護老人福祉施設 31 13 14 15 16 

介護老人保健施設 17 8 8 9 6 

指定介護療養型医療施設 2 2 0 2 0 

基準該当サービス 10 14 13 9 0 

移譲後の静岡市所管事業所 1,076 401 510 380 159 

うち移譲前の静岡県所管事業所 860 303 413 309 97 

うち移譲前の静岡市所管事業所 216 98 97 71 62 

（出典：介護保険課提供資料） 

（注）１．上記の表は、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス等は含めて

いない。 

 

上記の表より平成 24 年度に静岡市が実地指導を行う予定の事業所数は、事務事業の

移譲前に静岡県が行っていた実地指導件数の３分の１程度になってとどまっており、実

施頻度の水準が下がっていることがわかる。 
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エ．浜松市との比較 

 

平成 24 年度に、静岡県から居宅サービス事業者等に対する事務事業が移譲されるの

は、静岡市と浜松市である。そこで、浜松市の実地指導予定はどのようになっているの

か、静岡市と比較した結果をみると以下のとおりであった。 

 

【表】実地指導事業所数（浜松市との比較）              （単位：件） 

種 別 

静岡市 浜松市 

平成 24年度 

実地指導予定 

平成 23年度末 

事業所数 
実施割合 

平成 24年度 

実地指導予定 

平成 23 年度末 

事業所数 
実施割合 

指定居宅サービス 64 600 10.6% 316 579 54.5% 

指定居宅介護支援 17 227 7.4% 96 177 54.2% 

指定地域密着型サービス 48 166 28.9% 67 131 51.1% 

指定介護予防支援 8 23 34.7% 9 17 52.9% 

指定介護老人福祉施設 16 31 51.6% 19 39 48.7% 

介護老人保健施設 6 17 35.2% 6 22 27.2% 

 （出典：介護保険課提供資料） 

（注）１．上記の表は、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス等は含めて

いない。 

 

上記の表のとおり、浜松市においては実施割合が概ね 50%超となっており、移譲後も

高い水準を保持している。 
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次に、移譲前後での担当者の人数について比較を行う。 

 

【表】担当者数（浜松市との比較） 

区 分 

静岡市 浜松市 

平成 23年度 平成 24年度 平成 23年度 平成 24年度 

担当者数 5名 
9名 

（内非常勤 1名） 
6名 12名 

事業所数 216 1,076 175 980 

平成 24年度実地指導予定事業所数  159  519 

担当者 1人当り実地指導予定事業所数  17.6  43.2 

（出典：介護保険課提供資料） 

（注）１．上記の表の事業所数は、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス等

を含めていない。 

 

浜松市の指定、指導監督等を行う事業所数は、静岡市より少ないにもかかわらず、12

名体制を採っている。静岡市の担当者の数が移譲前の５人から移譲後は４名増加（うち

１名は非常勤）して９名という状況は、明らかに浜松市よりも少ないことがわかる。 

 

上記の「【表】担当者数（浜松市との比較）」より、静岡市の担当者 1人当たりの平成

24 年度実地指導予定事業所数は、浜松市の４割程度であることがわかる。権限移譲さ

れた事務事業は、実地指導のみではなく指定業務や各種届出の処理などの内部事務もあ

るものの、担当者１人当りの実地指導予定事業所数に乖離がある。 

 

そこで、静岡県との人事交流の状況についてみてみると、浜松市は業務の引継につい

て、人事交流を行い、事前準備を進めていたことがわかった。概要は下記の表のとおり

である。 

 

 静岡市 浜松市 

静岡県との人事交流 無し 平成 23年 4月 1日から 1年間…1名 

静岡県からの職員派

遣 
無し 

平成 24年 4月 1日から 1年間…1名 

平成 24年 4月 1日から 2年間…2名 

（出典：介護保険課提供資料） 

 

浜松市は静岡県との人事交流を実施し、実地指導等の権限が移譲される事務事業につ

いて、移管の前年及び移管後の２年間について、実際に業務を行いながら体制を整備し



 

179 

ている。膨大な事務事業の移管を円滑に行う観点からみて、実際の作業を前任者と後任

者が共に行いながら、疑問点を解消していく人事交流は、移譲後の事務事業を効率的に

行う上で大変効果的であったと推測される。 

一方、静岡市は、静岡県との人事交流は実施していない。 

 

オ．介護保険による指導監督業務の適切な実施 

 

 平成 24年２月 24日に開催された全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議の資料

「介護保険による指導監督業務の適切な実施について」（厚生労働省老健局）によれば、

平成 24年４月以降、これまで都道府県が行っていた指定事務、変更届の受理、指導監

督及びそれに伴う指定取消等の処分の事務が、指定都市・中核市に移譲されることに伴

う実地指導の留意事項として、下記の事項を要請している。 

 

イ 実地指導の実施 

  よりよいケアの実現のためには事業者自身も取組が重要であり、そのような取組を

支援する効果的な指導を行うためには、行政と事業者の信頼関係が構築されているこ

とが必要である。特に平成 24 年４月より、様々な制度改正が行われることから、指

導の際には、その根拠についてより一層の懇切丁寧な説明に留意いただきたい。また、

効果的な取組を行っている事業所を積極的に評価し、他の事業所へ広げるなど、サー

ビスの質の向上に向けた指導の方法について工夫されたい。 

  一方、事業者の理解不足等による不適切な介護報酬請求も長期にわたった場合には

影響額も大きくなることから、不適切な報酬請求防止、早期の改善に資するよう、計

画的な実地指導をお願いするとともに、適切な報酬請求が行われるための指導につい

ても、引き続きお願いする。また、指定都市・中核市におかれては、都道府県から移

管される事業所の指導計画を作成する際には、都道府県の実施実績も配慮し、あまり

にも長期間指導が行われないなど、偏った指導が行われないよう配慮されたい。 

なお、現在活用されている「各種加算等自己点検シート」については、今般の介護

報酬改定を受けて、早急に見直すこととしているので了知されたい。 

（注）下線は監査人が付したものである。 

（出典：全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議の資料「介護保険による指導監督

業務の適切な実施について」（厚生労働省老健局）） 

  

上記の資料から、不適切な介護報酬請求を早期に改善するため、計画的な実地指導が

要請されていることがわかる。特に指定都市・中核市では、都道府県から移管される事

業所の指導計画を作成する際には、都道府県の実績も配慮して、長期間指導が行われな

いなど、偏った指導を行わないよう要請されている。 
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【指摘事項】 

  

 これまでに記載した【現状】を整理すると次のとおりになる。 

 

①「ア．居宅サービス事業者等に対する事務事業についての移管」で記載したとおり、

平成 24 年４月１日からの事務事業の移管前後で、業務量が膨れ上がることが容易

に予想される状況であった。 

 ②「ウ．事務事業移譲後の実地指導状況」で記載したとおり、平成 24 年度に静岡市

が実地指導を行う予定の事業所数は、事務事業の移譲前に静岡県が行っていた実地

指導件数の３分の１程度にとどまっており、実施頻度の水準が下がっている。 

 ③「エ．浜松市との比較」で記載したとおり、同時期に静岡県から移譲を受けた浜松

市は、静岡市よりも担当者数も多く、事前準備として静岡県との人事交流を実施し

ていた。その結果、浜松市の実地指導を行う予定の事業所数の実施割合は、概ね

50%超となっており、移譲後も高い水準を保持している。 

 ④「オ．介護保険による指導監督業務の適切な実施」で記載したとおり、指定都市・

中核市は都道府県から移管された事業所の指導計画を作成する際には、都道府県の

実地指導の実績も配慮して、長期間指導が行われないなど偏った指導を行わないよ

うに、厚生労働省からも要請されている。 

 

 以上のことから、静岡市は平成 24 年４月１日からの事務事業の移管で、業務量が膨

れ上がることが容易に予想される状況であったにもかかわらず、それに対応するための

準備が不十分であったと言わざるを得ない。静岡市は、移譲前に静岡県が実地指導を行

っていた事業所数の水準を維持できるような指導監督体制を構築する必要がある。 

 

具体的には以下のような取り組みが考えられるので、参考にされたい。 

 

①担当者に関する事項 

今後、担当者数を増やす予定になっているが、担当者の習熟度を上げる取り組みが

必要ではないだろうか。一般的にどの様な業務においても経験を積むほどに作業効率

は高くなるが、介護保険サービス事業者等に対する指導監督は、関係する法令や通知

等が多く、高度な専門知識が求められる業務であるため、担当者の経験の蓄積が作業

効率に顕著にあらわれる。したがって、1人 1人の習熟度を上げる取り組みや、経験

を積んだ担当者との情報共有を積極的に行えるような環境づくりが、担当者数の増加

と共に必要であると考える。 

平成 24 年度の介護保険課事業者支援担当９名のうち、約半数の５名は１年目とな

っており、今後、経験年数を積んだ担当者を育成するための人材育成方針等を策定す
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る必要もあると考える。 

②担当業務に関する事項 

浜松市では、サービス種類や事務の特性によりグループを２つに分けて業務にあた

っている。このグループ分けについても専門性の高い業務の習得を早め、業務の効率

を高めることに貢献していると考えられる。静岡市においても、このようなグループ

分けを検討してはどうだろうか。 
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③指定市町村事務受託法人への委託に関する事項 

介護保険法第 24条の２に基づき、指定市町村事務受託法人が介護保険法第 23条に

基づく実地指導を行うことが可能である。 

事例としては、平成 21 年度に東京都の公益財団法人東京都福祉保健財団が全国で

初めて指定市町村事務受託法人として認定され、区市町村とともに介護保険サービス

事業所に赴き、介護保険サービス事業者に対して介護保険法第 23 条に基づく実地指

導を行っている。平成 24 年度の江戸川区介護保険サービス事業者等実地指導実施方

針においても、指定市町村事務受託法人調査員を活用し、実地指導を実施することが

明記されている。また、福岡県においても、平成 24 年度に指定市町村事務受託法人

の募集を行っている。 

介護保険法第 24 条の２において、指定市町村事務受託法人が行うことができる事

務事業の範囲が定められており、実地指導を行う事業所の選定、及び結果通知や改善

状況の確認は市町村が行わなければならないが、最もマンパワーを要する実地指導に

ついて指定市町村事務受託法人に委託することができるのであるから、今後、静岡市

においても指定市町村事務受託法人への委託を検討することも有効であると考える。 
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【意見】 

 

上記の【指摘事項】では、業務量が膨大になるのが明らかな指導監督業務について取

り上げたが、増加する業務はそれだけではない。「ア．居宅サービス事業者等に対する

事務事業についての移管」で記載したとおり、事業所の開設に伴う指定申請、更新申請、

介護報酬の各種加算の届出等もまた、増加する傾向が続いている。 

担当者の増員数を検討するにあたっては、権限移譲前に静岡県が実地指導を行ってい

た事業所数の水準を維持するに十分なものであるかどうかだけではなく、増加傾向にあ

るその他の業務についても十分な配慮をする必要があると考える。担当者の過度な負担

を避けるためにも、適正な人員数で対応されたい。 

 

 

 

 

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

   


