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第 1 章 外部監査の概要 

 

1．外部監査の種類  

 

地方自治法第 252 条の 37 第 1 項、第 2 項及び外部監査契約に基づく監査に関する条

例第 2 条に基づく包括外部監査 

  

 

2．選定した特定の事件 

 

(1) 監査する事件（監査テーマ） 

 

一般会計及び特別会計（公営企業会計を除く。）における補助金等に関する事務の執

行等について  

 

(2) 監査する事件（監査テーマ）の選定理由 

 

補助金、負担金あるいは交付金（以下「補助金等」という。）に関する事務は、地方

自治法に基づいて特定の事務事業に対して公益上必要があると認めて、金銭的給付で

ある補助金等を交付するものである。 

市民、企業及び団体等の生活や経済活動の向上及び活性化のために、補助金等の支出

が有効に機能しているかどうかは重要な問題である。また、一般会計だけを見ても、横

須賀市の一般会計歳出予算額から義務的経費及び投資的経費を除いた政策経費予算額

に占める補助費等1の割合は、次表のとおり平成 29 年度（2017 年度）当初予算におい

て 25.9％であり、補助費等が金額的な観点からも重要な位置を占めている。 

しかしながら、補助金等は一度交付が決定されると、その後の年度において硬直化し

がちな傾向にあり、結果として補助金等の必要性と支出実態が不一致になるリスクを

考慮する必要がある。 

人口減少社会を見据えたうえで、横須賀市の財政的側面から、補助金等のあり方につ

いて、公益性、公平性及び透明性の検証を行うとともに、経済性、効率性、有効性の観

点からも検証を行うことは意義のあることと思料する。 

                                                   
1 補助費等とは、市から他の地方公共団体や民間に対して、行政上の目的により交付され

る現金的給付に係る経費をさす。補助費等には、補助金等のほか、講師謝金などの報償

費、保険料などの役務費などが含まれ、補助金等よりも広義の概念となる。監査テーマ選

定に当たっては、簡便的に補助費等により金額的重要性の判断を行っている。 



 

2 

 

なお、横須賀市の包括外部監査では補助金等について、平成 20 年度（2008 年度）に

「一般会計における補助金、負担金及び交付金について」として一般会計を対象に事件

（テーマ）に取り上げられたのみで、その後、補助金等を直接の対象とした包括外部監

査は実施されていない。 

以上から、横須賀市の一般会計及び特別会計（公営企業会計を除く。）における補助

金等の事務の執行等について監査を実施する必要があると認められるため、平成 30 年

度（2018 年度）の包括外部監査の特定の事件（テーマ）として選定した。 

 

図表 1-2-1 一般会計歳出予算額に占める補助費等の割合 

（単位：百万円、％） 

年度 補助費等 一般会計歳出予算額 
一般会計歳出予算額

に占める割合 

平成27（2015） 15,617 145,950 10.7 

平成28（2016） 16,387 146,510 11.2 

平成29（2017） 14,846 145,690 10.2 

出典：横須賀市ホームページ「一般会計予算の前年度との比較」 

当該資料を基に包括外部監査人が作成している。 

 

図表1-2-2 政策経費予算額に占める補助費等の割合 

（単位：百万円、％） 

年度 補助費等 政策経費予算額 
政策経費予算額に占

める割合 

平成27（2015） 15,617 59,797 26.1 

平成28（2016） 16,387 60,835 26.9 

平成29（2017） 14,846 57,222 25.9 

出典：横須賀市ホームページ「一般会計予算の前年度との比較」 

当該資料を基に包括外部監査人が作成している。 

 

図表1-2-3 特別会計歳出予算額に占める負担金、補助及び交付金の割合 

（単位：百万円、％） 

年度 
負担金、補助及び交

付金 
特別会計歳出予算額 

特別会計歳出予算額

に占める割合 

平成27（2015） 93,529 122,968 76.0 

平成28（2016） 95,693 120,178 79.6 

平成29（2017） 97,913 121,396 80.6 

出典：「横須賀市一般会計・特別会計・事業会計予算書」（平成27年度（2015年度）～平
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成29年度（2017年度）） 

当該資料を基に包括外部監査人が作成している。 

 

（注）監査テーマ選定に当たっては、横須賀市にとっての重要性を概括的に把握するた

め、簡便的に一般会計予算及び政策経費予算に占める補助費等の割合（特別会計に

ついては負担金、補助及び交付金の割合）により金額的重要性の判断を行ってい

る。監査テーマの対象とする範囲は、一般会計及び特別会計（公営企業会計を除

く。）が支出する補助金等とする。 

 

(3) 外部監査対象年度 

 

原則として、平成 29 年度（2017 年度）を対象とするが、必要に応じて、他の年度に

ついても監査対象とする。 

 

(4) 監査対象事業の範囲 

 

一般会計及び特別会計（公営企業会計を除く。）における補助金等のうち、平成 29 年

度（2017 年度）の支出実績が 1,000 万円以上の 119 事業（負担金・交付金も含む）を

対象とする。 

 

3．外部監査の方法 

 

(1) 主な監査の視点及び監査手続 

主な監査の視点及び監査手続は、次のとおりである。 

 

 視点 内容 手続 

1 公益性 「公益性」について明確なポリシ

ーを持っているか。また、当該ポ

リシーに基づき個別の事業に関

する公益性の判断が行われてい

るか。 

補助事業ごとの「公益性」の考え方の

根拠について、所管課へヒアリングす

る。 
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2 政 策 目

的 へ の

適合性 

自治体の政策（各種計画等）へど

のように関連するか明確に整理

されているか。 

同じ目的に関連する事業と比較

して、補助によってしか達成しえ

ない部分があるなど、存続意義が

明確に説明できるか。 

所管課へのヒアリングにより、当該補

助事業の合目的性や代替不可性につい

てどのように評価しているか確認す

る。 

所管課の評価の妥当性について、当該

補助事業の効果の発現状況等に照らし

て検討する。 

3 有 効 性

（効果） 

有効性を何で評価するか明確に

整理されているか、また具体的な

数値目標の定めがあるか。 

期待した効果が発現されている

か。期待した効果が発現されてい

ない事業に関して、見直し・廃止

等の検討が行われているか。 

各補助事業について成果指標の設定・

測定を行っているか。行っている場合

は、その評価結果を次年度以降の補助

事業の実施要否判断に利用している

か。行っていない場合は、どのように

補助金の効果及び必要性の評価を行っ

ているか確認する。 

設定した成果指標の事業との関連性に

ついて検討する。 

補助事業の見直し・廃止に関する検討

プロセスは設けられているか。設けら

れている場合、そのプロセスは妥当か

検討する。 

4 公平性・

平等性 

補助対象先の範囲の決め方が、補

助金の目的に照らして公平・平等

であるか。 

補助対象となりうるすべてのも

のに対し、公平・平等に補助を受

ける機会が提供されているか。 

左記について所管課へヒアリングす

る。 

5 経済性・

効率性 

目的とする効果を発現するにあ

たって、過分な補助を行っていな

いか。 

市が負担すべきでない経費分まで補助

していないか、要綱や実際の取引証憑

を閲覧する。 

6 申 請 と

交 付 手

続 の 公

正性 

適法かつ公正な手続が設定され

ているか。 

設定されたルールにのっとり、個

別の補助事業の申請・交付が行わ

れているか。 

条例・規則・要綱等の定めにのっとり、

個別の補助事業の申請・交付が行われ

ているか、実際の取引証憑を閲覧する。 
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7 説 明 責

任 

申請・交付手続だけでなく、補助

する団体や対象事業、具体的な公

益性についての判断基準など内

容要件も条例化、規則化するなど

の整備が行われ透明化されてい

るか。 

補助事業に係る条例・規則・要綱等が

整備されているか、例規集やヒアリン

グにより確認する。 

定めがある場合、当該条例・規則・要綱

等の内容が具体的であるか検討する。 

定めがない場合は、その必要性につい

て検討する。 

8 過 去 指

摘・意見

へ の 対

応 

平成 20 年度（2008 年度）包括外

部監査で指摘・意見があった補助

事業について、その後検討・対応

を行っているか。 

過去指摘・意見のあった事業について

対応状況をヒアリング・関係資料の閲

覧によって確認する。 

 

(2) 指摘事項・意見 

 

本報告書全体における指摘事項及び意見の件数は、監査の対象とした 119 事業のう

ち 40 事業に対し、「指摘事項」は 35 件、「意見」は 21 件である。 

 

なお、本報告書において、「指摘事項」とは、法令や条例等への遵法性から是正すべ

きもの、改善が必要であるが条例及び組織体制の変更等が必要なもの、事業事務の効率

性や経済性の観点から特に改善を要すべきもの等の観点から検出した事項である。 

また、「意見」とは、不正・不当事項ではないが住民への説明責任上対応することが

望ましいあるいは将来のために改善していくことが望ましいと考えられるもの、行政

運営上の改善のために参考となる提言等である。 

 

4．外部監査実施期間 

 

平成 30 年（2018 年）7 月 1 日から平成 31 年（2019 年）3 月 31 日まで 

 

5．包括外部監査人補助者 

 

公認会計士 中川 絢香 

公認会計士 栗井 浩史 

公認会計士 山田 達也 

公認会計士 髙橋 佑季 

公認会計士 平野 賢人 
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公認会計士 須田 正人 

公認会計士試験合格者 茨木 彩夏 

公認会計士試験合格者 和田 修治 

その他補助者 笹原 志保 

 

6．利害関係  

 

包括外部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。 

 

（注） 

金額は単位未満を切捨てし表示している。また、百分率は原則として小数点以下 2 位

を切捨てし第 1 位まで表示している。 

報告書中の金額は、端数処理の関係で総数と内訳の合計とが一致しない場合がある。 
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第 2 章 外部監査結果の指摘事項及び意見（総論） 

 

個別に検討した各補助事業において、共通的に識別された事項は以下のとおりである。こ

れらの詳細については、「第３章 外部監査結果の指摘事項及び意見（各論）」に記載してい

おり、それらを参照のうえ、必要に応じて、全庁的な対応が望まれる。 

 

（要綱等の整備、記載の具体化） 

補助金等の支給要件、補助対象とする経費の範囲や算定方法などを定めた要綱等が作成

されていない事業、または要綱等は作成されているものの具体的な記載となっていない事

業があった。 

これらについては、実務上、支給対象となる団体等と協議のうえ詳細を決定するなど、支

給額が適切に決定されるよう各所管課において運用がなされているが、どのようなルール

に基づき運用されているかが明文化されていない点、透明性の観点から改善の余地がある。 

 

（消費税に関する仕入税額控除の取扱いの明確化） 

補助対象事業に係る経費等に対し、税込み額で補助金を拠出している場合に、相手方が課

税事業者で仕入控除税額が生じる場合が想定されておらず、課税事業者が補助金を過大に

受領している可能性が考慮されていない。 

現在は補助対象に課税事業者は含まれていない場合も、今後課税事業者が対象となる可

能性がある場合には、予め要綱等において取扱いを明確化することが必要である。 

 

（補助金等の必要性や効果の継続的な検討） 

調査のなかで、補助金等の成果が明確に捉えられていない事業や、事後的な効果測定を行

っていない事業、効果測定を行っているが定量的な測定を行えていない事業などの状況が

確認された。 

「第 1 章 2. (2) 監査する事件（監査テーマ）の選定理由」で述べたように、補助金等は

一度交付が決定されると、その後の年度において硬直化しがちな傾向にあり、結果として補

助金等の必要性と支出実態が不一致になることに留意する必要がある。当該補助金等の制

度開始当初の交付目的が現状に合わなくなってきていないか、制度開始当初の交付目的は

変わっていないが効果が期待されたように発現されていない状況にないかなど、定期的な

事後検証を行い、必要性や有効性を検討することが必要である。 
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第 3 章 外部監査結果の指摘事項及び意見（各論） 

 

1．市長室 

 

(1) 平成 29 年度（2017 年度）水道管直結式非常用貯水装置維持管理費負担金 

所管 危機管理課 

予算区分 款 消防費 

項 消防費 

目 防災対策費 

細節 負担金（建設目） 

根拠法令・要綱等 ― 

制度の種別 市単独 

開始年度 平成 23（2011） 

終了年度 平成 33（2021） 

支出額実績（円） 43,336,080 

交付件数（件）（※） 見積件数 1 

実績件数 1 

交付先（上位一件） 横須賀市上下水道局 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 5 安全で快適に暮らせるまち 

政策 （1） 災害・緊急事態に強いまちづくり 

施策の目標 ③ 防災・危機管理体制の充実 

事業成果の定義 緊急遮断弁の交換 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 4 箇所 

実績 4 箇所 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

平成 29 年度（2017 年度）の目標箇所数の工事が完了したことか

ら、事業の成果は十分に達成されたと評価している。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

第 2 次実施計画で定めた額を基にして支出している。 

（※）表中の「見積件数」は予算編成に当たっての見積件数をさす。以降同様。 
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ア 概要 

（水道管直結式非常用貯水装置） 

上下水道局では水道施設から直接応急給水を行うために「応急給水拠点」を配備し

ている。所管課では、応急給水拠点の一つである「水道管直結式非常用貯水装置」の

維持管理費用のうち、老朽化した貯水装置用緊急遮断弁交換工事に対する負担金を

支出している。 

「水道管直結式非常用貯水装置」とは、水道管に直結された耐震性を有する埋設タ

ンク（直径 3m×長さ 15m）のことである。平常時は水道管からの水道水が循環して

いるが、地震等により破損した水道管の負圧2を感知すると緊急遮断弁が自動的に閉

じ、直前まで循環していた水道水を非常用飲料水としてタンク内に確保する機能が

付いたものである。 

 

（緊急遮断弁の交換） 

緊急遮断弁を適切に維持管理することは、災害時の応急給水体制を確保するうえ

で重要な事項である。そのため、横須賀市では平成 23 年度（2011 年度）から開始す

る第 1 次実施計画より緊急遮断弁の交換を実施することとなった。 

横須賀市内に 46 基ある水道管直結式非常用貯水装置のうち、メンテナンス不要の

緊急遮断弁無しタイプのタンク 6 基を除く 40 基が緊急遮断弁交換の対象となる。そ

のうち平成 28 年度（2016 年度）までに 21 基の交換が完了している。交換未了の 19

基のうち、近年に設置した 2 基（平成 18 年度（2006 年度）池田町 3 丁目公園、平

成 22 年度（2010 年度）野比東小学校）を除いた 17 基が平成 33 年度（2021 年度）

までに交換予定である。平成 29 年度（2017 年度）に 4 基の緊急遮断弁の交換が行

われているが、これは実施計画に沿った件数である。 

 

（負担金額） 

「水道管直結式非常用貯水装置の維持管理費用負担に関する覚書（平成 20 年

（2008 年）4 月 1 日締結）」の第 1 条（3）に基づき、水道管直結式非常用貯水装置

の緊急遮断弁老朽化に伴う交換費用は横須賀市が負担することとなっている。 

また、負担金額については第 2 次実施計画において定められている。 

 

イ 指摘事項または意見 

 特筆すべき事項なし。 

 

 

 

                                                   
2 大気圧より低い気圧のこと。 
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(2) 防災器材等の購入に対する補助金 

所管 地域安全課 

予算区分 款 消防費 

項 消防費 

目 防災対策費 

細節 補助金 

根拠法令・要綱等 補助金等交付規則、自主防災組織等に係る防災器材等整備費補助

要綱 

制度の種別 市単独 

開始年度 昭和 50（1975） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 18,709,100 

交付件数（件） 見積件数 130 

実績件数 117 

交付先（上位一件） 佐島なぎさの丘自治会 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ５ 安全で快適に暮らせるまち 

政策 （１） 災害・緊急事態に強いまちづくり 

施策の目標 ④ 市民協働による防災活動の促進 

事業成果の定義 自主防災組織結成率の向上 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 100％ 

実績 99.2% 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

目標には達していないが、成果は上がっていると評価している。

他の同規模の地方公共団体に比べ、自主防災組織の結成率は高い

数値を維持しており、また、補助金等を使用して整備した防災器

材等を活用した防災訓練の実施率も 88.5％から 94.5％と向上し

ているため。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

自主防災組織等に係る防災器材等整備費補助要綱に定めた額を

交付している。 
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ア 概要 

所管課では、災害時、消防や警察などの公助だけに頼らず、自分の身は自分で守る

「自助」や地域住民が協力し助け合う「共助」が減災の一歩となると考えている。共

助の主体となる自主防災組織3や自主防災会4による活動を強化するため、防災器材

の購入や整備に対して補助金を交付している。 

毎年 5 月開催の自主防災組織連絡協議会総会にて全町内会長等に当該補助金の概

要を説明し、6 月から 11 月に補助金申請を受け付けている。「自主防災組織等に係る

防災器材等整備費補助要綱」及び「自主防災組織等に係る防災器材等整備費補助事務

処理基準」に従い、対象となった整備費について限度額の範囲内で補助を行っている。

補助金については各組織の口座に振り込んでいることをヒアリングにて確認した。 

 横須賀市にある 367 町内会・自治会のうち、364 団体で、364 自主防災組織と 3 自

主防災会が結成されており、所管課ではこの結成率の高さは当該補助金の効果であ

ると考えている。 

 組織結成年度の経過年数により適用される補助率が異なる。所管課では、年数の経

過とともに防災機材等が充実してくると考え、年数の経過とともに補助率を低く設

定している。また、自主防災会は、自主防災組織にも属しており、基本的な経費につ

いては自主防災組織で賄うことを前提としているため、補助率を低く設定している

旨を所管課からヒアリングした。補助率及び限度額は次表のとおりである。 

 

図表 3-1-1 防災機材等の購入に対する補助金 補助率及び限度額 

（単位：円） 

種別 
組織結成年度

の経過年数 
補助率 

限度額 

防災服 
その他の防災

器材等 

自主防災組織 
11 年以上 3/5 75,000 48,000 

11 年未満 4/5 100,000 640,000 

自主防災会 ― 3/10 37,500 240,000 

出典：横須賀市「自主防災組織等に係る防災器材等整備費補助要綱」（昭和 50 年（1975

年）7 月 15 日） 別表 5 

 

イ 指摘事項または意見 

 特筆すべき事項なし。 

                                                   
3 自主防災組織とは、地域の防災組織として、町内会・自治会が自主的に結成した団体と

して横須賀市に届け出た団体。 
4 自主防災会とは、自主防災組織に所属する 100 戸以上ある共同住宅を単位とする防災対

策を行う団体として横須賀市に届け出た団体。 



 

12 

 

2．政策推進部 

 

(1) 横須賀“住”魅力発信プロジェクト実行委員会負担金 

所管 政策推進課 

予算区分 款 総務費 

項 総務管理費 

目 政策推進費 

細節 負担金 

根拠法令・要綱等 補助金等交付規則 

制度の種別 市単独 

開始年度 平成 27（2015） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 30,603,006 

交付件数（件） 見積件数 1 

実績件数 1 

交付先（上位一件） 横須賀“住”魅力発信プロジェクト実行委員会 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 1 いきいきとした交流が広がるまち 

政策 （1） 人を呼び込む環境づくり 

施策の目標 ④ 定住を促す仕掛けづくり 

事業成果の定義 市内外の結婚・子育て世代から「住みたいまち」「住み続けたい

まち」と感じてもらう 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

① 社会減5 

平成 25 年（2013 年） ▲1,587 人 → 平成 29 年（2017 年） 

▲918 人 

② 結婚・子育て世代の「本市に住み続けたい」人の割合 

平成 24 年（2012 年） 79.4% → 平成 29 年（2017 年） 80.3% 

③ 結婚・子育て世代市外居住者の「本市に住みたい」人の割合 

平成 24 年（2012 年） 11.9% → 平成 29 年（2017 年） 10.8% 

補助金額の妥当性の

確認方法 

事業報告等から確認している。 

 

  

                                                   
5 社会減とは、人口移動すなわち人口流入数と流出数のマイナスの差。 
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ア 概要 

（事業概要） 

横須賀“住”魅力発信プロジェクト実行委員会は、横須賀市、横須賀商工会議所及

び京浜急行電鉄株式会社が一体となって、「住むまち横須賀」の魅力をより効果的に

発信し、都市イメージの向上と定着を図ることを目的とした実行委員会である。 

当実行委員会は、毎年、その必要性や方向性等について、総会にて検討を行うこと

を予定している。 

具体的な事業内容として、平成 29 年度（2017 年度）は、横須賀の魅力発信キャン

ペーン（市内視察ツアー）や、各種プロモーションなどを行った。 

 

（実行委員会と負担金の概要） 

当実行委員会は、上記事業実施主体（横須賀市、横須賀商工会議所及び京浜急行電

鉄株式会社）によって構成され、横須賀市が事務局機能を担っている。構成団体の役

割分担は、横須賀商工会議所は、主に市内事業者への情報発信、京浜急行電鉄株式会

社は、主に公共交通機関における情報発信、横須賀市は、主に市内外への情報発信事

業となっている。 

平成 29 年度（2017 年度）の予算現額 60,847,000 円に対し、決算額は 42,978,464

円（交通広告媒体分含む）であった。予算と決算の差額の主なものは、移住体験の実

施持越し等である。予算において見込んでいた事業について、実施段階において効果

を再度検討したうえで取り組みを行っている。 

 

イ 指摘事項 

（ア） 要綱等の整備（指摘事項） 

【現状】 

 負担金については実行委員会を構成する団体間での協議により定められている。

負担金の決定プロセス、対象とする経費、及び負担額の算定方法等について、要綱

等により明文化はされていない。 

 なお、現行の構成団体ごとの負担金額の算定に当たっては、スピード感のある効

果的な発信を行うことを目的として、団体間での協議により各年度の事業を検討

することから、特定の比率による一律按分が難しいため、各年度で実施する事業の

内容に基づいて、団体間での協議により決定している旨、所管課より回答を得てい

る。 

 

【課題】 

 負担金算定の考え方が明文化されていないため、今後は考え方を文章化する等

検討の余地がある。 
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【指摘事項】 

 負担金については実行委員会を構成する団体間での協議により定められている。

負担金の決定プロセス、対象とする経費、及び負担額の算定方法等について、要綱

等により明文化はされていない。この点、負担金算定に当たっての考え方を要綱等

へ加筆する必要があると考える。 

具体的には、「横須賀商工会議所は、主に市内事業者への情報発信、京浜急行電

鉄株式会社は、主に公共交通機関における情報発信、横須賀市は、主に市内外への

情報発信」という各団体の実務に沿って負担金算定について協議する等の考え方

を加筆することが必要と考える。 
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3．総務部 

 

(1) 職員厚生会交付金 

所管 人事課 

予算区分 款 総務費 

項 総務管理費 

目 人事管理費 

細節 交付金（人件費） 

根拠法令・要綱等 補助金等交付規則 

制度の種別 市単独 

開始年度 ― 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 41,193,534 

交付件数（件） 見積件数 1 

実績件数 1 

交付先（上位一件） 職員厚生会 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 ― 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

― 

補助金額の妥当性の

確認方法 

決算書及び事業報告書を精査し、妥当性を確認している。 
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ア 概要 

地方公務員法第 42 条では、「地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生に

関する事項について計画を樹立し、これを実施しなければならない」と定められてい

る。横須賀市は、同条に基づいて、横須賀市職員厚生会（以下、厚生会という。）に

交付金を支出している。 

厚生会は、横須賀市職員の福利厚生を目的として事業を実施する団体である。具体

的な実施事業は、厚生事業、生活資金貸付事業、保養及び元気回復等の福利施設に関

する事業、その他横須賀市職員厚生会規約第 2 条の目的達成のために必要と認める

事業の 4 つである。また、厚生会は職員から掛金を徴収しており、横須賀市からの交

付金と職員からの掛金を主な財源として事業を実施している。 

厚生会は、評議会、理事会、職員厚生会事業・制度検討委員会（以下、検討委員会

という。）から構成されている。検討委員会において、他市を参考に、交付金の削減

やカフェテリアプランの見直し等、厚生会の在り方についての検討がなされている。 

交付金額については、検討委員会において検討された事業に応じて、厚生会事務局

が過去の事業や交付金額を参考に金額を算定している。 

 

イ 指摘事項及び意見 

（ア） 交付金交付要綱の不作成（指摘事項） 

【現状】 

平成 20 年度（2008 年度）の包括外部監査において交付要綱が作成されていな

いことについての意見が報告されている。当該意見を受け、所管課では交付要綱の

要否について検討を行い、交付先が特定された 1 件であることから、交付要綱は

不要であると判断していた。 

 

【課題】 

交付先の厚生会は地方公務員である横須賀市職員から構成されており、交付要

綱がない状況では、当該交付金についての透明性が十分に確保されているとは言

い切れない。透明性が確保されない状態では、市民の不信感を生じさせる可能性が

ある。交付要綱を策定し、対象となる事業、経費及び交付金の算定基準を明確にし、

税金の使途を明らかにすることで、市民に対する透明性がより確保されると考え

られる。 

 

【指摘事項】 

平成 20 年度（2008 年度）の包括外部監査において交付要綱の不作成について

意見が報告されている。交付要綱が不作成の状態では、交付金の市民に対する透明

性が確保されない可能性がある。 
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交付要綱の作成要否について、透明性の点から再度検討することが必要である。 

 

（イ） 使途不明確の現金預金の存在（意見） 

【現状】 

厚生会では、平成 29 年度（2017 年度）末現在、現金預金を 439,980,949 円保

有している。過年度においては、事業運営の結果発生した余剰金について厚生会の

資金としていたため、現金預金残高が増加していったものと所管課は推測してい

る。なお、現在は、会員掛金の余剰分は発生しておらず、交付金の余剰分について

は横須賀市に戻し入れている旨、所管課より回答を得ている。 

現在保有する現金預金について、今後の使用予定が決まっていないことを所管

課に確認した。平成 29 年度（2017 年度）の検討委員会の議事概要を閲覧すると、

現金預金の使途についての検討がなされていない。また、平成 28 年度（2016 年

度）以前についても検討委員会で検討されていない旨を所管課に確認した。 

 

【課題】 

厚生会は、横須賀市からの交付金や会員からの掛金を基に事業を実施する。当該

交付金や掛金は毎年度収入するため、厚生会が多額の現金預金を保有する意義は

考えにくい。 

 

【意見】 

厚生会では今後の使用予定が明確に決定されていない現金預金を保有している。

そのため現金預金の使途について、検討委員会で検討することが望まれる。 

 

（ウ） カフェテリアプラン事業の若年層の低利用率（意見） 

【現状】 

厚生会ではその事業のひとつとして、当交付金及び会員掛金を財源としてカフ

ェテリアプラン事業を行っている。 

カフェテリアプランとは、勤務先が用意した複数の福利厚生のメニューから、職

員や従業員が自分の好みのメニューを選択する制度である。 

 横須賀市では、次表のとおり、20 代のカフェテリアプランの利用率が低い。 
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図表 3-3-1 年代別カフェテリアプラン事業利用率 

 

出典：所管課提出資料 

   上記資料を基に包括外部監査人が作成している。 

 

【課題】 

厚生会の目的は横須賀市職員全体の福利厚生である。カフェテリアプランは、各

職員が自分のライフスタイルや趣味に合わせたメニューを選択できることが魅力

である。そのため、年齢を問わず、全職員が制度的かつ実務的に利用しやすいプラ

ンであることが望ましい。 

 

【意見】 

20 代のカフェテリアプラン利用率が低い。厚生会の目的は横須賀市職員の福利

厚生に寄与することであるため、年齢を問わず広く活用されることが望ましい。 

所管課において、20 代のカフェテリアプランの利用率が低いことを当初認識し

ていなかった。そのため、まずは 20 代の利用率が低い要因を分析することが望ま

しい。その上で、カフェテリアプランの存在自体が認識されていないのであれば周

知方法を再考することが望ましい。周知はされているが、カフェテリアプランの内

容が魅力的でないため利用が少ないのであれば、カフェテリアプランのメニュー

を再考することも考えられる。 
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4．財政部 

 

(1) 下水道事業会計への一般会計負担金 

所管 財政課 

予算区分 款 土木費 

項 都市計画費 

目 都市計画総務費 

細節 負担金 

根拠法令・要綱等 地方公営企業法、平成 29 年度（2017 年度）における一般会計か

ら下水道事業会計への繰出しに関する申合せ書 

制度の種別 市単独 

開始年度 ― 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 3,047,796,457 

交付件数（件） 見積件数 5（同一交付先に対し分割して交付） 

実績件数 5（同上） 

交付先（上位一件） 横須賀市上下水道事業管理者 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 5 安全で快適に暮らせるまち 

政策 （3） 快適な暮らしを支える生活基盤づくり 

施策の目標 ② 下水道事業の効率的な運営 

事業成果の定義 快適な暮らしを支える生活基盤の維持・向上 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

― 

補助金額の妥当性の

確認方法 

双方の合意に基づき繰出している。 
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ア 概要 

下水道事業は、雨水公費・汚水私費の原則として、雨水の処理に係る経費について

は一般会計で負担すべき経費として繰入金を受け入れる一方、日常生活や生産活動

で生じる汚水の処理経費については下水道使用料で賄うこととしている。 

公営企業の経費のうち、その性質上企業経営に伴う収入をもって充てることが適

当でない経費は、一般会計等が負担または補助をし、あるいは出資をすることができ

ると規定されている。 

一般会計から企業会計に対して繰り出す際の基本的な考え方が繰出基準であり、

総務省により「地方公営企業繰出金について」（総務省副大臣通知）として毎年度通

知されている。下水道事業に係る繰出基準の項目は次表のとおりであり、横須賀市は

基準内繰入金として以下の基準に基づき負担金を交付している。 

 

図表 3-4-1 下水道事業に係る繰出基準の項目 

No. 項目 

1  雨水処理に要する経費 

2  分流式下水道等に要する経費 

3  流域下水道の建設に要する経費 

4  下水道に排除される下水の規制に関する事務に要する経費 

5  水洗便所に係る改造命令等に関する事務に要する経費 

6  不明水の処理に要する経費 

7  高度処理に要する経費 

8  高資本費対策に要する経費 

9  広域化･共同化の推進に要する経費 

10  地方公営企業法の適用に要する経費 

11  小規模集合排水処理施設整備事業に要する経費 

12  個別排水処理施設整備事業に要する経費 

13  下水道事業債（特別措置分）の償還に要する経費 

14  その他 

出典：総務省総務副大臣通知「平成 29 年度の地方公営企業繰出金について（総

財公第 41 号）」 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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(2) 下水道事業会計への一般会計補助金 

所管 財政課 

予算区分 款 土木費 

項 都市計画費 

目 都市計画総務費 

細節 補助金 

根拠法令・要綱等 地方公営企業法、平成 29 年度（2017 年度）における一般会計か

ら下水道事業会計への繰出しに関する申合せ書 

制度の種別 市単独 

開始年度 ― 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 819,673,310（基準内繰入金 7,662,000 円を含む。） 

交付件数（件） 見積件数 5（同一交付先に対し分割して交付） 

実績件数 5（同上） 

交付先（上位一件） 横須賀市上下水道事業管理者 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 5 安全で快適に暮らせるまち 

政策 （3） 快適な暮らしを支える生活基盤づくり 

施策の目標 ② 下水道事業の効率的な運営 

事業成果の定義 快適な暮らしを支える生活基盤の維持・向上 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

― 

補助金額の妥当性の

確認方法 

双方の合意に基づき繰出している。 
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ア 概要 

地方財政法及び地方公営企業法では、公営企業は、主としてその経費を当該事業の

収入をもって充てることとされ、自律性をもって事業を継続していく独立採算制の

原則が規定されている。下水道事業は地方公営企業法の適用により、独立採算制を経

営の基本原則としているが、公営企業の経費のうち、能率的な経営を行ってもなおそ

の経営に伴う収入をもって充てることが客観的に困難であると認められる経費は、

一般会計等が負担または補助をし、あるいは出資をすることができると規定されて

いる。繰出基準の範囲外での繰り出しは、各地方公共団体の政策的な判断に基づいて

一般会計から企業会計に繰り出すものである。 

繰出基準額は、平成 27 年度（2015 年度）から平成 29 年度（2017 年度）の間は

対象費用の 26％、平成 30 年度（2018 年度）から 4 年間は対象費用の 22%である。 

 

図表 3-4-2 下水道事業に係る繰出基準の項目（平成 30 年度（2018 年度）） 

No. 項目 

1  汚水施設に係る減価償却費等 

2  汚水施設整備に係る企業債の利子償還費 

3  資本費平準化債に係る元金償還費（補助金分） 

4  資本費平準化債に係る利子償還費（補助金分） 

出典：所管課提出資料 

 

図表 3-4-3 繰出金額推移表（平準化債等含む） 

       （単位：千円） 

年度 
平成 25 

（2013） 

平成 26 

（2014） 

平成 27 

（2015） 

平成 28 

（2016） 

平成 29 

（2017） 

基準外繰出金 2,003,489 1,937,507 1,747,849 1,758,679 1,709,456 

出典：所管課提出資料 

   当該資料を基に包括外部監査人が作成している。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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5．文化スポーツ観光部 

 

(1) ベイスクエアよこすか一番館共用部分負担金 

所管 文化振興課 

予算区分 款 総務費 

項 総務管理費 

目 劇場費 

細節 負担金 

根拠法令・要綱等 ベイスクエアよこすか一番館管理組合管理規約、管理業務委託契

約書 

制度の種別 市単独 

開始年度 平成 5（1993） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 133,729,141 

交付件数（件） 見積件数 1 

実績件数 1 

交付先（上位一件） ベイスクエアよこすか一番館管理組合 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 共用部分の適正な管理 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

共用部分の適正な管理がなされている。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

契約時に委託業者が作成した明細表を確認している。 
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ア 概要 

当負担金は、ベイスクエアよこすか一番館の共用部分を管理しているベイスクエ

アよこすか一番館管理組合に対して拠出する、共用部分に係る維持管理費用（管理

費）、専有部分において使用する光熱水費及び大規模修繕費用等に対する負担金であ

る。 

ベイスクエアよこすか一番館には、横須賀市の施設として産業交流プラザ、横須賀

芸術劇場、ベイスクエアパーキング及び市民活動サポートセンターがあるが、それぞ

れの所管部局で負担金を拠出している。 

負担金の内訳について、管理費等は予算で定められた額を毎月ごと前月払い、光熱

水費は毎月ごと翌月に実績払い、損害保険料は更新月に年額一括払いによっている。

管理費等は予算と実績の差額が生じるため、予備費として管理組合において次年度

に繰り越している。区分所有者ごとの共通費用の按分方法はベイスクエアよこすか

一番館管理組合管理規約（以下、管理規約という。）に定めており、管理項目ごとに

配賦率を設定している。交付金額と繰越額の推移は次表のとおりである。 

  

図表 3-5-1 交付金額及び繰越額の推移 

（単位：千円） 

年度 
平成 25

（2013） 

平成 26 

（2014） 

平成 27 

（2015） 

平成 28 

（2016） 

平成 29 

（2017） 

交付金額 131,983 135,511 135,000 134,885 133,729 

繰越額 16,765 18,692 20,978 23,741 29,227 

出典：所管課提出資料 

   当該資料を基に包括外部監査人が作成している。 

 

イ 意見 

（ア） 負担金交付額の管理規約の記載（意見） 

【現状】 

管理費等に予算と実績の差額がある場合には、差金は修繕等に用いる予備費と

して、管理組合において次年度に繰り越しているが、管理規約において繰越金の運

用規則が定められていない。 

 

【課題】 

繰越金の取扱い方法が管理規約において定められていない場合には、将来の使

途が明確化されているといえない。 
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【意見】 

 管理規約において繰越金の運用規則が定められていない。 

繰越金の取扱い方法について管理規約に定める必要があり、管理規約で繰越金

の額に応じた補助金交付要件を定め、負担金の減額や精算の検討を行うことがで

きる規則を設けるよう管理組合に働きかけることが望まれる。 
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(2) 商店街にぎわいづくり事業補助金 

所管 商業・市街地振興課 

予算区分 款 商工費 

項 商工費 

目 商工業振興費 

細節 補助金 

根拠法令・要綱等 補助金等交付規則、商店街にぎわいづくり事業補助金交付要綱 

制度の種別 市単独 

開始年度 昭和 57（1982） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 14,291,000 

交付件数（件） 見積件数 25 

実績件数 21 

交付先（上位一件） ドブ板通り商店街振興組合 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 2 海と緑を生かした活気あふれるまち 

政策 （5） 市街地のにぎわいづくり 

施策の目標 ② 魅力ある商業集積の促進 

事業成果の定義 街のにぎわい創出 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

良好と評価する。事業実施日の人通りが増加したと補助事業者か

ら報告があったため。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

規定に定めた額により支出している。 
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ア 概要 

（補助事業の概要） 

当補助金は、市内商店街団体が行う事業に対し、地域の特性に対応した機能を高め、

活力とにぎわいのある商店街づくりを進めるために交付するものである。商店街団

体とは、中小商業者が地域的に組織した、商店街振興組合、商店街協同組合、法人化

された商店街団体、任意の商店街団体で横須賀市長が認めるものをいう。補助の対象

となる事業は、商店街団体が行う事業で、次の（1）から（5）に掲げる事業である。 

 

図表 3-5-2 補助対象事業一覧 

名称 事業内容 補助金額 補助限度額 

（1）にぎわいづくり

イベント事業 

販売促進を行うイベント

等の事業 

・（補助対象経費の

総額－30 万円）÷3 

200 万円 

（2）集客力向上モデ

ル事業 

将来にわたって商店街の

競争力や集客力強化を図

るために、新規性や独創性

のある事業で、かつ、取り

組みや効果に継続性や持

続性があると認められる

事業 

・（補助対象経費の

総額－30 万円）×2÷3 

（同一年度に（1）の

補助金の交付を受け

る場合は、補助対象

経費の総額×2÷3） 

200 万円 

（3）商店街空き店舗

対策事業 

商店街の活性化を図るた

め、商店街内の空き店舗を

新たに借り上げ、活用した

事業 

・補助対象経費の総

額×2÷3 

200 万円 

（4）商店街地域連携

共同事業 

商店街団体が新たに町内

会等の地域団体と連携し

て行う宅配事業その他の

地域の活性化を図るため

の事業 

・補助対象経費の総

額×2÷3 

200 万円 

（5）商店街地域資源

活用事業（※） 

商店街団体が各々の地域

資源を活用し、当該商店街

の活性化を図るための事

業 

・補助対象経費の総

額×2÷3 

100 万円 

（※）平成 30 年度（2018 年度）からの開始事業である。 

出典：横須賀市「商店街にぎわいづくり事業補助金交付要綱」（昭和 57 年（1982 年）

4 月 1 日） 第 3 条 

   当該資料を基に包括外部監査人が作成している。  
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図表 3-5-3 商店街にぎわいづくり事業補助金の推移 

年度 
平成 25

（2013） 

平成 26 

（2014） 

平成 27 

（2015） 

平成 28 

（2016） 

平成 29 

（2017） 

交付金額 

（千円） 
18,357 16,830 16,548 16,960 14,291 

交付件数 

（件） 
29 26 23 26 21 

出典：所管課提出資料 

   当該資料を基に包括外部監査人が作成している。 

 

イ 指摘事項 

（ア） 仕入控除税額の取扱いの明確化（指摘事項） 

【現状】 

補助対象事業に係る経費や施設等固定資産の取得費用について、税込み額で補

助金を拠出している。当補助金の要綱において、補助の相手方が課税事業者であっ

た場合に、仕入控除税額相当分の返還を求める定めは設けられていない。 

なお、所管課では、平成 29 年度（2017 年度）現在において、市内の商店街団体

で消費税の課税事業者となる団体はないと認識している。 

 

【課題】 

課税事業者が、補助金を財源とした支出を行い、当該支出に係る消費税及び地方

消費税を控除対象仕入税額として申告を行っている場合、実質的に当該事業者に

は消費税及び地方消費税の負担が生じていないことになる。この場合に税込み額

で補助金を拠出することは、課税事業者に対し補助金を過大に支出している状況

と考えられる。 

上述の【現状】に記載のとおり、所管課としては、現在補助対象の商店街団体に

課税事業者はないと認識しているが、今後課税事業者となる可能性は考えられる。 

 

【指摘事項】 

事業に係る経費や施設等固定資産の取得費用に関する補助金を税込み額で拠出

している。当補助金の要綱において、補助の相手方が課税事業者であった場合に、

仕入控除税額相当分の返還を求める定めは設けられていない。 

所管課では、平成 29 年度（2017 年度）現在は補助対象に課税事業者は含まれて

いないと認識しているが、今後を勘案し、要綱において取扱いを明確化することが

必要である。 
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(3) 商店街街路灯等電気料金等補助金 

所管 商業・市街地振興課 

予算区分 款 商工費 

項 商工費 

目 商工業振興費 

細節 補助金 

根拠法令・要綱等 補助金等交付規則、商店街街路灯等電気料金等補助金交付要綱 

制度の種別 市単独 

開始年度 平成 13（2001） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 12,879,000 

交付件数（件） 見積件数 69 

実績件数 66 

交付先（上位一件） 衣笠商店街振興組合 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 2 海と緑を生かした活気あふれるまち 

政策 （5） 市街地のにぎわいづくり 

施策の目標 ② 魅力ある商業集積の促進 

事業成果の定義 買い物の利便性向上 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

良好と評価している。街路灯事業を廃止した商店街では、人通り

減少などの声が上がっているため。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

規定に定めた額により支出している。 
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ア 概要 

（補助事業の概要） 

当補助金は、商店街のにぎわいづくり、安全・安心のために、街路灯などの電気料

金の一部を補助するものである。補助対象経費は、商店街団体が設置する街路灯、ア

ーチ及びアーケードの照明灯の電気料金及びガス料金であり、予算の範囲内におい

て、商店街団体が支払った 1 月分から 12 月分までの街路灯等の電気料金等の総額の

2 分の 1 の額を補助する。補助の対象団体は、商店街団体、中小商業者が地域的に組

織した商店街振興組合、商店街協同組合、その他の法人化された商店街団体、任意の

商店街団体である。 

 

（交付申請） 

交付申請には、電力株式会社やガス供給会社が発行する街路灯等の電気料金等支

払証明書の写しまたは電気料金等領収書の写し（前年 1 月分から 12 月分）が必要と

なり、横須賀市は領収書等の証憑を確認している。 

 

イ 指摘事項 

（ア） 仕入控除税額の取扱いの明確化（指摘事項） 

【現状】 

補助対象となる事業に係る経費について、税込み額で補助金を拠出している。当

補助金の要綱において、補助の相手方が課税事業者であった場合に、仕入控除税額

相当分の返還を求める定めは設けられていない。 

なお、所管課では、平成 29 年度（2017 年度）現在において、市内の商店街団体

で消費税の課税事業者となる団体はないと認識している。 

 

【課題】 

課税事業者が、補助金を財源とした支出を行い、当該支出に係る消費税及び地方

消費税を控除対象仕入税額として申告を行っている場合、実質的に当該事業者に

は消費税及び地方消費税の負担が生じていないことになる。この場合に税込み額

で補助金を拠出することは、課税事業者に対し補助金を過大に支出している状況

と考えられる。 

上述の【現状】に記載のとおり、所管課としては、現在補助対象の商店街団体に

課税事業者はないと認識しているが、今後課税事業者となる可能性は考えられる。 

 

【指摘事項】 

事業に係る経費に関する補助金を税込み額で拠出している。当補助金の要綱に

おいて、補助の相手方が課税事業者であった場合に、仕入控除税額相当分の返還を
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求める定めは設けられていない。 

所管課では、平成 29 年度（2017 年度）現在は補助対象に課税事業者は含まれて

いないと認識しているが、今後を勘案し、要綱において取扱いを明確化することが

必要である。 
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(4) ANA ウインドサーフィンワールドカップ横須賀大会負担金 

所管 企画課（平成 30 年度（2018 年度）7 月より。平成 29 年度（2017

年度）から平成 30 年度（2018 年度）6 月までは政策推進部政策

推進課） 

予算区分 款 総務費 

項 総務管理費 

目 政策推進費 

細節 負担金 

根拠法令・要綱等 ― 

制度の種別 市単独 

開始年度 平成 28（2016） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 15,000,000 

交付件数（件） 見積件数 1 

実績件数 2（同一交付先に対して分割して交付） 

交付先（上位一件） ANA ウインドサーフィンワールドカップ横須賀大会実行委員会 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 来場者数 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 40,000 人 

実績 ―（開催は平成 30 年度（2018 年度）） 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

前回大会において、目標 30,000 人に対し、実績 33,000 人で目標

を達成した。また、ワールドカップの開催をきっかけに地域活性

化の推進が図られている。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

実行委員会収入の 14.5％であり、事業成果を考慮すると割安と

感じている。 
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ア 概要 

当負担金は、横須賀市津久井浜において、ウインドサーフィンワールドカップを開

催し、マリンスポーツの魅力を伝え、地域経済の活性化に貢献することを目的とした

ものであり、「ANA ウインドサーフィンワールドカップ横須賀大会実行委員会」（以

下、実行委員会という。）が運営している。実行委員会は、全日本空輸株式会社、京

浜急行電鉄株式会社、特定非営利活動法人日本ウィンドサーフィン協会、神奈川県、

横須賀市及び三浦市をもって組織されている。 

実行委員会各自の負担金内訳は、関係団体の協議により定めており次表のとおり

である。なお、横須賀市の負担額は、全日本空輸株式会社の半分程度の 15,000 千円

としていたが、事業者からの寄付による充当をしたことにより 20,000 千円となって

いる。 

 

図表 3-5-4 負担金内訳 

（単位：千円） 

年度 
平成 29  

（2017） 

平成 30

（2018） 
合計 

全日本空輸株式会社 ― 27,000 27,000 

京浜急行電鉄株式会社 ― 15,000 15,000 

日本ウィンドサーフィン協会 ― ― ― 

神奈川県 3,000 ― 3,000 

横須賀市 15,000 5,000 20,000 

三浦市 ― 1,000 1,000 

合計 18,000 48,000 66,000 

出典：所管課提出資料 

        当該資料を基に包括外部監査人が作成している。 

 

イ 指摘事項 

（ア） 要綱等の整備（指摘事項） 

【現状】 

 負担金については構成団体による協議により定められているが、対象とする経

費の範囲や算定方法について明文化されていない。 

 

【課題】 

 負担金の対象とする経費の範囲や算定方法が明文化されておらず、透明性の観

点から検討の余地がある。 
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【指摘事項】 

負担金については構成団体による協議により定められているが、対象とする経

費の範囲や算定方法について明文化されていない。 

負担金に関する要綱等の整備を行い、対象とする経費の範囲や算定方法につい

て明文化する必要がある。 
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(5) 平成 29 年度（2017 年度）「カレーの街よこすか推進事業」負担金 

所管 観光企画課 

予算区分 款 商工費 

項 商工費 

目 観光費 

細節 負担金 

根拠法令・要綱等 補助金等交付規則 

制度の種別 市単独 

開始年度 平成 11（1999） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 12,673,000 

交付件数（件） 見積件数 1 

実績件数 1 

交付先（上位一件） カレーの街よこすか推進委員会 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 1 いきいきとした交流が広がるまち 

政策 （1） 人を呼び込む環境づくり 

施策の目標 ①  地域資源を生かした魅力づくり 

事業成果の定義 観光振興及び地元経済の活性化 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

観光振興及び地元経済の活性化に寄与したと考えている。 

多様なメディアに働きかけた結果、様々なメディアに取り上げら

れ、「カレーの街よこすか」として情報発信することができた。

また、カレーフェスティバルの開催により、市内外から多くのお

客様が訪れ、本市を PR することができた。さらに、本市応援ふ

るさと納税の記念品として、「よこすか海軍カレー」関連商品が

活用されたため。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

事業報告及び決算資料から確認している。 
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ア 概要 

当補助金は、横須賀市のにぎわいづくりに関するパートナー企業と共に横須賀カ

レーフェスティバルを開催する目的で、「カレーの街よこすか推進委員会」（以下、推

進委員会という。）に交付しているものである。推進委員会は、横須賀をカレーの街

とすべく、観光振興及び地元経済の活性化を図るとともに、各種事業を積極的に展開

するための調査研究及び企画立案をし、その推進方法など必要な事項を定めること

を目的とする。推進委員会は、横須賀市、横須賀商工会議所、海上自衛隊横須賀地方

総監部を中心とし、その他カレーの街横須賀事業者部会部会長・副部会長、料理学校

関係者、観光事業者などで組織されている。 

カレーの街よこすか推進事業は、横須賀カレーフェスティバル等、各種事業の開催、

カレーの街横須賀の広報宣伝、推進事業者に対する支援、カレーの街横須賀のイメー

ジ作りのための調査・研究並びに企画・立案、その他関連する事業全般である。 

 平成 30 年度（2018 年度）より都市政策研究所が開発した経済波及効果分析ツー

ルによる効果測定を行っている。事業成果の検証は、事業の動員人数や経済波及効果

によっている。 

 

イ 指摘事項 

（ア） 要綱等の整備（指摘事項） 

【現状】 

 負担金については構成団体による協議により定められているが、対象とする経

費の範囲や算定方法について明文化されていない。 

 

【課題】 

 負担金の対象とする経費の範囲や算定方法が明文化されておらず、透明性の観

点から検討の余地がある。 

 

【指摘事項】 

負担金については構成団体による協議により定められているが、対象とする経

費の範囲や算定方法について明文化されていない。 

 負担金に関する要綱等の整備を行い、対象とする経費の範囲や算定方法につい

て明文化する必要がある。 
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(6) 平成 29 年度（2017 年度）横須賀集客促進実行委員会負担金 

所管 観光企画課 

予算区分 款 商工費 

項 商工費 

目 観光費 

細節 負担金 

根拠法令・要綱等 補助金等交付規則 

制度の種別 市単独 

開始年度 平成 19（2007） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 24,513,722 

交付件数（件） 見積件数 1 

実績件数 1 

交付先（上位一件） 横須賀集客促進実行委員会 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 1 いきいきとした交流が広がるまち 

政策 （2） 交流を支える情報の発信 

施策の目標 ① 集客につながる魅力の発信 

事業成果の定義 交流人口の増加と市内消費の増による地域活性化 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

交流人口の増加と市内消費の増による地域活性化に寄与したと

考えている。 

横須賀独自の歴史や横須賀が舞台となっているサブカルチャー

を活用するなど、様々な媒体での情報発信や各種イベントを実施

することで、観光客の誘致と市内周遊に努めたため。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

事業報告及び決算資料から確認している。 
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ア 概要 

当負担金は、横須賀集客促進実行委員会（以下、実行委員会という。）に対する負

担金である。実行委員会は、平成 19 年（2007 年）に横須賀市、京浜急行電鉄株式会

社、横須賀商工会議所の 3 者で設立された組織であり、横須賀市は事務局機能を担

っている。官民連携した戦略的な集客促進活動を展開し、市内消費の拡大、京浜急行

電鉄株式会社による三浦半島への旅客誘致、及び、横須賀商工会議所による市内事業

者の活性化を目的とした活動を行っている。 

事業内容は、媒体による集客 PR、イベントキャンペーン、集客拠点・事業者との

連携支援などの集客促進事業を展開し、交流人口の増加による地域経済の活性化を

図っている。 

 平成 30 年度（2018 年度）より都市政策研究所が開発した経済波及効果分析ツー

ルによる効果測定を行っている。事業成果の検証は、事業の動員人数や経済波及効果

によっている。 

 

イ 指摘事項 

（ア） 要綱等の整備（指摘事項） 

【現状】 

 負担金については実行委員会を構成する団体間での協議により定められている。

負担金の決定プロセス、対象とする経費、及び負担額の算定方法等について、要綱

等により明文化はされていない。 

 なお、現行の構成団体ごとの負担金額の算定に当たっては、特定の比率による一

律按分ではなく、各年度で実施する事業の内容に基づいて、構成団体の協議により

決定している旨、所管課より回答を得ている。 

 

【課題】 

 負担金算定の考え方が明文化されておらず、透明性の観点から検討の余地があ

る。 

 

【指摘事項】 

 負担金については実行委員会を構成する団体間での協議により定められている。

負担金の決定プロセス、対象とする経費、及び負担額の算定方法等について、要綱

等により明文化はされておらず、透明性の観点から検討の余地がある。この点、負

担金算定に当たっての考え方を要綱等へ明記する必要があると考える。 

明文化すべき事項としては、負担金額の決定が構成団体の協議による旨、及び構

成団体ごとの負担の原則的な考え方の 2 点が必要と考える。 

現行の構成団体ごとの負担金額が、事業内容に基づき都度協議により決定され
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ていることから、一律の算定式を定めることは実情に沿わない。一方で、「負担金

額の決定が構成団体の協議による旨」のみを要綱等に記載しても、協議内容が開示

されないのであれば透明性の観点から十分ではないと考える。例えば、政策推進部

における「横須賀“住”魅力発信プロジェクト実行委員会負担金」（第 3 章 2.(1)参

照）のように、「横須賀商工会議所は、主に市内事業者への情報発信、京浜急行電

鉄株式会社は、主に公共交通機関における情報発信、横須賀市は、主に市内外への

情報発信」などと実務上整理されているのであれば、こうした基本的な考え方につ

いて要綱等に織り込むことが必要と考える。 
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(7) よこすか開国祭補助金 

所管 観光企画課 

予算区分 款 商工費 

項 商工費 

目 観光費 

細節 負担金 

根拠法令・要綱等 補助金等交付規則 

制度の種別 市単独 

開始年度 平成 23（2011） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 
59,542,646 

交付件数（件） 見積件数 1 

実績件数 1 

交付先（上位一件） 一般社団法人横須賀市観光協会 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 1 いきいきとした交流が広がるまち 

政策 （1） 人を呼び込む環境づくり 

施策の目標 ①  地域資源を生かした魅力づくり 

事業成果の定義 交流人口の増加 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

交流人口の増加に寄与したと考えている。 

市内の一大イベントであるよこすか開国祭を開催し、一定の集客

を達成したため。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

総経費に対する収入を確認している。 
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ア 概要 

当補助金は、地域における観光の振興を図るため、観光振興事業を行う一般社団法

人横須賀市観光協会（以下、観光協会という。）に対し、予算の範囲内で補助金を交

付するものであり、よこすか開国祭は観光協会が行う最大のイベントである。また、

平成 29 年度（2017 年度）は観光協会に対しよこすか開国祭の他 4 事業への補助金

を交付している。 

補助対象事業は、観光協会が行う観光客誘致に係る宣伝、観光振興のためのイベン

ト等の実施事業が対象であり、補助対象経費は、各種集客イベント事業としての収益

事業に要する経費である。 

  

図表 3-5-5 よこすか開国祭事業補助金（決算額）の推移 

（単位：千円） 

年度 
平成 25

（2013） 

平成 26 

（2014） 

平成 27 

（2015） 

平成 28 

（2016） 

平成 29 

（2017） 

交付額 56,695 57,454 58,863 59,749 59,543 

出典：所管課提出資料 

   当該資料を基に包括外部監査人が作成している。 

 

図表 3-5-6 平成 29 年度（2017 年度）観光協会事業別収益内訳 

  （単位：千円、％） 

補助対象事業 

横須賀

市補助

金 

補助金

返還額 

その他

収入 
合計 

補助金 

依存率 

（1）よこすか YY のりものフェ

スタ 
6,343 ▲1,738 1,058 5,663 81.3 

（2）よこすか開国祭 60,649 ▲1,106 8,399 67,942 87.6 

（3）第 41 回横須賀みこしパレ

ード 
10,802 ▲3,284 970 8,488 88.6 

（4）日米親善ベース歴史ツアー 318 ▲113 51 256 80.1 

（5）海上自衛隊・田戸台分庁舎 

一般開放・ガイドツアー 
807 ▲149 4 662 99.4 

合計 78,919 ▲6,390 10,482 83,011 87.4 

※数値は千円未満切り捨て、比率は小数点 2 位未満四捨五入。 

※補助金返還額＝受託料－支出総合計＋雑入＋繰越金 

出典：所管課提出資料 

   当該資料を基に包括外部監査人が作成している。 
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イ 指摘事項及び意見 

（ア） 事業評価指標（意見） 

【現状】 

事業成果の評価基準が交流人口の増加のみとなっている。 

 

【課題】 

多角的な目標値の設定がされておらず、補助金依存率が高い水準であるにも関

わらず事業成果の評価基準が不十分となり、事業改善の検討が十分にされていな

いおそれがある。 

 

【意見】 

事業成果の評価基準が交流人口の増加のみとなっているが、評価基準の十分性

を検討することが望まれる。 

観光協会は横須賀市の外郭団体であり、自主財源の確保に向けてさらなる展開

を図り、機動性を発揮した事業を行っていくためには、事業評価に基づく改善プロ

セスを構築する必要がある。交流人口の増加のみならず、例えば観光客動態調査に

関連付けた成果指標を設定し、事業評価調書等で補助金の有効性・必要性を検証す

ることが求められる。 

公営的事業であり、事業費の多くを補助金に依存している状態であれば、補助金

が交付されない場合には事業費を確保することができないが、経済波及効果を期

待できることで成果を評価することができる。ただし、経済波及効果を評価するこ

とができるといっても赤字を減少させる対策を講じることを疎かにすることを是

認することはできない。包括的な事業の評価基準を設け所管課が毎期評価するこ

とで、硬直的にならない補助金の交付策を検討することが望まれる。 

 

（イ） 補助金交付要綱の不作成（指摘事項） 

【現状】 

 観光協会に対する補助金の要綱が作成されていない。 

 

【課題】 

 補助金の目的や対象事業、対象経費の範囲が明文化されていない。 
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【指摘事項】 

 定量的のみならず定性的な指標での効果測定が求められることから、補助金の

事業評価の前提となる事業の対象を明確化する意義でも要綱の作成は求められ

る。  
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(8) 横須賀市観光協会事業費補助金 

所管 観光企画課 

予算区分 款 商工費 

項 商工費 

目 観光費 

細節 補助金 

根拠法令・要綱等 補助金等交付規則 

制度の種別 市単独 

開始年度 昭和 46（1971） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 
66,264,093 

交付件数（件） 見積件数 1 

実績件数 1 

交付先（上位一件） 一般社団法人横須賀市観光協会 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 1 いきいきとした交流が広がるまち 

政策 （1） 人を呼び込む環境づくり 

施策の目標 ①  地域資源を生かした魅力づくり 

事業成果の定義 観光事業の発展 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

観光事業の発展に寄与したと考えている。 

観光案内所の運営や観光情報の発信、各種観光イベントの開催な

ど、本市への観光客誘致や観光事業者への支援に取り組んだた

め。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

事業報告及び決算資料から確認している。 
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ア 概要 

（補助事業の概要） 

当補助金は、地域における観光の振興を図るため、観光協会に対し、予算の範囲内

で補助金を交付するものである。 

観光協会は、横須賀市の観光宣伝及び観光客の誘致並びに観光客に対する情報提

供を行うとともに観光関連事業者と密接な連携を図ることにより、観光事業の健全

な発展を促進し、もって横須賀市の地域経済の振興及び文化の発展・向上に寄与する

ことを目的として設立された団体である。当補助金は、活動を補助するため、協会の

運営費及び協会が実施する事業の管理に対する補助を行うものである。 

 

図表 3-5-7 平成 29 年度（2017 年度）交付事務費内訳    

（単位：千円） 

科目 事業費 内容 

事務費 29,192 職員賃金、アシスタントスタッフ賃金等 

使用料及び賃借料 5,806 事務所、倉庫家賃等 

シティガイド活動

支援費 
2,144 制服購入、アシスタントスタッフ賃金 

観光案内所運営費 29,120 
案内所賃料、アシスタントスタッフ賃金

他、観光案内所移転工事関係費 

合計 66,264  

出典：所管課提出資料 

   当該資料を基に包括外部監査人が作成している。 

 

イ 指摘事項及び意見 

（ア） 外郭団体評価指標の設定（意見） 

【現状】 

外郭団体に係る評価指標が策定されておらず法人全体の財産等の財務情報の目

標値が設定されていない。 

 

【課題】 

外郭団体に係る評価指標が策定されていないことから、事業運営の評価基準の

目標値が明確化されておらず、法人の事業運営の定性的な有効性の判断及び補助

金の活用に係る定量的な目標値が設定されていない。 

 

【意見】 

外郭団体に係る評価指標が策定されておらず法人全体の財産等の財務情報の目
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標値が設定されていない。 

 観光協会の発展を目的とした財務指標及び非財務指標の評価方針を策定し、運

営活動の結果を評価することで効果的な PDCA サイクルを回すことが望まれる。 

補助対象事業の有効性のみならず法人全体としての財務状況の目標達成状況や

改善状況を管理することは重要となる。補助金による運営費が多くを占める外郭

団体の事業運営において、当該補助金の位置づけを確認し、収益力向上や経費削減

の有効性判断のための定性的・定量的な指標の設定に向けて、例えばインセンティ

ブが働く基準となる等、更なる工夫を進めることが望まれる。 

 

（イ） 仕入控除税額の取扱いの明確化（指摘事項） 

【現状】 

補助対象となる事業に係る経費について、税込み額で補助金を拠出している。補

助の相手方が課税事業者であった場合に、仕入控除税額相当分の返還を求める定

めは設けられていない。 

 

【課題】 

課税事業者が、補助金を財源とした支出を行い、当該支出に係る消費税及び地方

消費税を控除対象仕入税額として申告を行っている場合、実質的に当該事業者に

は消費税及び地方消費税の負担が生じていないことになる。この場合に税込み額

で補助金を拠出することは、課税事業者に対し補助金を過大に支出している状況

と考えられる。 

 

【指摘事項】 

事業に係る経費に関する補助金を税込み額で拠出している。補助の相手方が課

税事業者であった場合に、仕入控除税額相当分の返還を求める定めは設けられて

いない。 

要綱において取扱いを明確化することが必要である。 

 

（ウ） 要綱等の整備（指摘事項） 

【現状】 

補助金は、観光協会の予算計画に基づき支出されているが、補助金の目的や対象

事業、対象経費等が明文化されていない。 

 

【課題】 

 補助金の目的や対象事業、対象経費等が明文化されておらず、透明性の観点から

検討の余地がある。 
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【指摘事項】 

補助金は、観光協会の予算計画に基づき支出されているが、補助金の目的や対象

事業、対象経費等が明文化されていない。 

補助金に関する要綱等の整備を行い、目的や対象事業、対象経費等について明文

化する必要がある。 
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(9) 各地区観光協会補助金 

所管 観光企画課 

予算区分 款 商工費 

項 商工費 

目 観光費 

細節 補助金 

根拠法令・要綱等 補助金等交付規則、横須賀市観光事業補助金交付要綱 

制度の種別 市単独 

開始年度 平成 27（2015） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 
31,597,395 

交付件数（件） 見積件数 34 

実績件数 34 

交付先（上位一件） 横須賀市追浜観光協会 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 1 いきいきとした交流が広がるまち 

政策 （1） 人を呼び込む環境づくり 

施策の目標 ①  地域資源を生かした魅力づくり 

事業成果の定義 観光の振興 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

観光の振興に寄与したと考えている。 

補助対象である地区観光協会が様々な観光事業等を実施し、地域

の観光の振興に努めたため。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

平成 29 年（2017 年）4 月 1 日に地区観光協会等に係る取扱い基

準を策定しており、平成 31 年度（2019 年度）以降の新規及び増

額については、実績の報告を受けて以後の見直しを図ることとし

ている。 
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ア 概要 

当補助金は、横須賀市の観光振興を図るため、各地区観光協会等の団体（営利を目

的とする団体及び法人は除く。以下、「観光協会等」という。） が実施する事業等に

対して、予算の範囲内で交付するものである。 

補助の対象となる事業等は、観光協会等が実施する事業等であり、横須賀市の観光

振興に寄与すると認められる事業等であることや横須賀市の区域で実施されるなど、

広く市民を対象とした事業等であること等が規定されている。 

補助の対象となる経費は、事業等の実施に係る経費のうち、（1）会場設営委託料、

会場借上料その他会場運営に要する経費、（2）備品購入費、保険料、出演料その他事

業等の実施に要する経費、（3）印刷製本費、広告宣伝費、新聞折込み料その他広告宣

伝に要する経費である。 

 

イ 指摘事項及び意見 

（ア） 補助金不用額の精算方法（指摘事項） 

【現状】 

事業に係る負担金収入は、横須賀市補助金と観光協会等負担金が主となってい

るが、事業費実額が予算額を下回った場合には、実支出額に合わせて観光協会等の

負担金を減少させることで調整している。 

 

【課題】 

 事業費には横須賀市の補助金が優先的に使用されることとなるため、事業費実

額が予算額を下回った場合には、観光協会等の負担金を減額させることが可能と

なる。予算を過大に計上すれば、横須賀市からの補助金をより多額に受領すること

により、観光協会等の負担金を結果的に減少させることができるため、観光協会等

にとって有利な運用がされやすい環境にある。 

 

【指摘事項】 

事業に係る負担金収入は、横須賀市補助金と観光協会等負担金が主となってい

るが、事業費実額が予算額を下回った場合には、実支出額に合わせて観光協会等の

負担金を減少させることで調整している。 

補助金は自主財源のみでは交付先団体の活動が困難となる場合に交付されるの

であって、特に合理的な理由や規定がない場合には、交付事業での収入が支出より

多い場合には補助金を返還すべきと考えられる。 

当補助金は事業費補助ではあるが、観光協会等は主な財源が会費収入や補助金

収入であって、営利を目的としていない団体であることから、特定の目的を持たな

い余剰資金があれば優先して事業費に充てるべきである。 
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交付事業の収入源は補助金と観光協会等の負担金が一定の割合となっており、

事業運営のためには一定の補助金も必要であることから余剰分については全額返

還ではなく、特定の方法により算定した金額の返還を求めることも認められると

解され、その方法については横須賀市観光事業補助金交付要綱に明記すべきであ

る。 

また、事業実績が予算を下回った際には、観光協会等の負担が減少しており、そ

の分余剰金が積みあがっているおそれがあるため、必要に応じ決算書を入手する

ことにより財政状況を把握することが望まれる。 

 

（イ） 補助対象経費（意見） 

【現状】 

 補助金交付要綱の対象経費に基づいた支出を対象として補助金を交付している。 

 

【課題】 

 補助金対象経費は横須賀市観光事業補助金交付要綱に定めるとおりであるが、

その他事業等の実施に要する経費、その他広告宣伝に要する経費の区分があり対

象範囲が明確でなく公平性の観点から問題がある。補助金対象経費は観光協会等

と認識合わせが行われているものの、科目区分に応じた詳細は規定されていない

ため、例えばゲーム大会に関する景品や記念品、関係者用昼食代、関係者への謝礼

等、補助対象の事業経費等、担当者により判断の相違が生じる可能性がある。 

 

【意見】 

補助金交付要綱の対象経費に基づいた支出を対象として補助金を交付している

が、対象経費の定めに明確でない部分が認められる。 

要綱の別紙または実務マニュアル等で、補助金対象となる経費と対象とならな

い経費を具体的にリスト化し、補助対象経費の項目を明確化することが望まれる。 

 

（ウ） 実績報告書書式（意見） 

【現状】 

観光協会等は、事業ごとの精算時に実績報告書を提出することが要求されてい

る。横須賀市は、提出を受けた実績報告書について、事業経費が対象科目に含まれ

ていることや実績額を確認している。ただし、実績報告書は指定の書式がなく、記

載内容が統一されていない。 

 

【課題】 

 観光協会等の各団体において実績報告書の記載が科目・実績額・内容である団体
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もあるが、この場合には、予算額との比較が実施されておらず予算額からの変動理

由の検証が不十分となっているおそれがある。 

 

【意見】 

観光協会等は、精算時に実績報告書を提出することとなっているが、実績報告書

には指定の書式がない。横須賀市が観光協会等の次年度以降の補助金申請額の妥

当性を判断するに当たっては、予算と実績の差異分析が有用であると考えられる

ことから、実績報告書において、予算と実績の差異理由を把握できるようにするこ

とが望ましい。 

そのため、実績報告書の書式は、科目、予算額、実績額、支出内容、予算額、予

算額からの変動理由とし、実績報告書の書式を指定することが望ましい。上記（ア）

のとおり予算額を多く見積もることで観光協会等の負担額を減少させることがで

きるため、予算と実績の差異についての説明を求め予算策定の有効性の評価を行

うことが望ましい。 

 

（エ） 予算枠組み（意見） 

【現状】 

当補助金は事業ごとに精算を行っているが 10万円未満の僅少の事業補助金が多

くなっている。ある観光協会団体では 9 件中 10 万円未満が 7 件となっている団体

があった。 

 

【課題】 

 小規模の事業を複数行っている場合、事務作業が煩雑となり効率性が損なわれ

ている可能性がある。 

 

【意見】 

当補助金は事業ごとに精算を実施しているが、観光協会等が小規模の事業を複

数行っている場合、精算に係る事務作業が煩雑となる点、効率性の観点から見直し

の余地があると考える。 

例えば事業ごとに補助金を交付するのではなく、観光協会等の単位で補助金を

交付する方法に見直すことで、精算に係る事務作業が効率的となり、観光協会等も

事業運営を行う上でより弾力的な対応が可能となる可能性がある。補助金の交付

単位について検討することが望ましい。 

また、少額補助であっても公益性の審査、効果の測定等は必要とされるが、補助

金を交付するための事務作業等の費用と補助金による効果を勘案すると、少額事

業についての補助金を廃止することも検討する余地がある。相当に少額である、例



 

52 

 

えば 10 万円未満の事業については、補助金の効果を十分に測定し必要性を説明で

きるように費用対効果を良く考慮することが望ましい。  
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6．市民部 

 

(1) 臨時福祉給付金（経済対策分） 

所管 市民生活課 

予算区分 款 民生費 

項 社会福祉費 

目 臨時福祉給付金給付事業費 

細節 補助金 

根拠法令・要綱等 臨時福祉給付金（経済対策分）支給要領、横須賀市臨時福祉給付

金（経済対策分）支給要綱 

制度の種別 国制度 

開始年度 平成 28（2016） 

終了年度 平成 29（2017） 

支出額実績（円） 874,665,000  ※平成 28 年度（2016 年度） 125,565,000 円 

交付件数（件） 見積件数 66,883 

実績件数 58,311  ※平成 28 年度（2016 年度） 8,371 件 

交付先（上位一件） 平成 28 年度（2016 年度）分の住民税（均等割）が課税されない

者。ただし、住民税（均等割）において課税者の扶養となってい

る場合、生活保護制度の被保護者等を除く。 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 ― 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

― 

補助金額の妥当性の

確認方法 

― 
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ア 概要 

平成 26 年（2014 年）4 月の消費税率引上げに際して、税制抜本改革法では所得の

少ない者に配慮する観点から軽減税率等の施策を実施することが定められている。

この施策を実現するための暫定的・臨時的な措置として、対象者 1 人に対して 15,000

円の支給が決定された。財源については、国の平成 28 年度（2016 年度）一般会計第

2 次補正予算にて措置されていた。 

横須賀市では当該給付金の申請受付、審査、支給決定、対象者への給付等を実施し

た。見込み件数により国から交付された補助金の残額は精算をする。 

対象者に対しては支給対象となる市民を抽出し通知を送付するとともに、ホーム

ページ、広報紙への掲載や、行政センター等の公共機関でのポスター掲示、チラシ配

架により周知を実施した。また、対象者からの申請受付及び形式審査は外部業者に委

託し、横須賀市では形式審査まで完了した結果を基に支給決定を実施した。 

当該給付金の制度は平成 29 年度（2017 年度）で終了しており、平成 30 年度（2018

年度）の実施予定はない。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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(2) 町内会館建設費等補助金 

所管 地域コミュニティ支援課 

予算区分 款 総務費 

項 総務管理費 

目 一般管理費 

細節 補助金［建設目］ 

根拠法令・要綱等 補助金等交付規則、町内会館建設費等補助金交付要綱 

制度の種別 市単独 

開始年度 昭和 47（1972） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 10,331,500 

交付件数（件） 見積件数 18 

実績件数 17 

交付先（上位一件） 佐島なぎさの丘自治会 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 4 健康でやさしい心のふれあうまち 

政策 （5） コミュニティへの支援 

施策の目標 ① コミュニティへの支援 

事業成果の定義 ― 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

― 

補助金額の妥当性の

確認方法 

規則に定めた額により支出している。 
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ア 概要 

横須賀市内に所在する町内会の所有する町内会館の購入費や新築、増改築、消防用

設備等の整備等に係る工事費に対して補助金を交付している。補助率及び補助限度

額は交付要綱にて次表のとおり定められている。 

 

図表 3-6-1 補助率及び補助限度額 

区分 
補助

率 

補助限度額 

構造 
1 町内会で建

設する場合 

2 以上の町内会

で建設する場合 

新・増改築、建物購入、模様

替工事等 

2/10 耐火構造 600 万円 700 万円 

木造等 400 万円 500 万円 

高齢者生きがいの家（※） 

併設時の新・増改築等 

3/10 耐火構造 700 万円 800 万円 

木造等 500 万円 600 万円 

耐震補強工事（耐震診断を

受けた会館が対象） 

4/10 耐火構造 700 万円 800 万円 

木造等 500 万円 600 万円 

70 万円未満でも対象となる

工事 

2/10 100 万円 

※バリアフリー目的工事（外構進入通路整

備、手すり設置、トイレ洋式化等）、消防設備

工事が対象 

（※）町内会館内に設置された、概ね 60 歳以上の者が常時趣味を生かした作業活動

等を定期的に行うための専用的な場所をさす。 

出典：横須賀市「町内会館建設費等補助金交付要綱」（昭和 47 年（1972 年）4 月 1

日） 別表（第 4 条関係） 

当該資料を基に包括外部監査人が作成している。 

 

申請時には横須賀市の様式に従い、工事費の内訳及び資金の調達方法を提出させ、

完了時には支払領収書の写し、目的物の写真を提出させるとともに、公共建築課の職

員が目的物を検査し、その際の検査証も合わせて提出させている。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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(3) コミュニティ活動推進交付金 

所管 地域コミュニティ支援課 

予算区分 款 総務費 

項 総務管理費 

目 一般管理費 

細節 交付金 

根拠法令・要綱等 補助金等交付規則、コミュニティ活動推進交付金支給要綱 

制度の種別 市単独 

開始年度 平成 7（1995） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 120,444,800 

交付件数（件） 見積件数 369 

実績件数 365 

交付先（上位一件） 平作町内会 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 4 健康でやさしい心のふれあうまち 

政策 （5） コミュニティへの支援 

施策の目標 ① コミュニティへの支援 

事業成果の定義 町内会、自治会活動の推進、横須賀市政との連絡 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

― 

補助金額の妥当性の

確認方法 

規則に定めた額により支出している。 
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ア 概要 

横須賀市は、安全・安心な地域コミュニティづくりの中心的な担い手、町内会・自

治会（地縁により構成されている任意の団体）を、横須賀市政の重要なパートナーと

して捉え、当該交付金を町内会・自治会の活動に対し交付している。 

交付対象活動は要綱で次の 4 項目と定められている。 

 

（1） 住民相互間の連絡網の整備及び市の行う事務の住民への連絡活動 

（2） 地域住民の健康保持、体力向上、知識及び教養の習得等のために行う文

化体育的活動及び高齢者と若い世代が交流を深める活動のほか、一般に

地域間・世代間の交流を図る活動 

（3） クリーンよこすか運動において、地域住民への啓発及び地域の清掃等の

美化活動 

（4） 青少年の健やかな成長に資する健全育成または非行防止のための活動 

出典：横須賀市「コミュニティ活動推進交付金支給要綱」（平成 7 年（1995 年）4 月

1 日） 第 2 条 

当該資料を基に包括外部監査人が作成している。 

 

町内会または自治会の 4 月 1 日号の広報よこすか配布数に応じ、それぞれの事業

ごとに、定額である均等割と単価を乗じて算定される世帯割を合計した額が例年、8

月上旬に交付される。交付対象の活動の有無については、年度末に実績報告書の提出

を求め内容を確認している。6 月に総会を行う団体もあり、提出が遅延する場合もあ

る。平成 30 年（2018 年）7 月時点で 12 団体が未提出となっている。 

提出が遅延している団体に対しては実績報告書のすみやかな提出を求め、実績報

告書提出後に翌期の当交付金の交付手続きを開始している。 

なお、上記活動が実施されていない場合は交付金の返還を求めている。 

 

イ 指摘事項及び意見 

（ア） 交付金額算定方法の見直し（指摘事項） 

【現状】 

当交付金は、以前は異なる部署が管轄していた交付金を一つにしたものである。

交付対象活動のうち、（1）は地域コミュニティ支援課、（2）は地域コミュニティ支

援課及び高齢福祉課、（3）は資源循環推進課、（4）はこども育成総務課が管轄して

いたが、平成 16 年度（2004 年度）以降順次当交付金に集約している。当交付金

は、対象の 4 事業ごとに広報よこすか配布数を基に、定額の均等割と単価を乗じ

て算定される世帯割を合計した額が交付される。具体的には次の計算式で決定さ

れる。  
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図表 3-6-2 交付金額算定イメージ 

 

（例）世帯数 600 の町内会・自治会で 4 活動すべてを実施する場合 

 
均等割 

世帯割 
合計 

世帯数 単価 

（1）の活動 22,000 円 600 世帯 300 円 202,000 円 

（2）の活動 110,000 円   110,000 円 

（3）の活動 50,000 円 600 世帯 48 円 78,800 円 

（4）の活動 9,000 円 600 世帯 40 円 33,000 円 

交付金額合計 423,800 円 

出典：包括外部監査人が作成している。 

 

活動ごとに計算式が異なっている理由は、各交付金は統合以前より各課におい

てその事業に見合った金額として設定したものであるため、詳細は担当課では把

握していなかった。 

 

【課題】 

当交付金の集約後 10 年以上計算式は見直されておらず、交付金額が妥当か検討

できていない。 

 

【指摘事項】 

当交付金の計算式は活動ごとに異なっている。理由は、各交付金が統合以前より

その事業ごとに設定した計算式であるためである。 

集約後 10 年以上計算式は見直されておらず、交付金額が妥当か、今後見直しを

検討する必要がある。 

例えば、見直しの際に、活動の実施頻度や参加人数を加味して交付金額を算定す

ることが考えられる。その際、町内会・自治会に提出させている事業報告書や決算

書等を活用するべきである。 

 

（イ） 定量的な成果の設定及び効果測定の実施（意見） 

【現状】 

横須賀市は、事業の成果として、町内会・自治会活動の推進、横須賀市政との連

絡を設定している。しかし、横須賀市は、当交付金の定量的な成果を定義していな

かった。 
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【課題】 

定量的な成果が定義されないことで、交付金を交付することによる客観的な評

価ができず、当交付金の必要性を対外的に説明することができない。 

 

【意見】 

横須賀市は、事業の成果として、町内会・自治会活動の推進、横須賀市政との連

絡を設定している。しかし、横須賀市は、当交付金の定量的な成果を定義していな

かった。 

定量的な成果が定義されないことで、交付金を交付することによる客観的な評

価ができず、当交付金の必要性を対外的に説明することができない。横須賀市は、

例えば各交付対象活動の実施等、定量的な成果を設定することが望ましい。 

横須賀市では町内会・自治会から毎年度、事業報告書及び決算書を提出させてい

る。そこで、当資料を活用し、事業の実施回数及び参加者数、町内会・自治会の加

入率といった定量的な指標を設定することで事業成果の評価を行うことが望まし

い。 

 

（ウ） 実績報告書の提出が遅延する町内会または自治会への対応（意見） 

【現状】 

横須賀市は、交付金等の交付決定に係る会計年度が終了したとき、実績報告書を

提出させているが、提出が遅延する町内会または自治会が見受けられる。横須賀市

は、提出が遅延している町内会・自治会に対しては実績報告書のすみやかな提出を

求め、実績報告書提出後に翌期の当該交付金の交付手続きを開始している。なお、

実績報告書の提出は遅延しているものの、横須賀市は町内会・自治会に直接電話等

にて活動状況を把握するよう努めている。 

 

【課題】 

実績報告書の提出が遅延することで、提出されるまで正式な活動報告を確認す

ることができない。 

 

【意見】 

横須賀市は、交付金等の交付決定に係る会計年度が終了したとき、実績報告書を

提出させている。提出が遅延している町内会・自治会に対しては、引き続き期限ま

でに提出させるよう指導することが望ましい。 
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(4) 通知カード・個人番号カード関連事務の委任に係る交付金 

所管 窓口サービス課 

予算区分 款 総務費 

項 戸籍住民基本台帳費 

目 戸籍住民基本台帳費 

細節 交付金 

根拠法令・要綱等 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律、地方自治法、行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及

び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる

特定個人情報の提供等に関する省令、地方自治法施行令 

制度の種別 国及び横須賀市 

開始年度 平成 27（2015） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 31,807,800 

交付件数（件） 見積件数 1 

実績件数 1 

交付先（上位一件） 地方公共団体情報システム機構 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 ― 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

― 

補助金額の妥当性の

確認方法 

省令により地方公共団体情報システム機構が定款で定めるとこ

ろにより、交付金額が算定されており、地方公共団体情報システ

ム機構からの請求額に基づき支出している。 
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ア 概要 

平成 27 年度（2015 年度）より「行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律」（平成二十五年法律第二十七号）に基づき個人番号カード

が交付されている。個人番号カードは住民からの申請により横須賀市の窓口等で交

付するものであるが、個人番号カードの作成は地方公共団体情報システム機構（以下、

J-LIS という。）が実施しているため、横須賀市は J-LIS に個人番号カードの作成事

務等を委任している。 

J-LIS での事務に要する費用は「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構

の認証業務に関する法律施行規則」（平成十五年総務省令第百二十号）67 条 1 項にて

横須賀市から交付金として交付することが規定されている。交付金額は同条 2 項に

J-LIS の定款にて定める旨が規定されているため、横須賀市では J-LIS からの請求

が J-LIS の定款に記載される内容に沿っていることを確認した上で交付している。

具体的には 4 月に J-LIS より送付された請求書に従って 6 月までに概算払いし、年

度末に残額を事務委任実績に合わせて精算している。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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7．福祉部 

 

(1) 高齢者施設開設準備経費補助金 

所管 介護保険課 

予算区分 款 民生費 

項 社会福祉費 

目 社会福祉総務費 

細節 補助金 

根拠法令・要綱等 補助金等交付規則、高齢者施設開設準備経費補助金交付要綱 

制度の種別 県制度 

開始年度 平成 26（2014） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 17,752,000 

交付件数（件） 見積件数 5 

実績件数 3 

交付先（上位一件） 社会福祉法人ユーアイ二十一 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 4 健康でやさしい心のふれあうまち 

政策 （3） 総合的な地域福祉サービスの推進 

施策の目標 ③ 地域福祉サービスを支える場づくり 

事業成果の定義 開設時から安定した質の高いサービスを提供する体制を整備す

るための介護施設等の開設時に必要な初年度経費の補助件数 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 5 

実績 3 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

事業の成果は目標件数を達成できておらず十分に達成できてい

ない。要因は、選定された事業者が選定を辞退したためである。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

県補助を財源として補助しているため、県補助要綱に定められた

額により支出している。 
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ア 概要 

社会福祉施設の開設及び開設時からの質の高いサービスの提供を目的として、国

が 3 分の 2、県が 3 分の 1 を拠出して基金を作り補助金を支給している。補助対象

者は高齢者施設を開設または増床しようとする施設であり、補助対象経費は、高齢者

施設の開設または増床を行う前 6 カ月間における、当該開設または増床の準備のた

めに要する需用費、使用料及び賃借料、備品購入費等である。 

横須賀市は、歳入歳出決算書等を確認のうえ、県補助要綱に定められた額により支

出している。業務及び交付の流れは次のとおりである。なお、当制度は県の制度であ

り、横須賀市が補助金を事業者に交付する根拠となる要綱は、県補助要綱に準じてい

るため、横須賀市での判断の余地はない。 

 

① 事業者が横須賀市へ事業計画を提出し、事業計画をもとに、横須賀市が県へ県

補助を申請する。県が補助対象の審査等を実施する。 

② 県が横須賀市へ補助金交付決定を実施する。県補助金は横須賀市の歳入とな

る。 

③ 事業者が横須賀市へ補助申請を実施する。横須賀市は、事業者の財務状況を歳

入歳出決算書等で確認する。補助対象の審査等は県が実施しているため、横須

賀市では実施しない。 

④ 横須賀市が事業者へ補助金交付決定を実施する。 

⑤ 事業者が補助事業を執行し、補助事業完了後、横須賀市が検査する。 

⑥ 事業者が横須賀市へ実績を報告し、横須賀市が事業者へ補助金を交付する。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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(2) 社会福祉施設整備借入償還金補助金 

所管 介護保険課 

予算区分 款 民生費 

項 社会福祉費 

目 社会福祉総務費 

細節 補助金 

根拠法令・要綱等 補助金等交付規則、社会福祉施設整備借入償還金補助金交付要綱 

制度の種別 市単独 

開始年度 平成 14（2002） 

終了年度 平成 37（2025） 

支出額実績（円） 134,156,000 

交付件数（件） 見積件数 14 

実績件数 14 

交付先（上位一件） 社会福祉法人金良会 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 社会福祉施設の建設の充実を図るため、施設整備の融資の償還に

係る元金及び利子分の補助件数 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 14 

実績 14 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

事業の成果は目標件数に達しており、評価できる。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

要綱の基準により決定した額を支出している。 
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ア 概要 

当補助金は、平成 13 年度（2001 年度）に特別養護老人ホームが制度化された際に

神奈川県で社会福祉施設に対する借入金の補助を行ったものを横須賀市が引き継い

だことで開始している。補助の目的は安定した社会福祉施設の運営である。 

平成 19 年（2007 年）3 月 31 日までに施設の整備または設備の整備のために独立

行政法人福祉医療機構から融資を受けた社会福祉法人に対して、当該融資の償還に

係る返済元金（繰上げ償還による場合は除く。）及び返済利子（遅延利子は除く。）に

4 分の 3 を乗じた額を補助している。 

実績の報告として、収支決算書、償還に係る振込が確認できるものの写しを提出さ

せ、横須賀市で確認している。 

対象法人は、国の老人福祉施設等施設整備費及び設備整備費補助金交付要綱等に

基づき交付を受けた平成 19 年（2007 年）3 月 31 日までに独立行政法人福祉医療機

構が融資を受けた社会福祉法人に限られており、平成 37 年（2025 年）の完済までを

対象としている。今後増加することは予定しておらず新規の募集も行っていない。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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(3) 地域密着型サービス事業所整備費補助金 

所管 介護保険課 

予算区分 款 民生費 

項 社会福祉費 

目 社会福祉総務費 

細節 補助金［建設目］ 

根拠法令・要綱等 補助金等交付規則、地域密着型サービス事業所整備費補助金交付

要綱 

制度の種別 県制度 

開始年度 平成 22（2010） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 51,315,000 

交付件数（件） 見積件数 5 

実績件数 3 

交付先（上位一件） 社会福祉法人ユーアイ二十一 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 4 健康でやさしい心のふれあうまち 

政策 （3） 総合的な地域福祉サービスの推進 

施策の目標 ③ 地域福祉サービスを支える場づくり 

事業成果の定義 高齢者が可能な限り住み慣れた地域において継続して日常生活

を営むことを可能とする地域密着型サービス事業所の整備補助

件数 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 5 

実績 3 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

事業の成果は目標件数を達成できておらず十分に達成できてい

ない。要因は、選定された事業者が選定を辞退したためである。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

県補助を財源として補助しているため、県補助要綱に定められた

額により支出している。 
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ア 概要 

社会福祉施設の整備を目的として、国が 3 分の 2、県が 3 分の 1 を拠出して基金

を作り補助金を支給している。補助対象者は市内において、地域密着型サービス事業

所を整備（新設または既存の建物の改修によるものをいう。）し、地域密着型サービ

ス事業を運営しようとする施設のうち、要件を満たした施設である。 

補助対象経費は、地域密着型サービス事業所の整備に要する工事費及び事務費で

ある。 

横須賀市は、歳入歳出決算書等を確認のうえ、県補助要綱に定められた額により支

出している。業務及び交付の流れは次のとおりである。なお、当制度は県の制度であ

り、横須賀市が補助金を事業者に交付する根拠となる要綱は、県補助要綱に準じてい

るため、横須賀市での判断の余地はない。 

 

① 事業者が横須賀市へ事業計画を提出し、事業計画をもとに、横須賀市が県へ県

補助を申請する。県が補助対象の審査等を実施する。 

② 県が横須賀市へ補助金交付決定を実施する。県補助金は横須賀市の歳入とな

る。 

③ 事業者が横須賀市へ補助申請を実施する。横須賀市は、事業者の財務状況を歳

入歳出決算書等で確認する。補助対象の審査等は県が実施しているため、横須

賀市では実施しない。 

④ 横須賀市が事業者へ補助金交付決定を実施する。 

⑤ 事業者が補助事業を執行し、補助事業完了後、横須賀市が検査する。 

⑥ 事業者が横須賀市へ実績を報告し、横須賀市が事業者へ補助金を交付する。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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(4) 特別養護老人ホームプライバシー保護改修費補助金 

所管 介護保険課 

予算区分 款 民生費 

項 社会福祉費 

目 社会福祉総務費 

細節 補助金［建設目］ 

根拠法令・要綱等 補助金等交付規則、特別養護老人ホーム整備費補助金交付要綱 

制度の種別 県制度 

開始年度 平成 28（2016） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 19,116,000 

交付件数（件） 見積件数 1 

実績件数 1 

交付先（上位一件） 社会福祉法人聖隷福祉事業団 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 既存の特別養護老人ホームの多床室について、居住環境の質が向

上するプライバシー保護のための改修費の補助件数 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 1 

実績 1 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

事業の成果は目標件数に達しており、評価できる。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

県補助を財源として補助しているため、県補助要綱に定められた

額により支出している。 
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ア 概要 

当補助金は、平成 28 年度（2016 年度）より、特別養護老人ホーム等の社会福祉施

設におけるプライバシー保護を目的に開始されている。 

補助対象法人は、横須賀市内に特別養護老人ホームを新設や増築、改修等をする法

人である。補助対象経費は特別養護老人ホームの整備に要する費用であり、予算の範

囲内において、次に定める金額のうちいずれか低い額とする。 

 

 交付基準額 

居室が多床室である特別養護老人ホームを入所者のプライバシー保護のため

に改修する場合 70 万円×整備床数 

 工事費及び事務費に係る実支出額（寄付金その他の収入額を控除した額とし、

事務費については、工事費の 2.6％を限度とする。） 

 

横須賀市は、歳入歳出決算書等を確認のうえ、県補助要綱に定められた額により支

出している。業務及び交付の流れは次のとおりである。なお、当制度は県の制度であ

り、横須賀市が補助金を事業者に交付する根拠となる要綱は、県補助要綱に準じてい

るため、横須賀市での判断の余地はない。 

 

① 事業者が横須賀市へ事業計画を提出し、事業計画をもとに、横須賀市が県へ県

補助を申請する。県が補助対象の審査等を実施する。 

② 県が横須賀市へ補助金交付決定を実施する。県補助金は横須賀市の歳入とな

る。 

③ 事業者が横須賀市へ補助申請を実施する。横須賀市は、事業者の財務状況を歳

入歳出決算書等で確認する。補助対象の審査等は県が実施しているため、横須

賀市では実施しない。 

④ 横須賀市が事業者へ補助金交付決定を実施する。 

⑤ 事業者が補助事業を執行し、補助事業完了後、横須賀市が検査する。 

⑥ 事業者が横須賀市へ実績を報告し、横須賀市が事業者へ補助金を交付する。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 

 

  



 

71 

 

(5) 介護サービス等諸費 居宅介護福祉用具購入費の支給 

所管 介護保険課 

予算区分 款 介護保険事業費 

項 保険給付費 

目 介護サービス等諸費 

細節 負担金 

根拠法令・要綱等 介護保険法 

制度の種別 国制度 

開始年度 平成 12（2000） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 32,498,128 

交付件数（件） 見積件数 ― 

実績件数 1,313 

交付先（上位一件） 個人 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 ― 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

― 

補助金額の妥当性の

確認方法 

適切な給付である。 

 

  



 

72 

 

ア 概要 

要支援 1、2 または要介護 1 から 5 の認定を受けている被保険者が直接、肌に触れ

使用する入浴用、排泄用の福祉用具を購入した場合、この購入に要した費用の保険部

分を支給するものである。限度額の範囲内では、何種類の品目でも購入が可能だが、

同一品目を複数回購入することは原則、認めていない。 

申請者は被保険者本人であるが、担当ケアマネージャー等や福祉用具の販売事業

所が代理で横須賀市の窓口にて申請する。申請に際しては、購入に係る領収証及びパ

ンフレットのような適正価格のわかる書類等を提出させている。 

保険者は、申請により被保険者本人の指定口座に支給を行う。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 

 

  



 

73 

 

(6) 介護サービス等諸費 住宅改修費の支給 

所管 介護保険課 

予算区分 款 介護保険事業費 

項 保険給付費 

目 介護サービス等諸費 

細節 負担金 

根拠法令・要綱等 介護保険法 

制度の種別 国制度 

開始年度 平成 12（2000） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 99,140,280 

交付件数（件） 見積件数 ― 

実績件数 514 

交付先（上位一件） 個人、事業所 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 ― 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

― 

補助金額の妥当性の

確認方法 

適切な給付である。 

 

  



 

74 

 

ア 概要 

要介護 1 から 5 の認定を受けている被保険者が在宅での生活に支障が無いように、

手すりの取付け等特定の住宅改修を行った場合、この改修に要した費用の保険部分

を支給するものである。支給限度額は 20 万円である。 

申請者は被保険者本人だが、被保険者の担当ケアマネージャー等や工事施工事業

者が横須賀市の窓口にて申請する場合もある。申請に際しては、事前申請が必須であ

り、工事の終了後には支給申請書と領収証、及び改修の実施がわかるよう、日付入り

の写真を提出させている。工事終了後の申請を経て支給決定を行った後、被保険者本

人の指定口座に支給をする。 

また、受領委任申請では、工事施工事業者が被保険者本人の委任を受けて申請をす

る。その場合、保険分は工事施工業者の指定口座に支給をする。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 

 

  



 

75 

 

(7) 介護サービス等諸費 審査分介護給付費受入金 

所管 介護保険課 

予算区分 款 介護保険事業費 

項 保険給付費 

目 介護サービス等諸費 

細節 負担金 

根拠法令・要綱等 介護保険法 

制度の種別 国制度 

開始年度 平成 12（2000） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 28,872,207,992 

交付件数（件） 見積件数 ― 

実績件数 ― 

交付先（上位一件） 事業所 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 ― 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

― 

補助金額の妥当性の

確認方法 

規則に定めた額により支出している。 

 

  



 

76 

 

ア 概要 

指定居宅サービス事業者が介護サービスの利用料（保険分）について請求を行い、

支払いを受けるものである。 

介護サービスを提供した事業者より、介護保険給付分の請求が行われた際に、国民

健康保険団体連合会（以下、国保連という。）を介して支払いを行っている。請求内

容の確認等については、横須賀市より国保連に業務委託を行っており、適正であると

認められた請求額が保険者である横須賀市に請求され、その後横須賀市より支払い

を受けた国保連が、各サービス事業者に対して支払いを行う。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 

 

  



 

77 

 

(8) 介護予防・生活支援サービス事業 介護予防・日常生活支援総合事業費受入金 

所管 介護保険課 

予算区分 款 地域支援事業費 

項 介護予防・日常生活支援総合事業費 

目 介護予防・日常生活支援総合事業費 

細節 負担金 

根拠法令・要綱等 介護保険法 

制度の種別 国制度 

開始年度 平成 27（2015） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 421,511,112 

交付件数（件） 見積件数 ― 

実績件数 ― 

交付先（上位一件） 事業所 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 適切な給付であるか 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

適切な給付である。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

規則に定めた額により支出している。 

 

  



 

78 

 

ア 概要 

介護予防・日常生活支援総合事業に基づいて提供されるサービス費やケアマネジ

メント費について、介護給付費と同様に国保連を介して支払いを行っている。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 

 

  



 

79 

 

(9) 介護予防サービス等諸費 住宅改修費の支給 

所管 介護保険課 

予算区分 款 介護保険事業費 

項 保険給付費 

目 介護予防サービス等諸費 

細節 負担金 

根拠法令・要綱等 介護保険法 

制度の種別 国制度 

開始年度 平成 18（2006） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 36,628,329 

交付件数（件） 見積件数 ― 

実績件数 214 

交付先（上位一件） 個人、事業所 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 適切な給付であるか 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

適切な給付である。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

規則に定めた額により支出している。 

 

  



 

80 

 

ア 概要 

在宅の要支援者が在宅での生活に支障が無いように、手すりの取付け等特定の住

宅改修を行った場合、この改修に要した費用の保険部分を支給するものである。支給

限度額は同一住宅・同一対象者ごとに決定されており、同一住宅でも対象者が異なれ

ば、支給限度額はそれぞれ個別に算定される。 

申請者は被保険者本人だが、被保険者の担当ケアマネージャーや工事施工事業者

が横須賀市の窓口にて申請する場合もある。申請に際しては、事前申請が必須であり、

工事の終了後には支給申請書と領収証、及び改修の実施がわかるよう、日付入りの写

真を提出させている。工事終了後の申請を経て支給決定が行われ、給付金が交付され

る。被保険者本人の指定口座に支給をする。 

また、受領委任申請では、工事施工事業者が被保険者本人の委任を受けて申請をす

る。その場合、保険分は工事施工業者の指定口座に支給をする。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 

 

  



 

81 

 

(10) 介護予防サービス等諸費 審査分介護給付費受入金 

所管 介護保険課 

予算区分 款 介護保険事業費 

項 保険給付費 

目 介護予防サービス等諸費 

細節 負担金 

根拠法令・要綱等 介護保険法 

制度の種別 国制度 

開始年度 平成 18（2006） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 296,684,347 

交付件数（件） 見積件数 ― 

実績件数 ― 

交付先（上位一件） 事業所 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 適切な給付であるか 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

適切な給付である。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

規則に定めた額により支出している。 

 

  



 

82 

 

ア 概要 

指定居宅サービス事業者が介護サービスの利用料（保険分）について請求を行い、

支払いを受けるものである。 

介護予防サービスを提供した事業者より、介護保険給付分の請求が行われた際に、

国保連を介して支払いを行っている。請求内容の確認等については、横須賀市より国

保連に業務委託を行っており、適正であると認められた請求額が保険者である横須

賀市に請求され、その後横須賀市より支払いを受けた国保連が、各サービス事業者に

対して支払いを行う。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 

 

  



 

83 

 

(11) 高額介護サービス等費 高額介護サービス費 

所管 介護保険課 

予算区分 款 介護保険事業費 

項 保険給付費 

目 高額介護サービス等費 

細節 高額介護サービス費 

根拠法令・要綱等 介護保険法 

制度の種別 国制度 

開始年度 平成 12（2000） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 652,773,627 

交付件数（件） 見積件数 ― 

実績件数 59,184 

交付先（上位一件） 個人 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 ― 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

― 

補助金額の妥当性の

確認方法 

規則に定めた額により支出している。 

 

  



 

84 

 

ア 概要 

高額介護サービス費制度とは、介護サービス利用料の家計負担が重くならないよ

う、サービス事業者等に支払う介護サービス利用料が上限額を超えた場合、その超過

額を支給するものである。高額介護サービスの対象には、老人ホームなどの居住費や

食費、生活費等は含まれず、また、在宅で介護サービスを受けている場合の福祉用具

の購入費や住宅改修費などについても高額介護サービス費の支給対象とはならない。 

対象者には、横須賀市より申請書が郵送される。横須賀市で申請書を受け付け、支

給を決定し、横須賀市から対象者に対して直接支給される。一度申請されれば、その

後は自動的に指定口座へ支給を行う。 

支給決定の主体は保険者である横須賀市となっている。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 

 

  



 

85 

 

(12) 高額介護サービス等費 高額介護サービス等受入金 

所管 介護保険課 

予算区分 款 介護保険事業費 

項 保険給付費 

目 高額介護サービス等費 

細節 高額介護サービス費 

根拠法令・要綱等 介護保険法 

制度の種別 国制度 

開始年度 平成 12（2000） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 61,358,862 

交付件数（件） 見積件数 ― 

実績件数 ― 

交付先（上位一件） 事業所 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 ― 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

― 

補助金額の妥当性の

確認方法 

規則に定めた額により支出している。 

 

  



 

86 

 

ア 概要 

高額介護サービス費等受入金とは、高額介護サービス費のうち、生活保護受給者の

利用分について、介護保険にて給付を行うものである。 

横須賀市から国保連に対して交付され、国保連から対象事業者に対して支給され

る。交付対象者の抽出や交付額の算定は国保連に委託しており、算定された受入額に

ついて、国保連より横須賀市に請求が行われる。横須賀市より国保連に受入金を交付

した後、国保連よりサービス提供事業者に支給される。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 

 

  



 

87 

 

(13) 高額介護サービス等費 高額医療合算介護サービス費 

所管 介護保険課 

予算区分 款 介護保険事業費 

項 保険給付費 

目 高額介護サービス等費 

細節 高額医療合算介護サービス費 

根拠法令・要綱等 介護保険法 

制度の種別 国制度 

開始年度 平成 20（2008） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 101,192,923 

交付件数（件） 見積件数 ― 

実績件数 3,170 

交付先（上位一件） 個人 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 ― 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

― 

補助金額の妥当性の

確認方法 

規則に定めた額により支出している。 

 

  



 

88 

 

ア 概要 

高額介護サービス費制度とは、介護サービス利用料の家計負担が重くならないよ

う、サービス事業者等に支払う介護サービス利用料が上限額を超えた場合、その超過

額を支給するものである。高額介護サービスの対象には、老人ホームなどの居住費や

食費、生活費等は含まれず、また、在宅で介護サービスを受けている場合の福祉用具

の購入費や住宅改修費などについても高額介護サービス費の支給対象とはならない。 

このうち、高額医療合算介護サービス費は介護保険と医療保険の両方のそれぞれ

の月の限度額を適用後、さらに年間の合計金額に対し設定される上限を超えている

場合に超過額を支給するものである。 

対象者のうち、国民健康保険または後期高齢者医療保険の加入者については健康

保険課から申請書を送付し、同課で受理する。また、介護保険課へ申請書の複写分が

送付される。国民健康保険または後期高齢者医療保険以外の医療保険加入者につい

ては、医療保険分の申請は加入している医療保険に行い、介護保険分については介護

保険課に申請を行う。 

支給要件の確認や支給額の算定については国保連に委託を行っており、算定結果

の情報に基づき、医療保険分と介護保険分をそれぞれ担当課で支給している。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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(14) 特定入居者介護サービス等費 特定入居者介護サービス等受入金 

所管 介護保険課 

予算区分 款 介護保険事業費 

項 保険給付費 

目 特定入所者介護サービス等費 

細節 負担金 

根拠法令・要綱等 介護保険法 

制度の種別 国制度 

開始年度 平成 17（2005） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 869,370,076 

交付件数（件） 見積件数 ― 

実績件数 ― 

交付先（上位一件） 事業所 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 適切な給付であるか 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

適切な給付である。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

規則に定めた額により支出している。 
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ア 概要 

介護保険施設の入所者及び短期入所される方で所得や資産等が一定以下の者に対

して、各利用者負担段階の負担限度額を超えた居住費と食費の負担額を介護保険か

ら支給している。例えば、食費の支給額は基準費用から各段階の負担限度額を引いた

金額になり第 1 段階の人の場合、1,380 円－300 円＝1,080 円を支給する。 

特定入所者介護サービス費の利用には、負担限度額認定を受ける必要があるため、

対象者が横須賀市に申請を行い、認定を受ける必要がある。 

被保険者は、負担限度額認定申請書、資産内訳書及び預金通帳の写しを添えて、横

須賀市に申請する。被保険者は介護保険施設を利用した場合、各段階の限度額のみを

施設に支払い、施設は基準費用との差額を国保連へ請求し、支給を受ける。国保連は、

負担する額を横須賀市へ請求する。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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(15) 特別給付費 特別給付（施設入浴 保険負担分） 

所管 介護保険課 

予算区分 款 介護保険事業費 

項 保険給付費 

目 特別給付費 

細節 負担金 

根拠法令・要綱等 横須賀市介護保険条例 

制度の種別 市単独 

開始年度 平成 12（2000） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 11,564,540 

交付件数（件） 見積件数 ― 

実績件数 271 

交付先（上位一件） 事業所 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 適切な給付であるか 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

適切な給付である。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

規則に定めた額により支出している。 
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ア 概要 

介護保険法第 62 条を根拠として横須賀市で独自に設定している給付である。介護

保険法第 62 条では、市町村は、要介護被保険者または居宅要支援被保険者に対し、

市町村特別給付を行うことができるとされており、地域の特色に合わせ各市町村が

様々な支給を設定している。 

横須賀市では施設などの特殊浴槽を利用して入浴の機会を提供している。 

サービスの開始については、市内の老人ホームの施設長会から横須賀市に対し施

設入浴実施の要望があったことと、横須賀市特有の地形である高台等に住む利用者

が外出しづらいことから、外出の機会の確保として施設入浴を設定した。給付対象者

は要介護 1 から 5 の認定を受けている在宅の被保険者（要支援 1、2 は対象外）で訪

問入浴または通所介護、通所リハビリテーションでの入浴が困難な者で、サービス単

価から利用者負担額を控除した額を給付している。 

交付先である事業者は横須賀市の特別給付サービス事業者に係る指定基準を定め

る要綱にて、満たすべき基準が定められており、横須賀市で実際の介護者にヘルパー

が必要かどうか実地指導も行っている。横須賀市ではケアマネージャーに対する研

修も行っており、そのなかで、当該給付金の周知も行っている。 

特別給付サービス提供事業者は被保険者本人から委任を受け、横須賀市へ申請を

する。その後、保険分は事業者の指定口座に支給をする。 

当該サービスの周知方法については、ケアマネージャーに対する研修のほか、市民

向けパンフレット、横須賀市のホームページに掲載している。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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(16) 特別給付費 特別給付（搬送サービス 保険負担分） 

所管 介護保険課 

予算区分 款 介護保険事業費 

項 保険給付費 

目 特別給付費 

細節 負担金 

根拠法令・要綱等 横須賀市介護保険条例 

制度の種別 市単独 

開始年度 平成 12（2000） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 23,063,964 

交付件数（件） 見積件数 ― 

実績件数 1,331 

交付先（上位一件） 事業所 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 適切な給付であるか 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

適切な給付である。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

規則に定めた額により支出している。 
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ア 概要 

介護保険法第 62 条を根拠として横須賀市で独自に設定している給付である。介護

保険法第 62 条では市町村は、要介護被保険者または居宅要支援被保険者に対し、市

町村特別給付を行うことができるとされており、地域の特色に合わせ各市町村が

様々な支給を設定している。 

横須賀市では平たんな土地の少ない地理的条件に配慮し、搬送サービスを設定し

ている。補助対象者は要支援 1、2 及び要介護 1 から 5 の認定を受けている在宅の被

保険者で居宅が高台等に位置し通院等が困難な者で、サービス単価から利用者負担

額を控除した額を給付している。 

交付先である事業者は横須賀市の特別給付サービス事業者に係る指定基準を定め

る要綱にて、満たすべき基準が定められており、横須賀市で実際の介護者にヘルパー

が必要かどうか実地指導も行っている。横須賀市ではケアマネージャーに対する研

修も行っており、そのなかで、当該給付金の周知も行っている。 

特別給付サービス提供事業者は被保険者本人から委任を受け、横須賀市へ申請を

する。その後、保険分は事業者の指定口座に支給をする。 

当該サービスの周知方法については、ケアマネージャーに対する研修のほか、市民

向けパンフレット、横須賀市のホームページに掲載している。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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(17) 平成 29 年度（2017 年度）基幹系システム分担金 

所管 介護保険課 

予算区分 款 介護保険事業費 

項 総務管理費 

目 一般管理費 

細節 負担金 

根拠法令・要綱等 ― 

制度の種別 ― 

開始年度 ― 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 43,335,000 

交付件数（件） 見積件数 ― 

実績件数 ― 

交付先（上位一件） ― 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 適切な給付であるか 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

適切な給付である。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

事務を円滑に遂行するために必要な経費である。 
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ア 概要 

横須賀市の基幹システムに関する費用は一度情報システム課（平成 30 年度（2018

年度）より情報政策課）が立替えており、その後、他課より内部的に回収することと

なっている。当負担金は介護保険課から情報システム課への内部分担金である。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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(18) 後期高齢者支援金 

所管 健康保険課 

予算区分 款 国民健康保険事業費 

項 後期高齢者支援金等 

目 後期高齢者支援金 

細節 負担金 

根拠法令・要綱等 高齢者の医療の確保に関する法律第 118 条第 2 項 

制度の種別 国制度 

開始年度 平成 20（2008） 

終了年度 平成 29（2017） 

支出額実績（円） 5,796,366,971 

交付件数（件） 見積件数 1 

実績件数 1 

交付先（上位一件） 社会保険診療報酬支払基金 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 ― 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

― 

補助金額の妥当性の

確認方法 

国の定めた基準により支出している。 
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ア 概要 

社会保険診療報酬支払基金（以下、支払基金という。）に対して、後期高齢者の医

療費相当額を交付しているものである。横須賀市は、国民健康保険加入者の納めた保

険料等を財源とし、年度当初に支払基金より送付される決定通知書を基に支援金を

納付している。 

支払基金は、徴収した支援金にて、神奈川県後期高齢者医療広域連合に対し後期高

齢者交付金を交付する業務及びこれに附帯する業務を実施する。 

終了年度が平成 29 年度（2017 年度）となっているのは、平成 30 年度（2018 年

度）より国民健康保険の広域化が図られ、市町村に代わり神奈川県が支払基金に対し、

交付することとなったためである。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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(19) 高額医療費拠出金 

所管 健康保険課 

予算区分 款 国民健康保険事業費 

項 共同事業拠出金 

目 高額医療費共同事業拠出金 

細節 負担金 

根拠法令・要綱等 国民健康保険法第 81 条の 2 第 4 項 

制度の種別 国制度 

開始年度 昭和 60（1985） 

終了年度 平成 29（2017） 

支出額実績（円） 1,093,438,616 

交付件数（件） 見積件数 1 

実績件数 1 

交付先（上位一件） 神奈川県国民健康保険団体連合会 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 ― 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

― 

補助金額の妥当性の

確認方法 

国の定めた基準により支出している。 
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ア 概要 

国民健康保険法にて、都道府県は、国民健康保険の財政の安定化を図るため財政安

定化基金を設け、市町村から財政安定化基金拠出金を徴収すると定められている。神

奈川県では神奈川県国民健康保険団体連合会（以下、県国保連という。）を設置して

いる。 

 

当基金は次に掲げる事業に必要な費用に充てるものとされている。 

 当該都道府県内の収納不足市町村に対し、政令で定めるところにより、基金事

業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足する額を基礎として、

当該都道府県内の市町村における保険料の収納状況等を勘案して政令で定め

るところにより算定した額の範囲内の額の資金を貸し付ける事業 

 基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足することにつ

き特別の事情があると認められる当該都道府県内の収納不足市町村に対し、

政令で定めるところにより、基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険

料必要額に不足する額を基礎として、当該都道府県内の市町村における保険

料の収納状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額の二分の一

以内の額の資金を交付する事業 

 

当該拠出金は、小規模保険者（市町村）において、予想外の高額な医療費が発生し

た場合における当該保険者の保険財政に与える急激な影響を緩和させるため、県国

保連が主体となり、市町村から医療費等に応じた額を拠出金として徴収し、市町村に

おいて、高額な医療費が発生した場合に交付金として交付することで財政運営の安

定化を図っている。 

終了年度が平成 29 年度（2017 年度）となっているのは、平成 30 年度（2018 年

度）より国民健康保険の広域化が図られ、都道府県が財政運営責任主体となり、国保

連事業として行ってきた当該拠出金については廃止されたためである。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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(20) 高額医療費 一般被保険者高額療養費 

所管 健康保険課 

予算区分 款 国民健康保険事業費 

項 保険給付費 

目 高額療養費 

細節 一般被保険者高額療養費 

根拠法令・要綱等 国民健康保険法第 57 条の 2 

制度の種別 国制度 

開始年度 昭和 48（1973） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 3,819,958,754 

交付件数（件） 見積件数 ― 

実績件数 72,881 

交付先（上位一件） 神奈川県国民健康保険団体連合会 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 ― 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

― 

補助金額の妥当性の

確認方法 

国の定めた基準により支出している。 
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ア 概要 

高額療養費は、1 カ月にかかった医療費が自己負担限度額を超えたとき、超えた分

を被保険者もしくは県国保連に支払うものである。当該拠出金は、国民健康保険の被

保険者が対象である。横須賀市国民健康保険に加入している者が高額療養費に該当

したときは、医療機関等にかかってから 2～3 カ月後に世帯主宛てに申請書を送付し

ている。 

また、限度額認定証等を使用し、医療機関等を受診した被保険者の場合、自己負担

限度額を超えた分の負担はなく、限度額を超えた高額療養費相当額を保険者負担に

合算し、県国保連が医療機関に対し支払いを行っている。このような高額療養費の現

物分について、横須賀市は、毎月、県国保連より送付された納付書により県国保連に

対し、支払を行っている。 

なお、平成 30 年度（2018 年度）より財政運営主体が横須賀市から県に変更したこ

とにより、県国保連に対しての一般被保険者高額療養費の支払いは神奈川県が行っ

ている。 

高額療養費の償還分については、横須賀市から高額療養費支給対象者に申請書が

送付される。支給対象者は当該申請書を横須賀市の窓口に持参、または郵送すること

で高額療養費の支払い申請を行う。横須賀市では申請を受けると、申請書の審査を行

い、支給決定する。支給が決定した対象者に対しては、横須賀市から支給決定通知書

を送付し、高額療養費を支給する。申請書は横須賀市にて保管される。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。  
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(21) 高額療養費 退職被保険者等高額療養費 

所管 健康保険課 

予算区分 款 国民健康保険事業費 

項 保険給付費 

目 高額療養費 

細節 退職被保険者等高額療養費 

根拠法令・要綱等 国民健康保険法第 57 条の 2 

制度の種別 国制度 

開始年度 昭和 59（1984） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 39,724,840  

交付件数（件） 見積件数 ― 

実績件数 799 

交付先（上位一件） 神奈川県国民健康保険団体連合会 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 ― 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

― 

補助金額の妥当性の

確認方法 

国の定めた基準により支出している。 
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ア 概要 

高額療養費は 1 カ月にかかった医療費が自己負担限度額を超えたとき、超えた分

を被保険者もしくは県国保連に支払うものである。当該拠出金は、国民健康保険へ加

入しており、会社などを退職し、65 歳未満で被用者年金を受けている者及びその扶

養家族が対象である。横須賀市国民健康保険に加入している者が高額療養費に該当

したときは、医療機関等にかかってから 2～3 カ月後に世帯主宛てに申請書を送付し

ている。 

また、限度額認定証等を使用し、医療機関等を受診した被保険者の場合、自己負担

限度額を超えた分の負担はなく、限度額を超えた高額療養費相当額を保険者負担に

合算し、県国保連が医療機関に対し支払いを行っている。このような高額療養費の現

物分について、横須賀市は、毎月、県国保連より送付された納付書により県国保連に

対し、支払を行っている。 

なお、平成 30 年度（2018 年度）より財政運営主体が横須賀市から県に変更したこ

とにより、県国保連に対しての退職被保険者高額療養費の支払いは神奈川県が行っ

ている。 

高額療養費の償還分については、横須賀市から高額療養費支給対象者に申請書が

送付される。支給対象者は当該申請書を横須賀市の窓口に持参、または郵送すること

で高額療養費の支払い申請を行う。横須賀市では申請を受けると、申請書の審査を行

い、支給決定する。支給が決定した対象者に対しては、横須賀市から支給決定通知書

を送付し、高額療養費を支給する。申請書は横須賀市にて保管される。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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(22) 出産育児一時金 負担金 

所管 健康保険課 

予算区分 款 国民健康保険事業費 

項 保険給付費 

目 出産育児諸費 

細節 負担金 

根拠法令・要綱等 国民健康保険法第 58 条第 1 項、横須賀市国民健康保険条例第 7

条 

制度の種別 国制度 

開始年度 昭和 31（1956） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 157,171,352 

交付件数（件） 見積件数 432 

実績件数 374 

交付先（上位一件） 神奈川県国民健康保険団体連合会 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 ― 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

― 

補助金額の妥当性の

確認方法 

国の定めた基準により支出している。 
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ア 概要 

出産育児一時金は、国民健康保険の加入者が出産（妊娠 85 日以上の死産、人工流

産を含む）したときに、世帯主に 42 万円を支給するものである。申請方法は、直接

支払制度の利用、健康保険課または各行政センターの窓口での申請、受領委任払の利

用の 3 通りがある。 

いずれも申請書は横須賀市で審査を受け、支給決定される。支給決定された対象者

に対しては、横須賀市から支給決定通知書を世帯主宛てに送付し、支給する。ただし、

県国保連分で直接支払い差額がある場合は、勧奨通知を同封している。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 

  



 

107 

 

(23) 後期高齢者医療広域連合納付金 

所管 健康保険課 

予算区分 款 後期高齢者医療広域連合納付金 

項 後期高齢者医療広域連合納付金 

目 後期高齢者医療広域連合納付金 

細節 負担金 

根拠法令・要綱等 高齢者の医療の確保に関する法律第 105 条 

制度の種別 国制度 

開始年度 平成 20（2008） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 5,335,459,793 

交付件数（件） 見積件数 1 

実績件数 1 

交付先（上位一件） 神奈川県後期高齢者医療広域連合 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 ― 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

― 

補助金額の妥当性の

確認方法 

後期高齢者医療事業執行のための義務的負担金であり必須であ

る。 
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ア 概要 

高齢者の医療の確保に関する法律において、市町村は、後期高齢者医療広域連合が

行う後期高齢者医療に要する費用に充てるため、後期高齢者医療広域連合に対し、後

期高齢者医療広域連合の規約で定めるところにより、繰入金並びに保険料その他徴

収金を納付する、とされている。後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療の事務

（保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定め

る事務を除く。）を処理するために、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市

町村が加入する。 

当該保険料は、後期高齢者医療制度における徴収保険料を制度運営主体である神

奈川県後期高齢者医療広域連合へ納付するものである。 

横須賀市は、神奈川県後期高齢者医療広域連合からの請求額に基づき年 12 回に分

けて支払っている。実績額との過不足は翌年度に精算する。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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(24) 前期高齢者納付金 

所管 健康保険課 

予算区分 款 国民健康保険事業費 

項 前期高齢者納付金等 

目 前期高齢者納付金 

細節 負担金 

根拠法令・要綱等 高齢者の医療の確保に関する法律第 36 条 

制度の種別 国制度 

開始年度 平成 20（2008） 

終了年度 平成 29（2017） 

支出額実績（円） 20,949,860 

交付件数（件） 見積件数 1 

実績件数 1 

交付先（上位一件） 社会保険診療報酬支払基金 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 ― 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

― 

補助金額の妥当性の

確認方法 

国の定めた基準により支出している。 
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ア 概要 

支払基金は、保険者（国民健康保険にあっては、都道府県。）に対し前期高齢者交

付金を交付する業務及びこれに附帯する業務、当該業務に関する事務の処理に要す

る費用に充てるため、年度ごとに、保険者から、前期高齢者納付金及び前期高齢者関

係事務費拠出金を徴収すると規定されている。 

横須賀市では、毎月、支払基金に対し、前期高齢者に係る給付費額等の報告を行い、

それに基づき、年度当初に支払基金より送付される通知を基に拠出金を納付してい

る。 

終了年度が平成 29 年度（2017 年度）となっているのは、平成 30 年度（2018 年

度）より国民健康保険の広域化が図られ、市町村に変わり神奈川県が支払基金に対し、

納付することとなったためである。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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(25) 葬祭費 負担金 

所管 健康保険課 

予算区分 款 国民健康保険事業費 

項 保険給付費 

目 葬祭諸費 

細節 負担金 

根拠法令・要綱等 国民健康保険法第 58 条第 1 項、横須賀市国民健康保険条例第 8

条 

制度の種別 国制度 

開始年度 昭和 31（1956） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 33,850,000 

交付件数（件） 見積件数 720 

実績件数 677 

交付先（上位一件） 個人 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 ― 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

― 

補助金額の妥当性の

確認方法 

国の定めた基準により支出している。 
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ア 概要 

当負担金は、国民健康保険の加入者が死亡したとき、葬祭執行者（喪主）に葬祭費

として 50,000 円を交付するものである。 

国民健康保険被保険者が死亡した場合に、葬祭執行者より横須賀市に葬祭費支給

申請書が提出される。申請書は横須賀市で審査を受け、支給決定される。審査の際に

は、死亡したものが国民健康保険の被保険者であったこと、申請者が葬祭執行者であ

ること、時効が経過していないこと等を確認している。支給決定された対象者に対し

ては、横須賀市から支給決定通知書を世帯主宛てに送付し、支給する。申請書は横須

賀市にて保管される。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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(26) 平成 29 年度（2017 年度）介護給付費納付金 

所管 健康保険課 

予算区分 款 国民健康保険事業費 

項 介護納付金 

目 介護納付金 

細節 負担金 

根拠法令・要綱等 介護保険法第 150 条 

制度の種別 国制度 

開始年度 平成 12（2000） 

終了年度 平成 29（2017） 

支出額実績（円） 2,063,406,704 

交付件数（件） 見積件数 1 

実績件数 1 

交付先（上位一件） 社会保険診療報酬支払基金 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 ― 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

― 

補助金額の妥当性の

確認方法 

国の定めた基準により支出している。 
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ア 概要 

介護保険法において、支払基金は、次の業務に要する費用に充てるため、年度ごと

に、医療保険者から、介護給付費・地域支援事業支援納付金（以下、納付金という。）

を徴収すると規定されている。市町村は、納付金の納付に充てるため、医療保険各法

または地方税法の規定により、保険料もしくは掛金または国民健康保険税を徴収す

る義務を負うため、徴収した掛金を納付金として支払基金へ交付している。 

 

 市町村に対する介護給付費交付金の交付 

 市町村に対する地域支援事業支援交付金の交付 

 上記の附帯業務 

 

横須賀市は、支払基金に対し、介護保険被保険者等に係る被保険者数の報告を行い、

それに基づき、年度当初に支払基金より送付される通知を基に拠出金を納付してい

る。 

終了年度が平成 29 年度（2017 年度）となっているのは、平成 30 年度（2018 年

度）より国民健康保険の広域化が図られ、市町村に変わり神奈川県が支払基金に対し、

交付することとなったためである。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。  
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(27) 後期高齢者医療給付費市負担金 

所管 健康保険課 

予算区分 款 民生費 

項 社会福祉費 

目 老人福祉費 

細節 負担金 

根拠法令・要綱等 高齢者の医療の確保に関する法律第 98 条 

制度の種別 国制度 

開始年度 平成 20（2008） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 3,757,472,963 

交付件数（件） 見積件数 1 

実績件数 1 

交付先（上位一件） 神奈川県後期高齢者医療広域連合 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 ― 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

― 

補助金額の妥当性の

確認方法 

後期高齢者医療事業執行のための義務的負担金であり必須であ

る。 
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ア 概要 

高齢者の医療の確保に関する法律において、市町村は、政令で定めるところにより、

後期高齢者医療広域連合に対し、その一般会計において、負担対象額の 12 分の 1 に

相当する額を負担すると規定されている。横須賀市は規定に従い、当該負担額を支払

っている。 

横須賀市は、神奈川県後期高齢者医療広域連合における後期高齢者医療特別会計

の当該年度の療養給付費負担予算額の 12 分の 1 相当額を、神奈川県後期高齢者医療

広域連合からの請求額に基づき年 12 回に分けて支払っている。予算額と実績額との

差額は翌年度に精算している。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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(28) 後期高齢者医療広域連合負担金 

所管 健康保険課 

予算区分 款 民生費 

項 社会福祉費 

目 老人福祉費 

細節 負担金 

根拠法令・要綱等 地方自治法第 291 条の 9 

制度の種別 国制度 

開始年度 平成 20（2008） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 126,673,146 

交付件数（件） 見積件数 1 

実績件数 1 

交付先（上位一件） 神奈川県後期高齢者医療広域連合 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 ― 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

― 

補助金額の妥当性の

確認方法 

後期高齢者医療事業執行のための義務的負担金であり必須であ

る。 

 

 

  



 

118 

 

ア 概要 

神奈川県後期高齢者医療広域連合の経費に掛かる分担金である。分担金は当該広

域連合を組織する普通地方公共団体または特別区の人口、面積、地方税の収入額、財

政力その他の客観的な指標に基づかなければならないと、地方自治法において定め

られている。 

横須賀市は、神奈川県後期高齢者医療広域連合の予算額に応じ、規約規定の負担割

合により算定された負担額を神奈川県後期高齢者医療広域連合の請求額に基づき年

5 回に分けて支払っている。負担割合は被保険者数割 47.5％、人口割 47.5％、均等

割 5%である。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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(29) 平成 29 年度（2017 年度）保険系システム分担金 

所管 健康保険課 

予算区分 款 国民健康保険事業費 

項 国民健康保険総務費 

目 事務費 

細節 負担金 

根拠法令・要綱等 ― 

制度の種別 その他 

開始年度 ― 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 105,591,000 

交付件数（件） 見積件数 1 

実績件数 1 

交付先（上位一件） 情報システム課 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 ― 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

― 

補助金額の妥当性の

確認方法 

事務を円滑に遂行するために必要な経費である。 

 

 

  



 

120 

 

ア 概要 

横須賀市の基幹システム構築に関する費用や運用経費（保守委託、運用 SE 委託、

ハードウェア及びソフトウェア借り上げ料等）は一度情報システム課（平成 30 年度

（2018 年度）より情報政策課）が立替え、その後、他課より内部的に回収すること

となっている。当負担金は健康保険課から情報システム課への内部分担金である。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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(30) 保険基盤安定制度拠出金 

所管 健康保険課 

予算区分 款 後期高齢者医療広域連合納付金 

項 後期高齢者医療広域連合納付金 

目 後期高齢者医療広域連合納付金 

細節 負担金 

根拠法令・要綱等 高齢者の医療の確保に関する法律第 105 条 

制度の種別 国制度 

開始年度 平成 20（2008） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 771,988,557 

交付件数（件） 見積件数 1 

実績件数 1 

交付先（上位一件） 神奈川県後期高齢者医療広域連合 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 ― 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

― 

補助金額の妥当性の

確認方法 

後期高齢者医療事業執行のための義務的負担金であり必須であ

る。 
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ア 概要 

高齢者の医療の確保に関する法律において、市町村は、後期高齢者医療広域連合が

行う後期高齢者医療に要する費用に充てるため、後期高齢者医療広域連合に対し、後

期高齢者医療広域連合の規約で定めるところにより、繰入金並びに保険料その他徴

収金を納付する、とされている。後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療の事務

（保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定め

る事務を除く。）を処理するために、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市

町村が加入する。 

当該拠出金は、低所得者等の保険料軽減分の補填を行うため、制度運営主体である

神奈川県後期高齢者医療広域連合へ拠出するものである。 

横須賀市は、神奈川県後期高齢者医療広域連合からの請求額に基づき年 2 回に分

けて支払っている。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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(31) 保険財政共同安定化事業拠出金 

所管 健康保険課 

予算区分 款 国民健康保険事業費 

項 共同事業拠出金 

目 保険財政共同安定化事業拠出金 

細節 負担金 

根拠法令・要綱等 国民健康保険法第 81 条の 2 第 4 項 

制度の種別 国制度 

開始年度 平成 4（1992） 

終了年度 平成 29（2017） 

支出額実績（円） 9,440,449,581 

交付件数（件） 見積件数 1 

実績件数 1 

交付先（上位一件） 神奈川県国民健康保険団体連合会 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 ― 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

― 

補助金額の妥当性の

確認方法 

国の定めた基準により支出している。 

 

 

  



 

124 

 

ア 概要 

当該拠出金は、県内の市町村国保間の保険料の平準化、保険財政の安定化を図るた

め、レセプト 1 件あたり 1 円を超える医療費を対象として、県内すべての市町村が

拠出し、構成する財源により費用負担を調整するもので、この市町村国保の拠出によ

る共同事業を実施するため、納付する拠出金である。 

横須賀市は、年度当初に県国保連より送付される決定通知書を基に拠出金を納付

している。 

終了年度が平成 29 年度（2017 年度）となっているのは、平成 30 年度（2018 年

度）より国民健康保険の広域化が図られ、都道府県が財政運営責任主体となったため

であり、国保連事業として行ってきた当該拠出金については廃止された。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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(32) 療養給付費用 一般被保険者療養給付費 

所管 健康保険課 

予算区分 款 国民健康保険事業費 

項 保険給付費 

目 療養諸費 

細節 一般被保険者療養給付費 

根拠法令・要綱等 国民健康保険法第 36 条 

制度の種別 国制度 

開始年度 昭和 31（1956） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 27,881,036,633 

交付件数（件） 見積件数 ― 

実績件数 1,918,011 

交付先（上位一件） 神奈川県国民健康保険団体連合会 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 ― 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

― 

補助金額の妥当性の

確認方法 

国の定めた基準により支出している。 
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ア 概要 

病気やケガで病院等に掛かるとき、窓口で保険証（国民健康保険被保険者証）を提

示することで、医療費の一部負担（一部負担金）のみで診療を受けることが可能とな

る。一部負担金以外の医療費は、県国保連より医療機関等に支払われており、この支

払いが療養給付費用である。 

横須賀市は、毎月、県国保連より送付される診療報酬概算払請求書を基に概算で県

国保連に対し、支払を行っている。また、会計年度終了後、概算払精算書が送付され

るため、それに基づき精算を行う。 

なお、平成 30 年度（2018 年度）より財政運営主体が横須賀市から県に変更したこ

とにより、県国保連に対しての一般被保険者療養給付費の支払いは神奈川県が行っ

ている。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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(33) 療養給付費用 一般被保険者療養費 

所管 健康保険課 

予算区分 款 国民健康保険事業費 

項 保険給付費 

目 療養諸費 

細節 一般被保険者療養費 

根拠法令・要綱等 国民健康保険法第 54 条 

制度の種別 国制度 

開始年度 昭和 31（1956） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 332,143,224 

交付件数（件） 見積件数 ― 

実績件数 42,866 

交付先（上位一件） 神奈川県国民健康保険団体連合会 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 ― 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

― 

補助金額の妥当性の

確認方法 

国の定めた基準により支出している。 
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ア 概要 

急病など、緊急その他やむを得ない事情で保険が使えなかった際に、被保険者から

の申請を基に保険者で審査を行い、保険が使えなかったことがやむを得ないと認め

られた場合には、保険適用分の 7 割相当額（小学校就学前は 8 割、70 歳以上は 9 割・

8 割・7 割）が支給される。支給は、保険者が対象被保険者の属する世帯の世帯主に

支払いを行うが、この支払いが療養費である。 

また、柔道整復施術療養費分については、施術機関からの申請を基に県国保連が審

査を行ったうえで、施術機関に対し、保険者負担分の支払を行っており、横須賀市は、

これらの療養費については、毎月、県国保連より送付された納付書により支払を行っ

ている。 

なお、平成 30 年度（2018 年度）より財政運営主体が横須賀市から県に変更したこ

とにより、県国保連に対しての一般被保険者療養費の支払いは神奈川県が行ってい

る。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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(34) 療養給付費用 退職被保険者療養給付費 

所管 健康保険課 

予算区分 款 国民健康保険事業費 

項 保険給付費 

目 療養諸費 

細節 退職被保険者等療養給付費 

根拠法令・要綱等 国民健康保険法第 36 条 

制度の種別 国制度 

開始年度 昭和 59（1984） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 231,777,258 

交付件数（件） 見積件数 ― 

実績件数 16,673 

交付先（上位一件） 神奈川県国民健康保険団体連合会 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 ― 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

― 

補助金額の妥当性の

確認方法 

国の定めた基準により支出している。 
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ア 概要 

65 歳未満で被用者年金を受けている者と、その扶養家族は、国民健康保険に加入

し、退職者医療制度で医療を受けることになる。一部負担割合は一般被保険者と同一

である。一部負担金以外の医療費は、県国保連より医療機関等に支払われており、こ

の支払いが療養給付費用である。 

横須賀市は、毎月、県国保連より送付される診療報酬概算払請求書を基に概算で県

国保連に対し、支払を行っている。また、会計年度終了後、概算払精算書が送付され

るため、それに基づき精算を行う。 

なお、平成 30 年度（2018 年度）より財政運営主体が横須賀市から県に変更したこ

とにより、県国保連に対しての退職被保険者療養給付費の支払いは神奈川県が行っ

ている。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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(35) 横須賀市シルバー人材センター管理運営費等補助金 

所管 高齢福祉課 

予算区分 款 民生費 

項 社会福祉費 

目 老人福祉費 

細節 補助金 

根拠法令・要綱等 補助金等交付規則、高年齢者就業機会確保事業費等補助金及び雇

用開発支援事業費等補助金交付要綱 

制度の種別 国制度 

開始年度 平成 15（2003） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 13,028,000 

交付件数（件） 見積件数 1 

実績件数 1 

交付先（上位一件） 横須賀市シルバー人材センター 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 ― 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

― 

補助金額の妥当性の

確認方法 

交付基準に定めた額により支出している。 
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ア 概要 

当補助金は、高年齢退職者の就業を援助して、これらの者の積極的な活用を図り、

もって高年齢者の福祉の増進に資することを目的としている。補助対象者は、公益社

団法人横須賀市シルバー人材センターである。補助対象経費は、運営費及び事業費で

あり、対象経費の実支出額に 2 分の 1 を乗じて得た額と基準額とを比較して少ない

方の金額を交付している。国の補助金額は厚生労働省職業安定局から内示があり、横

須賀市は基本的に国の同額以下で交付することが、平成 29 年度（2017 年度）高年齢

者就業機会確保事業（シルバー人材センター事業）執行方針にて定められている。平

成 29 年度（2017 年度）は、国と横須賀市が同額ずつ交付している。 

横須賀市は、交付申請書、事業計画書、収支予算書等を確認のうえ、国の内示額と

同額を概算払いにて交付している。横須賀市シルバー人材センターは、会計年度終了

後に実績報告を横須賀市に提出し、横須賀市が内容を確認のうえ、精算している。 

 

イ 指摘事項 

（ア） 補助金の積算根拠の確認（指摘事項） 

 

【現状】 

当補助金は、国の補助金額は厚生労働省職業安定局から内示があり、横須賀市は

基本的に国の同額以下で交付することが、平成 29 年度（2017 年度）高年齢者就業

機会確保事業（シルバー人材センター事業）執行方針にて定められている。 

横須賀市に対して横須賀市シルバー人材センターから提出された交付申請書、

事業計画書、収支予算書等を確認したところ、補助金額の精査の過程が分かる資料

の添付がなく、補助金額の積算根拠が不明確であった。 

担当課に確認したところ、横須賀市では横須賀市シルバー人材センターとの事

前協議及び資料確認、さらに、国においても補助対象経費の確認がされていること

から、補助金額は妥当であると判断しているとの回答であった。 

 

【課題】 

横須賀市においても当補助金の積算根拠を確認の上、交付対象経費及び国から

の補助金額を勘案して横須賀市から交付する補助金額の妥当性を確認しているが、

補助金額の精査の過程が分かる資料の添付がなく、横須賀市で内容の十分な確認

がされているか不明確である。 

 

【指摘事項】 

横須賀市に対して横須賀市シルバー人材センターから提出された交付申請書、

事業計画書、収支予算書等を確認したところ、補助金額の精査の過程が分かる資料
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の添付がなく、補助金額の積算根拠が不明確であった。 

横須賀市で内容の十分な確認がされているか不明確であるため、補助金額の精

査の過程が分かる資料を作成し、補助金額の積算根拠を明確にすることが必要で

ある。 
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(36) 民間社会福祉施設運営費補助金（運営費補助） 

所管 高齢福祉課 

予算区分 款 民生費 

項 社会福祉費 

目 社会福祉総務費 

細節 補助金 

根拠法令・要綱等 補助金等交付規則、社会福祉事業運営費補助金交付要綱 

制度の種別 市単独 

開始年度 ― 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 20,822,800 

交付件数（件） 見積件数 8 

実績件数 8 

交付先（上位一件） 阿部睦会養護老人ホーム共楽荘 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 ― 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

― 

補助金額の妥当性の

確認方法 

規定に定めた額により支出している。 
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ア 概要 

当補助金は、地域福祉センター及び福祉型借上げ公共賃貸住宅の自主的な運営を

促進し、施設等の利用者に対するサービスの向上を図ることを目的として交付され

ている。支給対象施設及び補助対象経費は次表のうち（2）及び（3）で、交付要綱に

基づいて算定された利用者 1 人当たり単価に利用延べ人数を乗じた金額を交付して

いる。 

 

図表 3-7-1 支給対象施設及び対象経費 

対象経費 施設等名 

施設運営費 （1） 生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援または就

労継続支援の事業を行う施設または事業所 

（2） 養護老人ホーム 

（3） 軽費老人ホーム 

（4） 救護施設 

（5） 更生施設 

（6） 地域福祉センター（研修事業及び高齢者給食サービス事業に

係る経費に限る。） 

出典：横須賀市「社会福祉事業運営費補助金交付要綱」（平成 14 年（2002 年）4 月 1

日） 別表第 1（第 2 条第 1 項関係） 

 

補助対象者は、対象事業を実施している市内の社会福祉施設及び横須賀市の措置

等で入所または通所している市外に設置された施設であり、全て横須賀市で把握し

ている。そのため毎年度、横須賀市から対象施設へ補助金の案内を送付して、当補助

金を告知している。横須賀市は、交付申請書、事業計画書、収支予算書等を確認のう

え、補助金を概算で交付する。翌年度の 5 月に実績報告書、事業結果報告書、収支決

算書等を入手し、内容を確認のうえ実績にて精算する。 

 

イ 指摘事項 

（ア） 申請時の年間延人数内訳の確認の徹底（指摘事項） 

 

【現状】 

当補助金の申請書は、補助金額の算定根拠である年間利用延べ人数内訳の記載

が求められている。年間利用延べ人数内訳は、横須賀市民、神奈川県民等の区分及

び毎月の利用見込み等が記載されており、横須賀市が利用延べ人数の積算根拠を

確認できる仕組みとなっている。 

平成 29 年度（2017 年度）交付分のうち、交付先の一つであるケアハウスあっと
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ホームの申請書を確認したところ、年間利用延べ人数の合計人数のみ記載され、内

訳が不明であった。平成 29 年度（2017 年度）の様式では内訳が記載されている

が、申請時に所定の申請書を使用しなかったことが要因である。担当課に確認した

ところ、当時の担当者は異動しているので詳細は不明であるが、年間利用延べ人数

の合計人数のみを確認し内訳を確認することなく交付決定したとのことである。 

なお、ケアハウスあっとホームの当補助金に係る実績報告時は内訳が適切に報

告されたことから、補助金額は適正な金額にて精算されていることを確認してい

る。 

 

【課題】 

申請時に年間利用延べ人数内訳を確認しないことで、適切な人数に基づいて補

助金が交付されず、過大な補助金が概算交付されるおそれがある。 

 

【指摘事項】 

当補助金の申請書は、補助金額の算定根拠である年間利用延べ人数内訳の記載

が求められている。ケアハウスあっとホームの申請書を確認したところ、年間利用

延べ人数の合計人数のみ記載され、内訳が不明であった。 

申請時に年間利用延べ人数内訳を確認しないことで、適切な人数に基づいて補

助金が交付されず、過大な補助金が概算交付されるおそれがある。横須賀市は、申

請時に年間利用延べ人数内訳を確認し、補助金が適切に積算されていることの確

認を徹底すべきである。 

 

（イ） 収支決算書の確認（指摘事項） 

 

【現状】 

社会福祉事業運営費補助金交付事務取扱要領において、横須賀市は当補助金の

実績報告時に、実績報告書、事業結果報告書、収支決算書等を入手する必要がある

旨、定められている。実績報告時の資料を確認したところ、共楽荘養護老人ホーム

の収支決算書が入手されていなかった。担当課に確認したところ、入手することを

失念したとの回答であった。 

 

【課題】 

収支決算書は要領にて入手すべきと定められており、要領に反した運用がなさ

れている。また、法人が適正と認めた書類である収支決算書を確認することで、横

須賀市は、実績報告が適切に作成されていること、当補助金の交付金額の水準が妥

当であることを確認することが可能であるが、このような比較検討が困難となる。 
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【指摘事項】 

社会福祉事業運営費補助金交付事務取扱要領において、横須賀市は当補助金の

実績報告時に、実績報告書、事業結果報告書、収支決算書等を入手する必要がある

旨、定められている。実績報告時の資料を確認したところ、共楽荘養護老人ホーム

の収支決算書が入手されていなかった。 

収支決算書は要領にて入手すべきと定められており、要領に反した運用がなさ

れている。また、法人が適正と認めた書類である収支決算書を確認することで、横

須賀市は、実績報告が適切に作成されていること、当補助金の交付金額の水準が妥

当であることを確認することが可能であるが、このような比較検討が困難となる。 

横須賀市は、要領を遵守し、収支決算書の入手を徹底すべきである。 
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(37) 老人クラブ運営費補助金 

所管 高齢福祉課 

予算区分 款 民生費 

項 社会福祉費 

目 老人福祉費 

細節 補助金 

根拠法令・要綱等 補助金等交付規則、横須賀市老人クラブ等補助金交付要綱 

制度の種別 市単独 

開始年度 平成 17（2005） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 10,403,690 

交付件数（件） 見積件数 274 

実績件数 262 

交付先（上位一件） 荒巻町内会老人クラブ 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 ― 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

― 

補助金額の妥当性の

確認方法 

要綱に定めた額により、支出している。 
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ア 概要 

当補助金は、国の老人クラブに対する補助制度を市内で展開しているものである。

そのため、補助金額は横須賀市で審査及び交付を実施するが、同額を国から横須賀市

への補助金として収受している。補助対象は「概ね 30 人」の老人クラブである。「概

ね 30 人」という基準は厚生労働省老健局長が通知している老人クラブ等事業運営要

綱に記載があり、横須賀市の要綱もこれに倣っているが、実際は 13 人に減少したク

ラブに対しても補助金を支給している。 

クラブは新規に設立する際に横須賀市に届けを提出するため、その際に制度の紹

介等を行っている。補助金は定額を支給するのみで、精算はない。 

なお、横須賀市は事業成果を定義していない。担当課に確認したところ、地域のつ

ながりを深めることが事業成果と考えられるとの回答であった。 

 

イ 指摘事項 

（ア） 交付要綱を踏まえた実態の是正（指摘事項） 

 

【現状】 

横須賀市老人クラブ等補助金交付要綱において、補助対象を「概ね 30 人」の老

人クラブと定めている。「概ね 30 人」という基準は厚生労働省老健局長が通知し

ている老人クラブ等事業運営要綱に記載があり、横須賀市の要綱もこれに倣って

いるが、実際は 13 人に減少したクラブに対しても補助金を支給しているため、要

綱の対象と実際の交付対象に乖離が生じている。 

平成 30 年（2018 年）5 月の国の会計検査においても同様の指摘があり、平成 30

年度（2018 年度）中に老人クラブ同士の合併や老人クラブの新規人員募集により、

概ね 30 人とするよう、各老人クラブに対して通知する予定である。通知後 3 年程

度ですべての老人クラブを概ね 30 人にすることを予定している。 

 

【課題】 

要綱に定義されている補助対象が実態を表していない。 

 

【指摘事項】 

横須賀市老人クラブ等補助金交付要綱において、補助対象を「概ね 30 人」の老

人クラブと定めているが、実際は 13 人に減少したクラブに対しても補助金を支給

しているため、要綱の対象と実際の交付対象に乖離が生じている。 

要綱に定義されている補助対象が実態を表していないため、整合させる必要が

ある。横須賀市は、平成 30 年度（2018 年度）中に老人クラブ同士の合併や老人ク

ラブの新規人員募集により、概ね 30 人にするよう、各老人クラブに対して通知す
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る予定であり、当取り組みを着実に実施するべきである。 

 

（イ） 会員名簿の確認の徹底（指摘事項） 

【現状】 

横須賀市老人クラブ等補助金交付要綱において、補助金等交付申請書の提出を

受ける際に、会員の年齢及び会員数を確認するために会員名簿を確認することが

定められている。これは、当補助金の交付金額が会員の人数に応じて変動するため

である。 

申請書提出時の資料を確認したところ、会員名簿の控えを入手していなかった。

担当課に確認したところ、補助金の申請書に記載された会員数の確認のため、申請

書提出時に会員名簿を提示させていたが、その場で返却し、控えは入手していない

との回答であった。 

平成 30 年（2018 年）5 月の国の会計検査においても同様の指摘があり、平成 31

年度（2019 年度）より会員名簿の控えを入手する予定である。 

 

【課題】 

会員名簿は要綱にて確認すべきと定められているが、会員名簿の控えを入手し

ていないため、実際に会員名簿を確認しているか事後的に確認することができな

い。そのため、本来は会員でないものが申請書の会員数に含まれていないことを事

後的に検証できないおそれがある。 

 

【指摘事項】 

横須賀市老人クラブ等補助金交付要綱において、補助金等交付申請書の提出を

受ける際に、会員の年齢及び会員数を確認するために会員名簿を確認することが

定められている。申請書提出時の資料を確認したところ、会員名簿の控えを入手し

ていなかった。控えを入手しないことで、実際に会員名簿を確認しているか事後的

に確認することができない。平成 31 年度（2019 年度）より会員名簿の控えを入手

する予定であり、当取り組みを着実に実施するべきである。 
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(38) 軽費老人ホームサービス提供費補助金 

所管 高齢福祉課 

予算区分 款 民生費 

項 社会福祉費 

目 老人福祉費 

細節 補助金 

根拠法令・要綱等 補助金等交付規則、軽費老人ホームサービス提供費補助金交付要

綱 

制度の種別 市単独 

開始年度 ― 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 75,813,000 

交付件数（件） 見積件数 3 

実績件数 3 

交付先（上位一件） 栗山会ケアハウスあっとホーム 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 ― 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

― 

補助金額の妥当性の

確認方法 

規定に定めた額により支出している。 
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ア 概要 

当補助金は軽費老人ホーム（ケアハウス）のサービス水準の維持向上を主な目的と

して、軽費老人ホームの入所者に対し、徴収すべきサービスの提供に要する費用の一

部を減免した社会福祉法人に対して交付を実施している。減免額は厚生労働省が平

成 20 年（2008 年）5 月 30 日に発出した「軽費老人ホームの利用料等に係る取り扱

い指針について」において指針が定められ、毎年度、県が前年所得に応じて算出した

金額を通知している。民間社会福祉施設運営費補助金（運営費補助）も軽費老人ホー

ムの運営費を補助しているが、前者はサービスの向上を目的とした上乗せ分、後者は

減免の補填分の点で補助の範囲が異なる。 

補助対象経費は施設の運営に要する経費であり、人件費や修繕費、備品購入費等が

挙げられる。実支出額と基準額の少ない金額から、入所者から徴収したサービスの提

供に要する費用の実徴収額を控除した金額の 100 分の 100 を補助している。 

補助対象者は対象事業を実施している市内の社会福祉施設であり、全て横須賀市

で把握している。そのため毎年度、横須賀市から対象施設へ補助金の案内を送付して

当該制度を告知している。横須賀市は、交付申請書、施設の利用料及びサービスの提

供に要する費用の相当額を明らかにすることができる施設の利用規程等を確認のう

え、補助金を概算で交付する。5 月に実績報告書、精算書、収支決算書等を入手し、

内容を確認のうえ実績にて精算する。 

 

イ 指摘事項 

（ア） 実績報告書の提出期限超過（指摘事項） 

【現状】 

要綱において、実績報告書の提出期限を「事業完了後 40 日以内」と定めている

が、ケアハウスあっとホーム、横須賀グリーンヒルケアハウス、ケアハウスルツの

家の 3 施設について、実績報告書の提出が 5 月 31 日（60 日後）となっていた。 

提出期限超過の理由は、法人の総会を 40 日以内に開催することが実務上困難で

あり、添付書類である収支決算書が提出期限に間に合わないためであると、担当課

のヒアリングにより確認している。 

 

【課題】 

要綱に設定の期日が現実的でないおそれがある。 

 

【指摘事項】 

要綱において、実績報告書の提出期限を「事業完了後 40 日以内」と定めている

が、ケアハウスあっとホーム、横須賀グリーンヒルケアハウス、ケアハウスルツの

家の 3 施設について、実績報告書の提出が 5 月 31 日（60 日後）となっていた。 
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総会の開催日程を勘案すると、要綱に設定の期日が現実的でないおそれがあり、

要綱自体の提出期限見直しの検討や、補助先と協議のうえ提出期限に間に合うよ

うな精算手続の見直し等を検討する必要がある。 

 

（イ） 申請時提出資料の不整合（指摘事項） 

【現状】 

横須賀市は当補助金の申請時に、実徴収額を確認するために、施設の利用料及び

サービスの提供に要する費用の相当額を明らかにすることができる施設の利用規

程等の提出を求めている。 

申請時の資料を確認したところ、横須賀グリーンヒルケアハウスの利用料納付

予定額及びサービス提供費徴収予定額内訳で用いている単価と、施設の利用規程

に記載の単価が不一致となっていた。 

担当課に確認したところ、施設の利用規程の更新がされていなかったためと、ヒ

アリングにて確認している。 

なお、申請書類で使用している単価は更新後のものを使用しており、補助金額は

適切に算定されている。 

 

【課題】 

資料を入手する趣旨である実徴収額の確認が、横須賀市でされていないおそれ

がある。 

 

【指摘事項】 

横須賀市は当補助金の申請時に、実徴収額を確認するために、施設の利用規程等

の提出を求めている。申請時の資料を確認したところ、横須賀グリーンヒルケアハ

ウスの利用規程が未更新であり、申請書類と不整合が生じていた。 

資料を入手する趣旨である実徴収額の確認が、横須賀市でされていないおそれ

がある。横須賀市は要綱の趣旨を鑑み、最新の利用規程を入手したうえで、申請書

類と不整合が生じていないか、確認を徹底すべきである。 
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(39) はつらつシニアパス負担金 

所管 高齢福祉課 

予算区分 款 民生費 

項 社会福祉費 

目 老人福祉費 

細節 負担金 

根拠法令・要綱等 ― 

制度の種別 市単独 

開始年度 平成 21（2009） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 32,156,102 

交付件数（件） 見積件数 16,900 

実績件数 17,668 

交付先（上位一件） 京浜急行バス株式会社 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 4 健康でやさしい心のふれあうまち 

政策 （2） ユニバーサルデザインのまちづくり 

施策の目標 ② 誰もが社会参加できる機会づくり 

事業成果の定義 ― 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

― 

補助金額の妥当性の

確認方法 

京急バスとの打ち合わせにより、金額を決定している。 
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ア 概要 

はつらつシニアパス（以下、パスという。）とは、京浜急行バスが発行する、横須

賀市在住の 65 歳以上が購入可能な横須賀市内路線バス乗り放題のパスである。パス

を提示すると、特定の店舗で割引や優待サービスを受けることも可能となる。 

当負担金は、京浜急行バスが発行するパスに対する横須賀市の負担分であり、高齢

者の外出を支援し活発な消費活動を促して、まちの活性化を図る目的で交付してい

る。京浜急行バスは提供価格税込 19,700 円から横須賀市の負担金を差し引いた価格

にて発売している。平成 29 年度（2017 年度）の横須賀市の負担金は、次のとおりで

ある。 

 

① パス 1 枚につき 1,800 円を負担する経費 

② パス印刷費の 2 分の 1 相当分に関する経費 

③ その他パス事業の実施に横須賀市と京浜急行バスが協議のうえ必要と認めら

れた経費 

 

横須賀市は、パスの発売期間終了後、京浜急行バスから請求書にて上記負担金項目

の実績の連絡を受け、京浜急行バスに負担金を交付している。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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(40) 障害者グループホーム家賃等補助金（運営費補助） 

所管 障害福祉課 

予算区分 款 民生費 

項 社会福祉費 

目 障害者福祉費 

細節 補助金 

根拠法令・要綱等 補助金交付規則、グループホーム設置運営事業補助金交付要綱 

制度の種別 市単独 

開始年度 平成 16（2004） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 51,128,070 

交付件数（件） 見積件数 整備費補助 3 ヵ所 

家賃補助 55 ヵ所（市内）22 ヵ所（市外） 

実績件数 整備費補助 3 ヵ所 

家賃補助 54 ヵ所（市内）20 ヵ所（市外） 

交付先（上位一件） 社会福祉法人 海風会 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 4 健康でやさしい心のふれあうまち 

政策 （3） 総合的な地域福祉サービスの推進 

施策の目標 ③ 地域福祉サービスを支える場づくり 

事業成果の定義 グループホーム数の増加 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 施設数：54 施設＋新設 3 施設 

入所者：市内グループホームに 226 人 

    （214 人＋4 人×3 か所） 

実績 施設数：53 施設＋新設 3 施設 

入所者：市内グループホームに 234 人 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

施設数について、事業の成果は目標件数に達していないが、数値

目標はおおむね達成しており、市内施設整備の一助になっている

と考える。 

入所者について、目標を上回る数値となっており、本補助金の事

業の実効性が認められる。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

規則に定めた額により支出している。 
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ア 概要 

当補助金は、地域福祉サービスの推進のため、グループホーム数の増加に寄与する

ことを目的としている。補助対象者は市内にグループホームを設置する者または市

外にグループホームを設置する者で横須賀市が支給決定を行った者が入居しており、

グループホームの所在する市町村が家賃に係る補助制度を有している場合である。

補助対象経費は家賃（マンション等の管理費は含まない。）または地代（以下、家賃

等という。）であり、次の金額が交付される。 

 

（市内にグループホームが所在する場合） 

 家賃等の月額に 2 分の 1 を乗じて得た額（10 万円を限度とする。）から当該

額を定員で除して得た額に他市町村が障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律（以下、法という。）第 19 条第 1 項の規定により支

給決定をした者の数を乗じて得た額及び 2,500 円に法第 34 条第 1 項の規定に

よる特定障害者特別給付費の支給を受ける横須賀市支給決定者の数を乗じて

得た額を減じた額に家賃等を支払った月数を乗じて得た額 

 契約更新料の額に 2 分の 1 を乗じて得た額（12 万円を限度とする。） 

 

（市外にグループホームが所在する場合） 

 家賃等の月額に 2 分の 1 を乗じて得た額（10 万円を限度とする。）を定員で

除して得た額に横須賀市支給決定者の数を乗じて得た額から 2,500 円に法第

34 条第 1 項の規定による特定障害者特別給付費の支給を受ける横須賀市支給

決定者の数を乗じて得た額を減じて得た額に家賃等を支払った月数を乗じて

得た額または当該グループホームが所在する市町村の補助基準に基づき算定

した額のいずれか低い額。 

 ただし、当該本市支給決定者が、当該市町村の補助対象となっている場合は、

支給しない。 

出典：横須賀市「グループホーム設置運営事業補助金交付要綱」（平成 16 年（2004

年）） 

 

いずれの場合も、横須賀市は、交付申請書、家賃等の契約書の写し、歳入歳出予算

書抄本等を確認のうえ、補助金を前金払いで交付する。実績報告に当たっては、実績

報告書、家賃等の領収書の写し、歳入歳出決算書抄本、入居者名簿等を入手し、補助

対象の要件を満たしていることや補助金額算定の根拠を確認している。 

 

 

イ 指摘事項 
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（ア） 交付要件を満たさない者に対する補助金の支給（指摘事項） 

【現状】 

当補助金の支給対象となる「グループホーム」は交付要綱の第 2 条で「定員が 4

人以上であるもの」と規定されている。この点、平成 29 年度（2017 年度）に支給

された補助対象者のうち、定員が 4 名未満である対象者が 1 件含まれていた。担

当課に確認したところ、横須賀市の交付要綱において、市外に設置された「グルー

プホーム」についても、市内に設置された「グループホーム」と同様に定員数要件

が設定されているものの、市外に設置された「グループホーム」は所在する自治体

の補助金交付要綱に記載されている定員数要件が適用されると誤認した、との回

答であった。 

 

【課題】 

交付申請者より提出される交付申請書の形式的な確認に不備があり、結果とし

て、要綱に規定されている交付要件を満たさない施設に対して補助金が交付され

た。 

 

【指摘事項】 

当補助金の支給対象となる「グループホーム」は交付要綱の第 2 条で「定員が 4

人以上であるもの」と規定されている。この点、担当者の誤認により、平成 29 年

度（2017 年度）に支給された補助対象者のうち、定員が 4 名未満である対象者が

含まれていた。 

要綱に規定されている交付要件を満たさない施設に対して補助金が交付されて

おり、交付要綱にて設定されている補助金の交付要件が複雑である場合には、交付

要綱の修正や、交付申請書のそれぞれの項目が満たすべき内容をチェックリスト

等にまとめ、正確な判断が継続的に実施できるよう、体制を整備することが必要で

ある。 

 

  



 

149 

 

(41) 障害者就労支援事業運営費補助金（就労援助センター）（運営費補助） 

所管 障害福祉課 

予算区分 款 民生費 

項 社会福祉費 

目 障害者福祉費 

細節 補助金 

根拠法令・要綱等 補助金等交付規則、障害者就労支援事業運営費補助金交付要領 

制度の種別 県及び市 

開始年度 平成 20（2008） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 30,246,508 

交付件数（件） 見積件数 1 

実績件数 1 

交付先（上位一件） よこすか就労援助センター 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 4 健康でやさしい心のふれあうまち 

政策 （2） ユニバーサルデザインのまちづくり 

施策の目標 ② 誰もが社会参加できる機会づくり 

事業成果の定義 新規就労者の 3 年以内の離職率 10%以内 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 10% 

実績 22% 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

事業の成果は目標%に達しておらず、十分に達成されていない。

要因としては、新規就労者の増大等相談件数の急激な増加によ

り、定着支援が困難であったことが想定される。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

要領に定めた額により支出している。 
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ア 概要 

当補助金は、障害者の就労を支援することを目的とする。補助対象は市内で就労支

援を行っているよこすか就労援助センターであり、補助対象経費はよこすか就労援

助センターの運営費等である。よこすか就労援助センターは社会福祉法人横須賀市

社会福祉事業団が運営を行っている。 

就労支援という政策目標から、具体的に新規就労者の 3 年以内離職率 10%を事業

の目標に掲げているが、平成 29 年度（2017 年度）実績は 22%と目標未達である。

これは障害者と仕事のマッチングが困難なことに加え、就労者が体調不良で退職し

てしまうこともあるためである。 

横須賀市は、交付申請書、事業計画書、収支予算書等を確認のうえ、補助金を概算

で交付する。実績報告に当たっては、実績報告書、事業結果報告書、収支決算書等を

入手し、内容を確認のうえ実績にて精算する。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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(42) 障害者地域作業所等運営費補助金 

所管 障害福祉課 

予算区分 款 民生費 

項 社会福祉費 

目 障害者福祉費 

細節 補助金 

根拠法令・要綱等 地域活動支援センターの設備等に関する基準を定める条例、地域

活動支援センター・障害者地域作業所運営費等補助金交付要綱 

制度の種別 市単独 

開始年度 平成 1（1989） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 268,616,690 

交付件数（件） 見積件数 25 

実績件数 25 

交付先（上位一件） アトリエ夢喰虫 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 4 健康でやさしい心のふれあうまち 

政策 （3） 総合的な地域福祉サービスの推進 

施策の目標 ③ 地域福祉サービスを支える場づくり 

事業成果の定義 障害者の日中活動の場の確保 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

― 

補助金額の妥当性の

確認方法 

要綱に定めた額により支出している。 
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ア 概要 

当補助金は、障害者の日中の活動の場を確保することで、地域の福祉サービスに寄

与することを目的とする。補助対象者は、地域活動支援センター及び一定の基準を満

たし、かつ、身体障害、知的障害または精神障害等により企業等に就労することが困

難な者に対し、作業訓練等を行う障害者地域作業所である。補助対象経費は次のとお

りで、区分ごとに、実費と上限のいずれか少ない金額もしくは一定額が交付される。 

 

図表 3-7-2 補助金内容 

区分 補助内容 

運営費補助金 基本補助 安定的な運営を維持するために要する

経費 

通所促進奨励加算 通所促進に要する費用 

就労支援加算 就労支援に要する経費 

体験学習受入加算 小中高校生の体験学習受入に係る経費 

運営基盤安定加算 地域作業所が地域活動支援センターの

運営に要する経費 

特別奨励補助金 職員の処遇向上のために要する経費 

整備費補助金 建物の新築、購入、増改築、模様替等に

要する工事費、建物購入費その他市長が

必要と認める経費 

器具、備品等の購入に要する経費 

建物の賃借契約時の権利、礼金等（家賃

に充当するものその他に返戻のあるも

のを除く。）その他市長が必要と認める

経費 

家賃等補助金 建物及び土地の賃貸借に要する家賃等

（マンション等の管理費を除く。） 

健康診断料補助金 利用者及び職員の健康診断に要する経

費 

出典：横須賀市「地域活動支援センター・障害者地域作業所運営費等補助金交付要

綱」（平成 20 年（2008 年）10 月 1 日） 別表第 2（第 5 条関係） 

当該資料を基に包括外部監査人が作成している。 

 

（運営費補助金、特別奨励補助金） 

横須賀市は、交付申請書、地域活動支援センター等整備計画・結果報告書、歳入歳

出予算書抄本等を確認のうえ、補助金を概算で交付する。翌年度の 4 月に実績報告
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書、地域活動支援センター等事業実施計画・結果報告書、歳入歳出決算書抄本または

決算見込書抄本等を入手し、内容を確認のうえ実績にて精算する。 

 

（整備費補助金） 

工事の場合、横須賀市は、交付申請書、地域活動支援センター等事業実施計画・結

果報告書、歳入歳出予算書抄本、工事計画等を確認のうえ、補助金の決定通知を提出

する。工事完了後、実績報告書、地域活動支援センター等整備計画・結果報告書のほ

か、領収証書、工事個所の写真等を入手し、内容を確認のうえ実績にて交付する。さ

らに、職員が現地を確認することで、補助対象となった事業が実際に実施されている

ことを確認している。 

備品の購入等の場合、横須賀市は、交付申請書、見積書、計画書等を確認のうえ、

補助金の決定通知を提出する。備品購入後、領収証書、現物の写真等を入手し、内容

を確認のうえ実績にて交付する。 

また、いずれも処分期間には制限を設けており、期間内に処分した場合は、補助金

の返還を求めている。 

 

（家賃等補助金） 

横須賀市は、交付申請書、建物等の賃貸借契約書の写し、運営費の歳入歳出予算書

抄本等を確認のうえ、補助金を概算で交付する。実績報告に当たっては、実績報告書、

家賃等の領収書の写し、運営費の歳入歳出決算書抄本または決算見込書抄本等を入

手し、補助対象の要件を満たしていることや補助金額算定の根拠を確認している。 

 

（健康診断料補助金） 

横須賀市は、交付申請書、受診者名簿等を確認のうえ、補助金の決定通知を提出す

る。実績報告に当たっては、実績報告書、健康診断料の領収書の写し等を入手し、事

業実績に基づき交付している。 

 

イ 指摘事項 

（ア） 特別奨励補助金の使用目的の指定及び事後検証（指摘事項） 

【現状】 

特別奨励補助金は、要綱において「職員の処遇向上のために要する経費」と規定

され、階層に応じて一定額を交付している。しかし、横須賀市は、当補助金の使用

目的を指定せずに交付しており、事後的な検証も実施していない。 

 

【課題】 

職員の処遇向上のために要する経費に当補助金が使用されないおそれがある。 
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【指摘事項】 

特別奨励補助金は、要綱において「職員の処遇向上のために要する経費」と規定

され、階層に応じて一定額を交付している。しかし、横須賀市は、当補助金の使用

目的を指定せずに交付しており、事後的な検証も実施していない。 

職員の処遇向上のために要する経費に当補助金が使用されないおそれがあるた

め、研修に要した経費など、当補助金の使用対象費用を指定したうえで交付するべ

きである。 

また、実績報告の際に入手している歳入歳出決算書抄本または決算見込書抄本

等を用いて、事後的な検証を実施するべきである。  
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(43) 民間社会福祉施設運営費補助金（運営費補助） 

所管 障害福祉課 

予算区分 款 民生費 

項 社会福祉費 

目 社会福祉総務費 

細節 補助金 

根拠法令・要綱等 補助金等交付規則、社会福祉事業運営費補助金交付要綱 

制度の種別 市単独 

開始年度 平成 14（2002） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 158,773,929  

交付件数（件） 見積件数 31 

実績件数 29 

交付先（上位一件） 社会福祉法人 清光会 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 4 健康でやさしい心のふれあうまち 

政策 （3） 総合的な地域福祉サービスの推進 

施策の目標 ③ 地域福祉サービスを支える場づくり 

事業成果の定義 施設の自主的な運営の促進と、施設の利用者に対するサービスの

向上 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

法定の基準を上回る施設職員が配置され、利用者のサービス向上

につながっている。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

対象施設が限定されているため、特になし。 
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ア 概要 

当補助金は、障害者向け民間社会福祉施設の自主的な運営を促進し、利用者に対す

るサービスの向上を図ることを目的としている。補助対象経費は市内に設置された

施設及び横須賀市の措置等で入所または通所している市外に設置された施設に係る

人件費、管理費及び事業費であり、利用者 1 人あたりの設定単価に年間利用延べ人

数を乗じた額を交付している。民間社会福祉施設に対する補助金は当補助金のほか、

施設育成費補助金及び従事職員育成費補助金が存在するが、後者 2 つの補助金は市

内施設のみを対象とする一方、当補助金は横須賀市が支給決定している者が利用す

る市外の施設も対象となっている。 

補助金交付対象の社会福祉施設は次表のうち（1）で、現在は、平成 20 年度（2008

年度）に当要綱の規定による補助金の交付対象であった施設等に限り、補助対象とし

ている。 

経緯として、まず平成 18 年度（2006 年度）の障害者自立支援法施行により、従来

の国の報酬体系と乖離が生じたことにより、国は平成 20 年度（2008 年度）までの 3

年間にわたり、激変緩和措置を実施した。一方、横須賀市では当補助金が障害者自立

支援法施行前の国の制度に対応し交付されていたものであったため、国の制度が変

更となった平成 18 年度（2006 年度）から平成 20 年度（2008 年度）にかけて、補

助対象等について、見直しの議論を行った。この時に、補助対象者を平成 20 年度

（2008 年度）までに交付対象であった社会福祉施設としたものと、担当課へのヒア

リングにて確認している。 

 

図表 3-7-4 支給対象施設及び対象経費 

対象経費 施設等名 

施設運営費 （1） 生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援または就

労継続支援の事業を行う施設または事業所 

（2） 養護老人ホーム 

（3） 軽費老人ホーム 

（4） 救護施設 

（5） 更生施設 

（6） 地域福祉センター（研修事業及び高齢者給食サービス事業に

係る経費に限る。） 

出典：横須賀市「社会福祉事業運営費補助金交付要綱」（平成 14 年（2002 年）4 月 1

日） 別表第 1（第 2 条第 1 項関係） 

 

横須賀市は、交付申請書、事業計画書、収支予算書等を確認のうえ、補助金を概算

で交付する。実績報告に当たっては、実績報告書、事業結果報告書、収支決算書等を
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入手し、内容を確認のうえ実績にて精算する。 

 

イ 指摘事項 

（ア） 交付対象施設の限定（指摘事項） 

【現状】 

横須賀市は、当補助金の交付対象を、平成 20 年度（2008 年度）に当要綱の規定

による補助金の交付対象であった施設に限定している。 

担当課にヒアリングしたところ、平成 21 年度（2009 年度）以降の新規設立法人

を対象外としている理由は、障害者自立支援法の施行後に設立されているため、法

人は国の報酬体系の変更を承知したうえで参入しているはずであり、補助の必要

性はないと判断しているためとの回答であった。 

 

【課題】 

平成 21 年度（2009 年度）以降の新規設立法人は補助金の交付対象外となって

おり、交付対象施設の公平性が担保されていない。 

 

【指摘事項】 

横須賀市は、当補助金の交付対象を、平成 20 年度（2008 年度）に当要綱の規定

による補助金の交付対象であった施設に限定している。平成 21 年度（2009 年度）

以降の新規設立法人は補助金の交付対象外となっており、交付対象施設の公平性

が担保されていない。 

横須賀市は、当補助金の必要性を検討するとともに、交付を継続する場合は、設

立年度によらず、交付対象施設の公平性を担保すべきである。 
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(44) 民間社会福祉施設育成費補助金 

所管 障害福祉課 

予算区分 款 民生費 

項 社会福祉費 

目 社会福祉総務費 

細節 補助金 

根拠法令・要綱等 補助金等交付規則、社会福祉事業運営費補助金交付要綱 

制度の種別 市単独 

開始年度 平成 14（2002） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 15,456,881  

交付件数（件） 見積件数 18 

実績件数 18 

交付先（上位一件） 社会福祉法人 海風会 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 4 健康でやさしい心のふれあうまち 

政策 （3） 総合的な地域福祉サービスの推進 

施策の目標 ③ 地域福祉サービスを支える場づくり 

事業成果の定義 施設の自主的な運営の促進と、施設の利用者に対するサービスの

向上 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

利用者のサービス向上につながる施設整備等が行われている。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

要綱に定めた額により支出している。 
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ア 概要 

当補助金は、障害者向け民間社会福祉施設の自主的な運営を促進し、利用者に対す

るサービスの向上を図ることを目的としている。補助対象経費は、市内の施設等に係

る建物の修繕費、備品の購入費、施設・設備の整備費等であり、施設割額 50 万円と、

人数割額として施設の利用者に 5,900 円を乗じた額の合計を上限として交付してい

る。補助金交付対象の社会福祉施設は次表のうち（1）で、平成 21 年度（2009 年度）

からは、平成 20 年度（2008 年度）に当要綱の規定による補助金の交付対象であった

施設に限り、補助対象としている。 

経緯として、まず平成 18 年度（2006 年度）の障害者自立支援法施行により、従来

の国の報酬体系と乖離が生じたことにより、国は平成 20 年度（2008 年度）までの 3

年間にわたり、激変緩和措置を実施した。一方、横須賀市では当補助金が障害者自立

支援法施行前の国の制度に対応し交付されていたものであったため、国の制度が変

更となった平成 18 年度（2006 年度）から平成 20 年度（2008 年度）にかけて、補

助対象等について、見直しの議論を行った。この時に、補助対象者を平成 20 年度

（2008 年度）までに交付対象であった社会福祉施設としたものと、担当課へのヒア

リングにて確認している。 

 

図表 3-7-3 支給対象施設及び対象経費 

対象経費 施設等名 

施設育成費 （1） 生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援または就

労継続支援の事業を行う施設または事業所 

（2） 養護老人ホーム 

（3） 軽費老人ホーム 

（4） 地域福祉センター 

（5） 隣保館 

（6） 福祉型借上げ公共賃貸住宅 

出典：横須賀市「社会福祉事業運営費補助金交付要綱」（平成 14 年（2002 年）4 月 1

日） 別表第 1（第 2 条第 1 項関係） 

   当該資料を基に包括外部監査人が作成している。 

 

横須賀市は、交付申請書、事業計画書、予算書等を確認のうえ、補助金を概算で交

付する。実績報告に当たっては、実績報告書、事業結果報告書、収支決算書のほか、

領収証書、工事個所の写真等を入手し、内容を確認のうえ実績にて精算する。さらに、

職員が現地を確認することで、補助対象となった事業が実際に実施されていること

を確認している。 
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イ 指摘事項 

（ア） 交付対象施設の限定（指摘事項） 

【現状】 

横須賀市は、当補助金の交付対象を、平成 20 年度（2008 年度）に当要綱の規定

による補助金の交付対象であった施設に限定している。 

担当課にヒアリングしたところ、平成 21 年度（2009 年度）以降の新規設立法人

を対象外としている理由は、障害者自立支援法の施行に伴う激変緩和措置の終了

後に設立されているため、法人は国の報酬体系の変更を承知したうえで参入して

いるはずであり、補助の必要性はないと判断しているためとの回答であった。 

 

【課題】 

平成 21 年度（2009 年度）以降の新規設立法人は補助金の交付対象外となって

おり、交付対象施設の公平性が担保されていない。 

補助金の導入当初は対象を限定していたことも一定の合理性があったと考えら

れるが、本来は法人の自助努力がなされるべきである。 

 

【指摘事項】 

横須賀市は、当補助金の交付対象を、平成 20 年度（2008 年度）に当要綱の規定

による補助金の交付対象であった施設に限定している。平成 21 年度（2009 年度）

以降の新規設立法人は補助金の交付対象外となっており、交付対象施設の公平性

が担保されていない。 

横須賀市は、当補助金の必要性を検討するとともに、交付を継続する場合は、設

立年度によらず、交付対象施設の公平性を担保すべきである。  
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(45) 民間社会福祉施設従事職員育成費補助金 

所管 障害福祉課 

予算区分 款 民生費 

項 社会福祉費 

目 社会福祉総務費 

細節 補助金 

根拠法令・要綱等 補助金等交付規則、社会福祉事業運営費補助金交付要綱 

制度の種別 市単独 

開始年度 平成 14（2002） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 12,131,000 

交付件数（件） 見積件数 19 

実績件数 18 

交付先（上位一件） 社会福祉法人 海風会 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 4 健康でやさしい心のふれあうまち 

政策 （3） 総合的な地域福祉サービスの推進 

施策の目標 ③ 地域福祉サービスを支える場づくり 

事業成果の定義 施設の自主的な運営の促進と、施設の利用者に対するサービスの

向上 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

職員の定着により、利用者のサービス向上につながっている。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

要綱に定めた額により支出している。 
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ア 概要 

当補助金は、障害者向け民間社会福祉施設の自主的な運営を促進し、利用者に対す

るサービスの向上を図ることを目的としている。補助対象経費は施設に勤務する職

員の賞与に要する費用であり、前期は職員数に 17,000 円を乗じた額、後期は職員数

に 23,000 円を乗じた額を交付している。 

補助金交付対象の社会福祉施設は次表のうち（1）で、現在は、平成 20 年度（2008

年度）に当要綱の規定による補助金の交付対象であった施設等に限り、補助対象とし

ている。 

経緯として、まず平成 18 年度（2006 年度）の障害者自立支援法施行により、従来

の国の報酬体系と乖離が生じたことにより、国は平成 20 年度（2008 年度）までの 3

年間にわたり、激変緩和措置を実施した。一方、横須賀市では当補助金が障害者自立

支援法施行前の国の制度に対応し交付されていたものであったため、国の制度が変

更となった平成 18 年度（2006 年度）から平成 20 年度（2008 年度）にかけて、補

助対象等について、見直しの議論を行った。この時に、補助対象者を平成 20 年度

（2008 年度）までに交付対象であった社会福祉施設としたものと、担当課へのヒア

リングにて確認している。 

 

図表 3-7-5 支給対象施設及び対象経費 

対象経費 施設等名 

施設従事職員

育成費 

（1） 生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援または

就労継続支援の事業を行う施設または事業所 

（2） 養護老人ホーム 

（3） 軽費老人ホーム 

（4） 地域福祉センター（研修事業及び高齢者給食サービス事業

に係る経費に限る。） 

（5） 隣保館 

（6） 福祉型借上げ公共賃貸住宅 

出典：横須賀市「社会福祉事業運営費補助金交付要綱」（平成 14 年（2002 年）4 月 1

日） 別表第 1（第 2 条第 1 項関係） 

   当該資料を基に包括外部監査人が作成している。 

 

横須賀市は、交付申請書、支給対象者名簿等を確認のうえ、補助金を概算で交付す

る。実績報告に当たっては、実績報告書等を入手し、内容を確認のうえ実績にて精算

する。さらに、職員が現地を確認することで、支給対象人員が実際に在籍しているこ

と、支給対象人員に実際に支給されていることを確認している。 
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イ 指摘事項 

（ア） 交付対象施設の限定（指摘事項） 

【現状】 

横須賀市は、当補助金の交付対象を、平成 20 年度（2008 年度）に当要綱の規定

による補助金の交付対象であった施設に限定している。 

担当課にヒアリングしたところ、平成 21 年度（2009 年度）以降の新規設立法人

を対象外としている理由は、障害者自立支援法の改正後に設立されているため、法

人は国の報酬体系の変更を承知したうえで参入しているはずであり、補助の必要

性はないと判断しているためとの回答であった。 

 

【課題】 

平成 21 年度（2009 年度）以降の新規設立法人は補助金の交付対象外となって

おり、交付対象施設の公平性が担保されていない。 

補助金の導入当初は対象を限定していたことも一定の合理性があったと考えら

れるが、本来は法人の自助努力がなされるべきである。 

 

【指摘事項】 

横須賀市は、当補助金の交付対象を、平成 20 年度（2008 年度）に当要綱の規定

による補助金の交付対象であった施設に限定している。平成 21 年度（2009 年度）

以降の新規設立法人は補助金の交付対象外となっており、交付対象施設の公平性

が担保されていない。 

横須賀市は、当補助金の必要性を検討するとともに、交付を継続する場合は、設

立年度によらず、交付対象施設の公平性を担保すべきである。 
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(46) 心身障害者（児）歯科診療所運営費補助金（横須賀市歯科医師会）（運営費補助） 

所管 障害福祉課 

予算区分 款 民生費 

項 社会福祉費 

目 障害者福祉費 

細節 補助金 

根拠法令・要綱等 補助金等交付規則、協定書及び覚書 

制度の種別 県及び 3 市 1 町 

開始年度 昭和 61（1986） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 30,414,500 

交付件数（件） 見積件数 1 

実績件数 1 

交付先（上位一件） 一般社団法人 横須賀市歯科医師会 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 事業を継続的に実施していく。 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 1 件 

実績 1 件 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

歯科医療を行うことで心身障害者（児）の健康増進に資し、社会

の福祉に寄与することで成果とする。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

覚書に定めた額により支出している。 
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ア 概要 

当補助金は心身障害者（児）の歯科診療を推進するために、一般社団法人横須賀市

歯科医師会に対して交付される。神奈川県が、横須賀市等の二次医療圏での歯科診療

を担保するために制度を整備したものである。 

財源は横須賀市、逗子市、三浦市、葉山町及び神奈川県で負担している。昭和 61

年（1986 年）に協定書を締結し、毎年度締結する覚書にて各負担額を定めている。

具体的には、逗子市、三浦市、葉山町及び神奈川県より、横須賀市が当補助金の負担

金を収受し、とりまとめた総額を一般社団法人横須賀市歯科医師会に対して交付し

ている。 

補助対象経費は一般社団法人横須賀市歯科医師会の運営経費であり、毎年度末に

決算書を提出させ、当該、歯科診療の運営に係る経費以外の支出がないことを確認し

ている。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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(47) 社会福祉施設水道料金等負担金 

所管 福祉総務課 

予算区分 款 民生費 

項 社会福祉費 

目 社会福祉総務費 

細節 負担金 

根拠法令・要綱等 【水道料金等減免について】 

横須賀市水道事業給水条例、横須賀市下水道条例、福祉関係水道

料金等減免事務処理要綱（上下水道局内規） 

【負担金について】 

水道料金減免措置の負担に関する協定 

制度の種別 市単独 

開始年度 水道：昭和 57（1982） 

下水道：平成 2（1990） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 120,519,275 

交付件数（件） 見積件数 122,513.0（月） 

実績件数 118,744.5（月） 

交付先（上位一件） 横須賀市上下水道局 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 4 健康でやさしい心のふれあうまち 

政策 （3） 総合的な地域福祉サービスの推進 

施策の目標 ② 地域福祉サービスを支える人づくり 

事業成果の定義 障害者等（施設入居者を含む。）の日常生活における負担軽減 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

予算策定時の見込みを下回ってはいるものの、一定の減免実績が

あり、障害者等の負担軽減に寄与したと考えている。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

上下水道局所管の条例及び要綱に定めた額により支出している。 
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ア 概要 

当負担金は障害者世帯及び障害者等の入居している社会福祉施設等の水道料金及

び下水道使用料（以下、水道料金等という。）を減免するために、横須賀市上下水道

局に対し、減免相当額を負担しているものである。水道料金等の減免は障害者世帯で

はその個人の水道料金等について基本料金相当額が減額され、社会福祉施設等では

その施設に係る運営事業者の水道料金等について基本料金相当額が減額される。 

水道料金等の減免制度については、神奈川県でも同様の制度を実施しており、県営

水道の減免と市営水道の減免とがそれぞれ行われている。なお、減免対象施設等の範

囲は神奈川県の制度に平仄を合わせて設定している。また、生活保護の扶助費に水道

料金等相当額が含まれていることから、平成 27 年度（2015 年度）に神奈川県の減免

制度において生活保護受給世帯に対する減免が廃止されたことと合わせ、横須賀市

でも同様に要綱を改正している。 

水道料金等の徴収事務は、横須賀市上下水道局が所管する事務であるため、減免額

の算出、減免の決定、減免対象者の情報管理等は横須賀市上下水道局が行っている。

福祉部福祉総務課は、減免決定の審査に係る資格証明の事務と減免対象者及びその

減免額の確認の事務を行っている。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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(48) 横須賀市社会福祉協議会運営費補助金 

所管 福祉総務課 

予算区分 款 民生費 

項 社会福祉費 

目 社会福祉総務費 

細節 補助金 

根拠法令・要綱等 補助金等交付規則、横須賀市社会福祉協議会運営事業補助金交付

基準 

制度の種別 市単独 

開始年度 昭和 39（1964） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 97,481,955 

交付件数（件） 見積件数 1 

実績件数 1 

交付先（上位一件） 横須賀市社会福祉協議会 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 4 健康でやさしい心のふれあうまち 

政策 （3） 総合的な地域福祉サービスの推進 

施策の目標 ① 地域福祉サービスの推進 

事業成果の定義 地域福祉の推進及び社会福祉協議会の円滑な運営 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

地域福祉の推進役を担う社会福祉協議会の円滑な運営に寄与し

ている。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

基準に定めた額により支出し、事業報告書等により確認してい

る。 
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ア 概要 

当補助金は、横須賀市社会福祉協議会（以下、市社協という。）の育成及び健全な

発展を図るために交付している。補助対象経費は、職員給与費、役員に係る報酬及び

その他運営に要する事務費であり、予算を上限として100分の100を交付している。

市社協は横須賀市の外郭団体であり、横須賀市退職者が 1 名在籍しているが、横須

賀市職員は派遣されていない。 

市社協は市内の 18 か所に地区社会福祉協議会を設置しており、さらに、このうち

17 か所ではボランティアセンターを設置しており、地域の高齢者等との交流等の福

祉活動を行っている。これらの活動は地域に密着したものであり、横須賀市が直接実

施するよりも、市社協が実施するほうが効率的かつ効果的であると考えられるため、

当補助金の交付により市社協の運営を支援している。 

横須賀市は、交付申請書、事業計画書、収支予算書等を確認のうえ、補助金を概算

で交付する。実績報告に当たっては、実績報告書、収支決算書等を入手し、内容を確

認のうえ実績にて精算する。 

なお、市社協の平成 29 年度（2017 年度）の計算書類等によると、横須賀市等から

の補助金はサービス活動収益の約 6 割を占めており、実質的に補助金財源へ依存し

ている運営状況である。横須賀市では市社協の自己財源を拡大できるよう、法人後見

人、後見監督人への就任といった業務実施等に関して指導しているが、市社協内部で

の人材育成、採用等が進んでおらず、自己財源の拡大にはつながっていない。 

 

イ 指摘事項 

（ア） 補助金額の計算誤り（指摘事項） 

【現状】 

当補助金に対して再度計算過程を確認したところ、補助金額の計算誤りが発見

された。補助対象となる職員給与費のうち、A 氏の期末勤勉手当の算定方法が誤っ

ていた。 

補助金額の期末勤勉手当計算式は平成 29 年（2017 年）6 月から横須賀市と同じ

ものを使用しているが、計算式の変更を行った際、本来加算されるべきではない管

理職手当が誤って式に加算されたため、242,678 円過大に交付されていた。 

過支給分については、平成 30 年（2018 年）12 月支給の期末勤勉手当で精算す

る予定である。 

 

【課題】 

平成 29 年度（2017 年度）申請時及び実績報告時には補助金額の算定誤りには

気づいておらず、今後も過大交付が続いていたおそれがある。 
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【指摘事項】 

当補助金に対して再度計算過程を確認したところ、補助金額の計算誤りが発見

された。補助対象となる職員給与費のうち、A 氏の期末勤勉手当の算定方法が誤っ

ていたことで 242,678 円過大に交付されていた。 

誤りが生じた要因は計算方法の変更があったにもかかわらず、計算過程を確認

しなかったためである。横須賀市は、計算方法の変更など、制度変更が生じた際に

は特に、補助金額の算定について慎重に確認するべきである。 
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(49) 市民福祉活動助成交付金 

所管 福祉総務課 

予算区分 款 民生費 

項 社会福祉費 

目 社会福祉総務費 

細節 交付金 

根拠法令・要綱等 補助金等交付規則 

制度の種別 市単独 

開始年度 昭和 62（1987） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 24,729,228 

交付件数（件） 見積件数 1 

実績件数 1 

交付先（上位一件） 横須賀市社会福祉協議会 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 4 健康でやさしい心のふれあうまち 

政策 （3） 総合的な地域福祉サービスの推進 

施策の目標 ③ 地域福祉サービスを支える場づくり 

事業成果の定義 市民による福祉活動の推進 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

市民への啓発やボランティアへのサポート、学校教育との連携を

通じ、市民のボランティア活動が盛んになることにより、地域の

課題を住民自らが解決する福祉社会の実現に寄与している。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

事業報告書、ボラセン活動記録等により確認している。 
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ア 概要 

当交付金は、市社協が市内の 17 か所に設置しているボランティアセンターの活動

等を通じ、市民の福祉活動を推進する目的で交付されるものである。交付の対象とな

る経費はボランティアセンターの運営費等であり、地区ボランティアセンター活動

育成事業は市社協の「地区ボランティアセンター拠点整備費・運営費助成金交付要綱」

に記載の金額を上限として、その他事業は予算書を確認の上、交付金額を決定してい

る。 

ボランティアセンターは、神奈川県社会福祉協議会の「地区ボランティアセンター

促進事業」により、昭和 62 年度（1987 年度）に武山地区にボランティアセンターが

設置されたことに始まっている。当時の事業のねらいとしては、①日常生活上のニー

ズに対応したボランティア活動の育成②ボランティア活動の活性化と在宅福祉を念

頭においた効果的な運営をはかることにあった。武山地区でのモデル事業が評価さ

れたことに伴い、平成 7 年（1995 年）に当交付金の要綱が市社協内で設定され、横

須賀市内にボランティアセンターが順次、設置された。また、要綱の設定にあわせ、

ボランティアセンターの実施主体が神奈川県社会福祉協議会から市社協へと移管さ

れ、同時に交付金の交付主体も神奈川県から横須賀市に移管された。 

横須賀市は、交付申請書、交付金事業財源構成表、収支予算書等を確認のうえ、補

助金を概算で交付する。実績報告に当たっては、実績報告書、交付金精算表、事業報

告書等を入手し、内容を確認のうえ実績にて精算する。 

当交付金の要綱は横須賀市の作成したものではないことから、横須賀市では市社

協の要綱を確認するとともに、この要綱に従った申請及び運営がなされていること

を実績報告書等で確認している。また、地区ボランティアセンターの活動については

市社協が開催している地区社会福祉協議会の地区ボランティアセンター所長の連絡

会議に市職員が出席しており、日常の活動状況の把握を行っている。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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8．健康部 

 

(1) ウェルシティ超高層棟管理組合市施設部会管理費等負担金 

所管 健康総務課 

予算区分 款 衛生費 

項 保健衛生費 

目 健康増進センター費 

細節 負担金 

根拠法令・要綱等 ― 

制度の種別 その他 

開始年度 平成 13（2001） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 26,939,520 

交付件数（件） 見積件数 1 

実績件数 1 

交付先（上位一件） ウェルシティ超高層棟管理組合 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 ― 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

― 

補助金額の妥当性の

確認方法 

ウェルシティ超高層棟管理組合規約に定めた額により支出して

いる。 
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ア 概要 

区分所有者として敷地及び全体共用部分等の管理に要する経費として、全体管理

費等（全体管理費・全体修繕積立金）をウェルシティ超高層棟管理組合に納入するも

のである。 

全体管理費等の額の算出方法は、住宅部分、市施設及び店舗施設の各部分のために

必要となる費用をあらかじめ按分した上で、住宅部分の区分所有者、市施設区分所有

者及び店舗施設区分所有者ごとにウェルシティ超高層棟管理組合規約に定める割合

に応じて算出している。全体管理費の按分方法は次のとおりである。 

 

図表 3-8-1 全体管理費の按分方法 

項目 按分方法 備考 

１． 建築設備管理業務 該当業務量による按分   

２． 

保守点検業務 年間利用者数による按分   

１．消防設備定期点検     

・自火報設備   
年 2 回実施 市

施設点検時 

・非常放送設備   
年 2 回実施 市

施設点検時 

・誘導灯     

・スプリンクラー設備   
年 2 回実施 市

施設点検時 

・非常照明設備   
年 2 回実施 市

施設点検時 

２．エレベーター定期点検 年間利用者数による按分 
月 1 回実施 市

施設点検時 

３．航空障害灯設備点検 容積按分 随時 

４．避雷針設備点検 容積按分 年 2 回実施 

３． 

雨水・汚水管清掃業務     

１．雨水管清掃作業 敷地面積按分 年 1 回実施 

２．汚水管清掃作業 1 日平均使用水量按分 年 1 回実施 

４． 

植栽維持管理費     

１．樹木剪定作業     

・高木剪定 高木本数按分 年 1 回実施 

・中低木、刈込み 緑地面積按分 年 1 回実施 
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２．樹木消毒作業     

・高木消毒 高木本数按分 
害虫発生時 年 1

回実施 

・中低木消毒 緑地面積按分 
害虫発生時 年 1

回実施 

３．樹木施肥作業     

・高木施肥 高木本数按分 年 1 回実施 

・中低木施肥 緑地面積按分 年 1 回実施 

４．緑地等除草作業 緑地面積按分 年 2 回実施 

５．フラワーポットガーデニ

ング 
設置箇所按分 

年 4 回実施 合

計 13 基設置 

６．高木支柱の取替等 高木本数按分   

７．プランター植栽（植替え） 緑地面積按分   

５． 

清掃業務     

１．日常清掃 敷地面積按分（デッキ加算） 週 6 回実施 

２．デッキ床面定期清掃 年間利用者数による按分 年 4 回実施 

６． 警備業務 敷地面積按分（デッキ加算）   

直接費用関係   

１． 

水道光熱費     

１．共用部分水道料 年間利用者数による按分 随時 

２．共用部分電気料 年間利用者数による按分 随時 

３．航空障害灯電気料 容積按分 随時 

２． 保険料     

３． 外灯・共用灯取替     

 １．外灯 年間利用者数による按分   

 ２．共用灯 年間利用者数による按分   

 ３．航空障害灯 容積按分   

４． 小修繕費 
修繕対象物の管理区分によ

る 
修繕発生時対応 

出典：「ウェルシティ超高層棟管理組合規約」別表第 4 

当該資料を基に包括外部監査人が作成している。 
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イ 意見 

（ア） 全体管理費の按分割合の見直しの必要性（意見） 

 

【現状】 

ウェルシティの全体管理費については建設時に締結したウェルシティ超高層棟

管理組合規約に基づき、管理費の性質別に分譲住宅、市施設、店舗が負担する割合

が定められている。この割合は規約締結時から変更されておらず、按分割合の根拠

資料についても確認できなかった。 

 

【課題】 

ウェルシティの全体管理費は性質別に負担割合が定められており、例えば汚水

管清掃作業であれば 1 日平均使用水量により按分されることとなっている。この

他にも年間利用者数により按分する項目もあり、このように按分計算の根拠とな

る項目が可変である項目については実績値に応じて按分割合を見直すことが必要

であると考えられる。 

また、按分割合を決定する際の根拠資料については、当該按分割合に応じて市施

設が負担する管理費が算出され、最終的に当該金額が補助金により賄われること

から保存しておくことが必要であると考えられる。 

 

【意見】 

ウェルシティの全体管理費の按分割合について建設時から見直しがされていな

いため、按分計算の根拠となる項目が可変である項目については実績値に応じて

按分割合を見直すように管理組合に働きかけることが望まれる。 

また、按分割合を算定する際の根拠資料については適切に管理・保管することが

望まれる。 
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(2) 病院事業会計に対する負担金（うわまち病院） 

所管 地域医療推進課 

予算区分 款 衛生費 

項 保健衛生費 

目 保健衛生総務費 

細節 負担金 

根拠法令・要綱等 地方公営企業法第 17 条の 2、平成 29 年度（2017 年度）の地方

公営企業繰出金について（総務省副大臣通知） 

制度の種別 その他 

開始年度 平成 14（2002） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 375,000,000 

交付件数（件） 見積件数 2 

実績件数 2 

交付先（上位一件） 横須賀市病院事業会計 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 4 健康でやさしい心のふれあうまち 

政策 （4） 健康づくりの推進と医療体制の充実 

施策の目標 ② 医療体制の充実 

事業成果の定義 市立病院の健全な運営 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

― 

補助金額の妥当性の

確認方法 

本市の公立病院として必要な医療機能の確保の状況を、患者数等

の数値により確認している。 
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ア 概要 

地方公営企業法では、当該地方公営企業の経営に伴う収入をもって充てることが

適当でない経費及び当該地方公営企業の性質上能率的な経営を行ってもその経営に

伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費について

は、一般会計等が負担または補助をし、あるいは出資をすることができると規定され

ている。 

一般会計から企業会計に対して繰り出す際の基本的な考え方が繰出基準であり、

総務省により「地方公営企業繰出金について」（総務省副大臣通知）として毎年度通

知されている。病院事業に係る繰出基準の項目は次表のとおりであり、横須賀市は基

準内繰入金として以下の基準に基づき負担金を交付している。 

 

図表 3-8-2 病院事業に係る繰出基準の項目 

No. 項目 

1  病院の建設改良に要する経費 

2  へき地医療の確保に要する経費 

3  不採算地区病院の運営に要する経費 

4  結核医療に要する経費 

5  精神医療に要する経費 

6  感染症医療に要する経費 

7  リハビリテーション医療に要する経費 

8  周産期医療に要する経費 

9  小児医療に要する経費 

10  救急医療の確保に要する経費 

11  高度医療に要する経費 

12  公立病院附属看護師養成所の運営に要する経費 

13  院内保育所の運営に要する経費 

14  公立病院附属診療所の運営に要する経費 

15 保健衛生行政事務に要する経費 

16 経営基盤強化対策に要する経費 

出典：総務省総務副大臣通知「平成 29 年度の地方公営企業繰出金について」（総

財公第 41 号） 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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(3) 病院事業会計に対する負担金（市民病院） 

所管 地域医療推進課 

予算区分 款 衛生費 

項 保健衛生費 

目 保健衛生総務費 

細節 負担金 

根拠法令・要綱等 地方公営企業法第 17 条の 2、平成 29 年度（2017 年度）の地方

公営企業繰出金について（総務省副大臣通知） 

制度の種別 その他 

開始年度 昭和 43（1968） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 625,000,000 

交付件数（件） 見積件数 2 

実績件数 2 

交付先（上位一件） 横須賀市病院事業会計 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 4 健康でやさしい心のふれあうまち 

政策 （4） 健康づくりの推進と医療体制の充実 

施策の目標 ② 医療体制の充実 

事業成果の定義 市立病院の健全な運営 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

― 

補助金額の妥当性の

確認方法 

本市の公立病院として必要な医療機能の確保の状況を、患者数等

の数値により確認している。 
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ア 概要 

地方公営企業法では、当該地方公営企業の経営に伴う収入をもって充てることが

適当でない経費及び当該地方公営企業の性質上能率的な経営を行ってもその経営に

伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費について

は、一般会計等が負担または補助をし、あるいは出資をすることができると規定され

ている。 

一般会計から企業会計に対して繰り出す際の基本的な考え方が繰出基準であり、

総務省により「地方公営企業繰出金について」（総務省副大臣通知）として毎年度通

知されている。病院事業に係る繰出基準の項目は図表 3-8-2 のとおりである。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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(4) 病院事業会計補助金（市民病院） 

所管 地域医療推進課 

予算区分 款 衛生費 

項 保健衛生費 

目 保健衛生総務費 

細節 補助金 

根拠法令・要綱等 地方公営企業法第 17 条の 3、平成 29 年度（2017 年度）の地方

公営企業繰出金について（総務省副大臣通知）、平成29年度（2017

年度）病院事業会計基準外繰出し金に関する基準について（決裁） 

制度の種別 その他 

開始年度 昭和 43（1968） 

終了年度 ―（基準内）、平成 29（2017）（基準外） 

支出額実績（円） 290,556,536 

交付件数（件） 見積件数 2 

実績件数 2 

交付先（上位一件） 横須賀市病院事業会計 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 4 健康でやさしい心のふれあうまち 

政策 （4） 健康づくりの推進と医療体制の充実 

施策の目標 ② 医療体制の充実 

事業成果の定義 市立病院の健全な運営 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

― 

補助金額の妥当性の

確認方法 

本市の公立病院として必要な医療機能の確保の状況を、患者数等

の数値により確認している。 
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ア 概要 

地方公営企業法では、災害の復旧その他特別の理由により必要がある場合には、一

般会計等から補助することができると規定されている。 

一般会計が補助（繰出）する経費は、「地方公営企業繰出金について（通知）」とし

て示されているものに従っている。 

なお、平成 29 年度（2017 年度）までは、「病院事業会計基準外繰出し金に関する

基準について（決裁）」により、一般会計から基準外の補助（繰出）を行っている。 

 

図表 3-8-3 繰出金額推移表 

       （単位：千円） 

年度 
平成 25 

（2013） 

平成 26 

（2014） 

平成 27 

（2015） 

平成 28 

（2016） 

平成 29 

（2017） 

基準内繰出金 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 

基準外繰出金 284,000 284,000 284,000 284,000 283,556 

合計 291,000 291,000 291,000 291,000 290,556 

出典：所管課提出資料 

当該資料を基に包括外部監査人が作成している。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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9．こども育成部 

  

(1) 認定こども園（保育所機能部分）整備補助金 

所管 こども施設課 

予算区分 款 民生費 

項 児童福祉費 

目 児童福祉施設等整備費 

細節 補助金［建設目］ 

根拠法令・要綱等 補助金等交付規則、保育所等整備費補助金交付要綱 

制度の種別 国制度 

開始年度 平成 21（2009） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 47,252,000 

交付件数（件） 見積件数 2 

実績件数 2 

交付先（上位一件） 学校法人希望学園 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 3 個性豊かな人と文化が育つまち 

政策 （1） 子どもが心豊かで健やかに育つ環境の充実 

施策の目標 ① 子どもを産み育てやすい環境づくり 

事業成果の定義 待機児童数の減少 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 2 件 

実績 2 件 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

本事業により、周辺地区の保育定員（3 号）が 30 名増加（29 年

度 4 名、30 年度 26 名予定）するため、目標は概ね達成してい

る。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

要綱に定めた額により支出している。 
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ア 概要 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に規定

される幼保連携型認定こども園に対する補助金の交付である。幼稚園と保育園の機

能をあわせ持った子育て支援の総合的な提供を行う施設である認定こども園の設置

を促進し、必要とする教育・保育サービスを提供できる環境を整備するものである。 

補助対象事業は、新たに保育所等を建設する創設、保育所等の増築または改築、保

育所等の老朽化等に伴う既存の保育所等の施設または設備の一部の大規模修繕、賃

貸物件による保育所改修である。 

補助の対象となる経費は、保育所等の整備のために必要な工事費及び設計料で、補

助金は、予算の範囲内において、施設の整備に係る実支出額と総事業費（事業に係る

収入額（寄付金収入額を除く。）を控除する。）のいずれか少ない方の額と規定により

算出した額とのいずれか少ない方の額に 4 分の 3 を乗じた額である。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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(2) 保育所等運営費補助金 

所管 こども施設課 

予算区分 款 民生費 

項 児童福祉費 

目 子育て支援費 

細節 補助金 

根拠法令・要綱等 子ども・子育て支援法、補助金等交付規則、保育所等運営費補助

金交付要綱 

制度の種別 国制度 

開始年度 昭和 51（1976） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 59,937,927 

交付件数（件） 見積件数 52 

実績件数 37 

交付先（上位一件） 三和こども園 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 3 個性豊かな人と文化が育つまち 

政策 （1） 子どもが心豊かで健やかに育つ環境の充実 

施策の目標 ① 子どもを産み育てやすい環境づくり 

事業成果の定義 児童の福祉向上・職員の処遇の改善 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

補助金が不足して、施設に補助金を支出できないという事態は招

いていない。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

要綱に定めた額により支出している。 
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ア 概要 

幼稚園教育の振興、保護者の負担の軽減及び園児の安全・安心を含めた処遇の改善

を図るため、児童福祉法に基づく保育所等における児童の処遇の向上、職員の待遇の

改善及び経営基盤の強化を図ることを目的とした補助金である。 

補助金の対象は、認可を受けた保育所または認定こども園、幼保連携型認定こども

園の経営者、小規模保育事業または家庭的保育事業を行うものである。 

補助金の額は、予算の範囲内において、対象経費の実支出額と基準額との少ない方

の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の

額となる。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。  
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(3) 社会福祉施設育成費補助金 

所管 こども施設課 

予算区分 款 民生費 

項 社会福祉費 

目 社会福祉総務費 

細節 補助金 

根拠法令・要綱等 補助金等交付規則、児童福祉施設育成費等補助金交付要綱 

制度の種別 市単独 

開始年度 平成 18（2006） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 28,469,000 

交付件数（件） 見積件数 24 

実績件数 24 

交付先（上位一件） 社会福祉法人誠心会しらかばこども園 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 3 個性豊かな人と文化が育つまち 

政策 （1） 子どもが心豊かで健やかに育つ環境の充実 

施策の目標 ① 子どもを産み育てやすい環境づくり 

事業成果の定義 児童の福祉向上・職員の処遇の改善 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

補助金が不足して、施設に補助金を支出できないという事態は招

いていない。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

要綱に定めた額により支出している。 
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ア 概要 

社会福祉法人が運営する保育所・認定こども園及び児童福祉施設・乳児院の設備の

充実を図るため、施設を運営する社会福祉法人に対して助成を行う補助金である。 

補助対象となる者は、乳児院、児童養護施設、保育所または認定こども園を市内に

設置している社会福祉法人とし、補助の対象経費については、施設育成費及び施設管

理に要する経費であり、施設管理に要する経費の実費額として、50 万円＋5,900 円

×6 月 1 日現在の施設利用対象人数を限度とした額である。 

 

イ 指摘事項 

（ア） 補助金の支給先の対象範囲（指摘事項） 

【現状】 

社会福祉法人は、社会福祉法の制約により、公益事業として保育所等の運営を行

っており、財務的に補助が必要な財務状況であると考えられることから、補助金の

支給先の法人形態を社会福祉法人に限定している。 

 

【課題】 

保育所・認定こども園及び児童福祉施設・乳児院の運営先の多くは社会福祉法人

ではあるものの、社会福祉法人以外でも公益法人や学校法人等の種々の法人形態

が存在する。「子どもを産み育てやすい環境づくり」という施策の目標を達成する

観点からは補助金の支給先を社会福祉法人に限定する必要はないと考えられる。 

 

【指摘事項】 

補助金の支給先の法人形態を社会福祉法人に限定しているが、施策の目標を鑑

みると、補助金の支給先を社会福祉法人という法人形態に限定する必然性はない

と考えられる。他の法人形態も含まれるようにするか、または法人形態ではなく、

新たな基準で支給先の対象範囲を区分するように交付要綱を見直すことが必要で

ある。 
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(4) 社会福祉施設従事職員育成補助金 

所管 こども施設課 

予算区分 款 民生費 

項 社会福祉費 

目 社会福祉総務費 

細節 補助金 

根拠法令・要綱等 補助金等交付規則、児童福祉施設育成費等補助金交付要綱 

制度の種別 市単独 

開始年度 平成 18（2006） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 22,489,000 

交付件数（件） 見積件数 24 

実績件数 24 

交付先（上位一件） 社会福祉法人長岡児童福祉園会長岡保育園 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 3 個性豊かな人と文化が育つまち 

政策 （1） 子どもが心豊かで健やかに育つ環境の充実 

施策の目標 ① 子どもを産み育てやすい環境づくり 

事業成果の定義 児童の福祉向上・職員の処遇の改善 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

補助金が不足して、施設に補助金を支出できないという事態は招

いていない。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

要綱に定めた額により支出している。 
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ア 概要 

社会福祉法人が運営する保育所・認定こども園及び児童福祉施設・乳児院に従事す

る職員の定着を図るため、施設を運営する社会福祉法人に対して助成を行うもので

ある。補助対象となる者は、乳児院、児童養護施設、保育所または認定こども園を市

内に設置している社会福祉法人とし、補助対象は、施設に勤務する職員の賞与に関す

る経費である。 

 

図表 3-9-5 施設従事職員育成費 施設に勤務する職員の賞与に要する経費 

対象経費の区分 交付の基準 

施設従事職員育成費 前期分 17,000 円×6 月 1 日現在の対象職員数 

後期分 23,000 円×12 月 1 日現在の対象職員数 

出典：横須賀市「児童福祉施設育成費等補助金交付要綱」（平成 18 年（2006 年）4

月 1 日） 別表（第 3 条関係） 

 

イ 指摘事項 

（ア） 補助金の支給先の対象範囲（指摘事項） 

【現状】 

社会福祉法人は、社会福祉法の制約により、公益事業として保育所等の運営を行

っており、財務的に補助が必要な財務状況であると考えられることから、補助金の

支給先の法人形態を社会福祉法人に限定している。 

 

【課題】 

保育所・認定こども園及び児童福祉施設・乳児院の運営先の多くは社会福祉法人

ではあるものの、社会福祉法人以外でも公益法人や学校法人等の種々の法人形態

が存在する。「子どもを産み育てやすい環境づくり」という施策の目標を達成する

観点からは補助金の支給先を社会福祉法人に限定する必要はないと考えられる。 

 

【指摘事項】 

補助金の支給先の法人形態を社会福祉法人に限定しているが、施策の目標を鑑

みると、補助金の支給先を社会福祉法人という法人形態に限定する必然性はない

と考えられる。他の法人形態も含まれるようにするか、または法人形態ではなく、

新たな基準で支給先の対象範囲を区分するように交付要綱を見直すことが必要で

ある。 
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(5) 児童養護施設等整備費補助金 

所管 こども施設課 

予算区分 款 民生費 

項 児童福祉費 

目 児童福祉施設等整備費 

細節 補助金［建設目］ 

根拠法令・要綱等 補助金等交付規則 

制度の種別 市単独 

開始年度 平成 29（2017） 

終了年度 平成 29（2017） 

支出額実績（円） 10,000,000 

交付件数（件） 見積件数 2 

実績件数 2 

交付先（上位一件） しらかば子どもの家・春光学園 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 3 個性豊かな人と文化が育つまち 

政策 （1） 子どもが心豊かで健やかに育つ環境の充実 

施策の目標 ① 子どもを産み育てやすい環境づくり 

事業成果の定義 児童の福祉向上・職員の処遇の改善 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

補助金が不足して、施設に補助金を支出できないという事態は招

いていない。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

要綱に定めた額により支出している。 

 

  



 

192 

 

ア 概要  

横須賀市が所管する児童福祉施設の設置者に対して、施設整備に要する経費の一

部を予算の範囲内で補助することにより、施設入所者の処遇向上や安全確保を図る

とともに、養育里親または小規模住居型児童養育事業を実施する者に対して、施設の

環境改善に要する経費を予算の範囲内で補助することにより、養育里親委託等委託

児童の生活環境の向上を図ることを目的としている。本補助金の交付の対象となる

者は、横須賀市において児童福祉法に規定する児童福祉施設を設置し、運営する社会

福祉法人である。 

補助の対象となる経費は、次の額に、補助率 4 分の 3 を乗じて得た額（1,000 円未

満の端数がある場合には、これを切り捨てた額）とする。 

（1） 総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額と補助対象経費の実支出額

を比較して少ない方の額 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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(6) 保育所等運営費補助金（分園推進事業補助金） 

所管 こども施設課 

予算区分 款 民生費 

項 児童福祉費 

目 子育て支援費 

細節 補助金 

根拠法令・要綱等 補助金等交付規則、保育所等運営費補助金交付要綱 

制度の種別 市単独 

開始年度 平成 29（2017） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 18,195,600 

交付件数（件） 見積件数 3 

実績件数 3 

交付先（上位一件） しらかばこども園 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 3 個性豊かな人と文化が育つまち 

政策 （1） 子どもが心豊かで健やかに育つ環境の充実 

施策の目標 ① 子どもを産み育てやすい環境づくり 

事業成果の定義 児童の福祉向上・職員の処遇の改善 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

補助金が不足して、施設に補助金を支出できないという事態は招

いていない。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

要綱に定めた額により支出している。 
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ア 概要 

本補助金は貸借の建物で分園を運営している保育所・認定こども園に対して、貸借

に係る諸経費相当額を補助するものである。分園については、待機児童の多数を占め

る 0~2 歳児の受け入れ先として有効であることから、待機児童対策の一環として平

成 29 年度（2017 年度）市単独事業として開始している。 

補助額は、分園の運営に要する経費であり、分園の利用定員に基づく公定価格の賃

借料加算と当該分園の年間賃借料のいずれか少ない金額 （分園の利用定員に基づく、

特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保

育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等の賃

借料加算の年額と当該分園の年間賃借料のいずれか少ない金額）である。 

  

イ 指摘事項 

（ア） 補助額の算定方法（指摘事項） 

【現状】 

補助額の算定方法は上記アに記載のとおり分園の利用定員に基づく公定価格の

賃借料加算と当該分園の年間賃借料のいずれか少ない金額により算定される。す

なわち、前者が後者よりも小さい場合には利用定員に基づいて補助額が算定され

る。 

 

【課題】 

分園の利用定員に基づく公定価格の賃借料加算が当該分園の年間賃借料より少

ない場合であって、かつ利用定員よりも在籍者数が少ない場合、在籍者分を超過す

る補助金が支給されることになる。 

 

【指摘事項】 

現在の補助額の算定方法によると、分園の利用定員に基づく公定価格の賃借料

加算が当該分園の年間賃借料より少ない場合であって、かつ利用定員よりも在籍

者数が少ない場合、在籍者分を超過する補助金が支給されることになる。 

分園設置の推進は待機児童対策として実施されるものであることから、待機児

童削減に寄与している部分について、補助額の算定上考慮するべきであると考え

られる。そのため、利用定員ではなく、在籍者数に基づく補助額の算定を行うよう

に要綱の見直しを検討するべきである。 
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(7) 保育所等運営費補助金（平成 29 年度（2017 年度）医療型障害児入所施設整備借

入償還金補助金） 

所管 こども施設課 

予算区分 款 民生費 

項 児童福祉費 

目 子育て支援費 

細節 補助金 

根拠法令・要綱等 補助金等交付規則、医療型障害児入所施設整備借入償還金補助金

交付要領 

制度の種別 市単独 

開始年度 平成 26（2014） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 38,081,000 

交付件数（件） 見積件数 1 

実績件数 1 

交付先（上位一件） 社会福祉法人みなと舎 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 3 個性豊かな人と文化が育つまち 

政策 （1） 子どもが心豊かで健やかに育つ環境の充実 

施策の目標 ① 子どもを産み育てやすい環境づくり 

事業成果の定義 施設の安心・安全対策の向上 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

補助金が不足して、施設に補助金を支出できないという事態は招

いていない。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

要領に定めた額により支出している。 
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ア 概要 

社会福祉法人が児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設を整備するために借

り入れた資金の償還に対する補助を行うものである。 

補助金の対象は、医療型障害児入所施設整備費等補助金交付事務取扱要領に基づ

く補助金の交付を受け、かつ、当該施設の整備のために独立行政法人福祉医療機構ま

たは社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会から融資を受けた社会福祉法人である。 

対象経費は、医療型障害児入所施設を整備するために、独立行政法人福祉医療機構

または社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会から融資を受けた場合の償還に係る返

済元金及び融資の償還に係る返済利子（福祉医療機構のみ）で、土地取得に係る経費

等は除かれる。補助率は、返済元金と返済利子との額に 4 分の 3 を乗じて得た額と

し、補助対象期間は、福祉医療機構等からの融資の償還期間とする。 

 

イ 指摘事項 

（ア） 補助金の支給先の対象範囲（指摘事項） 

【現状】 

社会福祉法人は、社会福祉法の制約により、公益事業として保育所等の運営を行

っており、財務的に補助が必要な財務状況であると考えられることから、補助金の

支給先の法人形態を社会福祉法人に限定している。 

 

【課題】 

医療型障害児入所施設の運営先の多くは社会福祉法人ではあるものの、社会福

祉法人以外でも公益法人等の種々の法人形態が存在する。「子どもを産み育てやす

い環境づくり」という施策の目標を達成する観点からは補助金の支給先を社会福

祉法人に限定する必要はないと考えられる。 

 

【指摘事項】 

補助金の支給先の法人形態を社会福祉法人に限定しているが、施策の目標を鑑

みると、補助金の支給先を社会福祉法人という法人形態に限定する必然性はない

と考えられる。他の法人形態も含まれるようにするか、または法人形態ではなく、

新たな基準で支給先の対象範囲を区分するように交付要綱を見直すことが必要で

ある。 
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(8) 保育所等運営費補助金（平成 29 年度（2017 年度）保育所等整備借入償還金補助

金） 

所管 こども施設課 

予算区分 款 民生費 

項 児童福祉費 

目 子育て支援費 

細節 補助金 

根拠法令・要綱等 補助金等交付規則、保育所等整備借入償還金補助金交付要綱 

制度の種別 市単独 

開始年度 平成 22（2010） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 23,609,000 

交付件数（件） 見積件数 6 

実績件数 5 

交付先（上位一件） 社会福祉法人誠心会 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 3 個性豊かな人と文化が育つまち 

政策 （1） 子どもが心豊かで健やかに育つ環境の充実 

施策の目標 ①  子どもを産み育てやすい環境づくり 

事業成果の定義 施設の安心・安全対策の向上 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

補助金が不足して、施設に補助金を支出できないという事態は招

いていない。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

要綱に定めた額により支出している。 
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ア 概要 

社会福祉法人が、保育所または幼保連携型認定こども園を整備するために借り入

れた資金の償還に対する補助を行う。 

補助の対象経費は、社会福祉法人等が福祉医療機構等から受けた融資の償還に係

る返済元金及び返済利子となっている。補助の額は対象経費に 4 分の 3 を乗じて得

た額とする。 

対象施設は、保育所等整備費補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受け、保育所

等の新築または建築物の全部を除却して改築をし、かつ、当該整備のために独立行政

法人福祉医療機構または社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会から融資を受けた社

会福祉法人である。また、補助を行う期間は、福祉医療機構等からの融資の償還期間

とする。 

 

イ 指摘事項 

（ア） 補助金の支給先の対象範囲（指摘事項） 

【現状】 

社会福祉法人は、社会福祉法の制約により、公益事業として保育所等の運営を行

っており、財務的に補助が必要な財務状況であると考えられることから、補助金の

支給先の法人形態を社会福祉法人に限定している。 

 

【課題】 

保育所または幼保連携型認定こども園の運営先の多くは社会福祉法人ではある

ものの、社会福祉法人以外でも公益法人や学校法人等の種々の法人形態が存在す

る。「子どもを産み育てやすい環境づくり」という施策の目標を達成する観点から

は補助金の支給先を社会福祉法人に限定する必要はないと考えられる。 

 

【指摘事項】 

補助金の支給先の法人形態を社会福祉法人に限定しているが、施策の目標を鑑

みると、補助金の支給先を社会福祉法人という法人形態に限定する必然性はない

と考えられる。他の法人形態も含まれるようにするか、または法人形態ではなく、

新たな基準で支給先の対象範囲を区分するように交付要綱を見直すことが必要で

ある。 
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(9) 保育所等整備補助金（小規模保育） 

所管 こども施設課 

予算区分 款 民生費 

項 児童福祉費 

目 児童福祉施設等整備費 

細節 補助金［建設目］ 

根拠法令・要綱等 補助金等交付規則、保育所等整備費補助金交付要綱 

制度の種別 国制度 

開始年度 平成 21（2009） 

終了年度 ―  

支出額実績（円） 27,630,000 

交付件数（件） 見積件数 1 

実績件数 1 

交付先（上位一件） 社会福祉法人みどりの風 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 3 個性豊かな人と文化が育つまち 

政策 （1） 子どもが心豊かで健やかに育つ環境の充実 

施策の目標 ① 子どもを産み育てやすい環境づくり 

事業成果の定義 待機児童数の減少  

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 1 件 

実績 1 件 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

本事業により、周辺地区の保育定員（3 号）が 18 名増加したた

め、目標は概ね達成している。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

要綱に定めた額により支出している。 
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ア 概要 

児童福祉法の規定のもと、少人数を対象にきめ細かな保育を行うことを目的とし

て 3 歳未満児を中心とした保育需要に対応する保育事業である小規模保育事業の設

置を促進し、必要とする教育・保育サービスを提供できる環境を整備するものである。 

補助対象事業は、新たに保育所等を建設する創設、保育所等の増築または改築、保

育所等の老朽化等に伴う既存の保育所等の施設または設備の一部の大規模修繕、賃

貸物件による保育所改修である。 

補助の対象となる経費は、保育所等の整備のために必要な工事費及び設計料で、補

助金は、予算の範囲内において、施設の整備に係る実支出額と総事業費（事業に係る

収入額（寄付金収入額を除く。）を控除する。）のいずれか少ない方の額と規定により

算出した額とのいずれか少ない方の額に 4 分の 3 を乗じた額である。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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(10) 保育所等整備補助金（保育所） 

所管 こども施設課 

予算区分 款 民生費 

項 児童福祉費 

目 児童福祉施設等整備費 

細節 補助金［建設目］ 

根拠法令・要綱等 補助金等交付規則、保育所等整備費補助金交付要綱 

制度の種別 国制度 

開始年度 平成 21（2009） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 93,655,000 

交付件数（件） 見積件数 1 

実績件数 2 

交付先（上位一件） 社会福祉法人横須賀市社会事業協会 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 3 個性豊かな人と文化が育つまち 

政策 （1） 子どもが心豊かで健やかに育つ環境の充実 

施策の目標 ① 子どもを産み育てやすい環境づくり 

事業成果の定義 待機児童数の減少 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 1 件 

実績 2 件 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

本事業により、周辺地区の保育定員（3 号）が 15 名増加したた

め、目標は概ね達成している。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

要綱に定めた額により支出している。 
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ア 概要 

保育所の設置を促進し、必要とする教育・保育サービスを提供できる環境を整備す

るものである。 

補助対象事業は、新たに保育所等を建設する創設、保育所等の増築または改築、保

育所等の老朽化等に伴う既存の保育所等の施設または設備の一部の大規模修繕、賃

貸物件による保育所改修である。 

補助の対象となる経費は、保育所等の整備のために必要な工事費及び設計料で、補

助金は、予算の範囲内において、施設の整備に係る実支出額と総事業費（事業に係る

収入額（寄付金収入額を除く。）を控除する。）のいずれか少ない方の額と規定により

算出した額とのいずれか少ない方の額に 4 分の 3 を乗じた額である。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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(11) 社会福祉施設水道料金等負担金 

所管 こども青少年給付課 

予算区分 款 民生費 

項 社会福祉費 

目 社会福祉総務費 

細節 負担金 

根拠法令・要綱等 横須賀市水道事業給水条例、横須賀市下水道条例、協定書、福祉

関係水道料金等減免事務処理要綱 

制度の種別 市単独 

開始年度 昭和 57（1982） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 36,184,388 

交付件数（件） 見積件数 1 

実績件数 1 

交付先（上位一件） 横須賀市上下水道事業管理者 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 ― 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

― 

補助金額の妥当性の

確認方法 

横須賀市水道事業給水条例第 29 条及び横須賀市下水道条例別

表。 
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ア 概要 

横須賀市水道事業給水条例の規定に基づき、横須賀市の社会福祉施策の一環とし

て、福祉世帯や社会福祉施設等に対して減免する水道基本料金及び下水道基本使用

料を負担するものである。 

減免の対象となる世帯は、児童扶養手当を受給している者が属する世帯、身体障害

者福祉法施行規則に該当する障害を有する者の世帯、児童相談所において知能指数

が 35 以下であると判定されている者が在宅する世帯、精神保健及び精神障害者福祉

に関する法律施行令に規定する障害等級の 1 級に該当する障害を有する者が在宅す

る世帯である。減免の対象となる施設は、児童福祉法に規定する障害児通所施設（保

育所等訪問施設を除く。）の事業を行う事業所、社会福祉法に掲げる第 1 種社会福祉

事業に係る社会福祉施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律に規定する障害福祉サービスの事業を行う事業所、地域活動支援センター及

び地域作業所のうち、上下水道事業管理者が特に認めるもの（国または地方公共団体

が経営するものは除く。）である。 

減免の額は、当該減免対象施設に係る水道料金の基本料金の額に消費税率等に 1 を

加えた率を乗じて得た額である。下水道使用料の減免の額は、当該下水道使用料に係

る横須賀市下水道条例別表に規定する基本使用料の額に消費税率等に 1 を加えた率

を乗じて得た額である。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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(12) 私立幼稚園就園奨励費補助金 

所管 教育・保育支援課 

予算区分 款 民生費 

項 児童福祉費 

目 子育て支援費 

細節 補助金 

根拠法令・要綱等 補助金等交付規則、横須賀市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要

綱 

制度の種別 国制度 

開始年度 昭和 47（1972） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 561,759,300 

交付件数（件） 見積件数 件数で予算計上せず 4,435 人 

実績件数 45 件（4,076 人） 

交付先（上位一件） 久里浜幼稚園 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 3 個性豊かな人と文化が育つまち 

政策 （1） 子どもが心豊かで健やかに育つ環境の充実 

施策の目標 ① 子どもを産み育てやすい環境づくり 

事業成果の定義 入園料及び保育料について園児世帯の所得に応じて経済的負担

を軽減することにより幼児教育の振興を図る。 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

園児世帯の経済的負担の軽減が図られたため、成果があったもの

と考えている。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

交付要綱に定めた額により支出している。 
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ア 概要 

本補助金は、私立幼稚園に在園する園児の保護者負担の軽減を図り、幼稚園教育の

振興に資するため、家庭の所得状況に応じて保護者の経済的負担の軽減を図るとと

もに、公・私立幼稚園間の保護者負担の較差の是正を図るため、都道府県及び市町村

（特別区及び市町村の組合を含む。以下同じ。）が実施する就園奨励事業に対して国

がその経費の一部を補助し、もって幼稚園教育の振興に資することを目的としてい

る。 

補助金対象は、保護者から徴収する入園料及び保育料の減免措置をする当該私立

幼稚園の設置者である。 

文部科学大臣は都道府県及び市町村に対し、次の区分により予算の範囲内で経費

の一部を補助する。 

（１）都道府県立幼稚園に就園する幼児に関して都道府県が行う就園奨励事業 

（２）当該市町村の住民で市町村立幼稚園または私立幼稚園に就園する幼児に関し

て市町村が行う就園奨励事業 

 

図表 3-9-6 補助対象経費及び補助率 

補助対象

経費 
補助率 区   分 

入園料、

保育料の

合計額 

3 分の 1 以内 ① 下記②及び③以外の都道府県及び市町村 

4 分の 1 以内 ② 

地方交付税法（昭和 25 年法律第 211 号）第 14 条

の規定により算出した基準財政収入額を、同法第

11 条の規定により算出した基準財政需要額で除し

て得た数値の、交付決定年度の前々年度までの３

か年の平均値（以下「財政力指数」という。）が

1.00 を超える指定都市 

4 分の 1 以内 ③ 特別区 

出典：文部科学省「幼稚園就園奨励費補助金交付要綱」（平成 10 年（1998 年）6 月 17

日文部大臣裁定） 第 3 条第 2 項 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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(13) 私立幼稚園等教材等購入費補助金 

所管 教育・保育支援課 

予算区分 款 民生費 

項 児童福祉費 

目 子育て支援費 

細節 補助金 

根拠法令・要綱等 補助金等交付規則、私立幼稚園等教材等購入費補助金交付要綱 

制度の種別 市単独 

開始年度 昭和 54（1979） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 78,295,500 

交付件数（件） 見積件数 37 

実績件数 37 

交付先（上位一件） 久里浜幼稚園 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 3 個性豊かな人と文化が育つまち 

政策 （1） 子どもが心豊かで健やかに育つ環境の充実 

施策の目標 ① 子どもを産み育てやすい環境づくり 

事業成果の定義 教材等の購入に要する費用の一部を補助することにより幼児教

育の充実を図る。 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

教材等の購入を通じ教育環境の充実が図られたため、成果があっ

たものと考えている。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

交付要綱に定めた額により支出している。 
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ア 概要 

私立学校教育の振興を図る目的として私立幼稚園または認定こども園の教材等購

入費を補助するものである。補助対象となる経費は、私立幼稚園等の教材等の購入に

要する経費で教材費、備品費、体育等教育指導用設備整備費である。 

 

補助金の額は、予算の範囲内において次のとおりである。 

（1） 均等割 一園につき年額 111 万円 

（2） 園児割 園児 1 人につき年額 1 万円 

出典：横須賀市「私立幼稚園等教材等購入費補助金交付要綱」（昭和 54 年（1979 年）） 

 

図表 3-9-7 平成 29 年度（2017 年度）私立幼稚園教材費等購入費補助金集計表 

幼稚園交付件

数（件） 

教材費購入補

助金額（円） 

5 月 1 日現在

在園児数

（人） 

園均等割

（円） 

園児割（人数

×6,500 円）

（円） 

37 78,295,500 5,727 41,070,000 37,225,500 

出典：横須賀市「私立幼稚園教材費等購入費補助金 請求書」（平成 29 年（2017 年）） 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。  
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(14) 私立幼稚園等障害児教育費補助金 

所管 教育・保育支援課 

予算区分 款 民生費 

項 児童福祉費 

目 子育て支援費 

細節 補助金 

根拠法令・要綱等 補助金等交付規則、私立幼稚園等障害児教育費補助金交付要綱 

制度の種別 市単独 

開始年度 昭和 56（1981） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 12,152,000 

交付件数（件） 見積件数 件数で予算計上せず 28 人 

実績件数 6（31 人） 

交付先（上位一件） 深愛幼稚園 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 3 個性豊かな人と文化が育つまち 

政策 （1） 子どもが心豊かで健やかに育つ環境の充実 

施策の目標 ① 子どもを産み育てやすい環境づくり 

事業成果の定義 障害児の教育に要する費用の一部を補助することにより幼児教

育の充実を図る。 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

障害児への教育環境の充実が図られたため、成果があったものと

考えている。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

交付要綱に定めた額により支出している。 
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ア 概要 

私立幼稚園または幼保連携型認定こども園若しくは幼稚園型認定こども園（以下、

私立幼稚園等という。）における心身に障害を有する幼児（以下、障害児という。）に

対する教育費の補助で、対象となる施設は、障害児を受け入れている私立幼稚園等で

ある。 

補助対象となる障害児は、私立幼稚園等に在園している児童及び幼稚園型認定こ

ども園に在籍している児童並びに幼保連携型認定こども園に在籍する 1 号認定こど

もである。補助対象となる障害児の範囲については、県の私立幼稚園等特別支援教育

費補助による補助を受けている障害児を補助対象とするほか、国や県の定める基準

からもれてしまったこどもに対して横須賀市で補助する趣旨で設定している。 

補助対象となる経費は、私立幼稚園等における障害児教育に要する経費であり、補

助金の額は、予算の範囲内において障害児 1 人につき年額 392,000 円である。 

 

図表 3-9-8 平成 29 年度（2017 年度）私立幼稚園等障害児教育費補助金 

交付件数（件） 人数（人） 補助金額（円） 

6 31 12,152,000 

出典：所管課提出資料 

  当該資料を基に包括外部監査人が作成している。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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(15) 放課後児童クラブ施設整備費補助金 

所管 教育・保育支援課 

予算区分 款 民生費 

項 児童福祉費 

目 青少年施設費 

細節 補助金［建設目］ 

根拠法令・要綱等 補助金等交付規則、横須賀市放課後児童クラブ施設整備費補助金

交付要綱 

制度の種別 国制度 

開始年度 平成 29（2017） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 20,499,000 

交付件数（件） 見積件数 1 

実績件数 1 

交付先（上位一件） 社会福祉法人春光学園 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 3 個性豊かな人と文化が育つまち 

政策 （1） 子どもが心豊かで健やかに育つ環境の充実 

施策の目標 ②  子どもが心豊かで健やかに育つ環境づくり 

事業成果の定義 児童の環境の改善及び待機児童の解消 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 1 件 

実績 1 件 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

児童の環境の改善が図られたため、成果があったものと考えてい

る。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

交付要綱に定めた額により支出している。 
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ア 概要 

放課後児童対策の推進を図ることを目的として、子ども・子育て支援法の規定に基

づき策定した横須賀子ども未来プランに基づく放課後児童クラブの整備に要する費

用の一部を補助するものである。 

補助金の交付を受けることのできる施設は、社会福祉法人、学校法人、公益社団法

人、公益財団法人、特例社団法人、特例財団法人その他児童福祉法第 34 条の 8 第 2

項の規定に基づき事業を実施する法人が設置する放課後児童クラブとする。 

補助の対象となる経費は、放課後児童クラブの整備に要する経費のうち創設及び

改築、拡張、大規模修繕に係るものである。 

補助金の額は、予算の範囲内において、基準額と対象経費の実支出額または総事業

費から寄付金その他の収入額を控除した額のうち最も少ない額に 3 分の 2（通知の第

1 の 2 に基づき、待機児童の解消のための放課後児童クラブの整備を行う場合は、4

分の 3）を乗じて得た額である。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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(16) 放課後児童健全育成事業補助金 

所管 教育・保育支援課 

予算区分 款 民生費 

項 児童福祉費 

目 青少年対策費 

細節 補助金 

根拠法令・要綱等 補助金等交付規則、放課後児童健全育成事業補助金交付要綱 

制度の種別 国制度 

開始年度 昭和 58（1983） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 506,397,000 

交付件数（件） 見積件数 63 

実績件数 63 

交付先（上位一件） NPO 法人よこすか学童保育の会 岩戸大矢部学童クラブ 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 3 個性豊かな人と文化が育つまち 

政策 （1） 子どもが心豊かで健やかに育つ環境の充実 

施策の目標 ② 子どもが心豊かで健やかに育つ環境づくり 

事業成果の定義 放課後児童クラブの運営を支援することにより、児童の健全な育

成を図る。 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 63 件 

実績 63 件 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

放課後児童クラブの運営を支援した点において、成果があったも

のと考えている。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

交付要綱に定めた額により支出している。 
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ア 概要 

（補助金概要） 

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生を対象として、放課後や学校休業

日に、適切な遊び及び家庭的な生活の場を与えて、その健全な育成を図ることを目的

として、児童福祉法の規定により放課後児童健全育成事業開始届を市長に提出して

いる団体に交付する補助金である。 

 

（補助対象経費） 

補助対象となる経費は、以下の補助対象団体または開所補助対象団体に対する経

費である。 

 

（1） 補助対象団体の運営に必要な経費（飲食物費を除く。） 

（2） 運営委員会の運営に必要な経費 

（3） 条例（※）第 10 条に規定する放課後児童支援員及び補助員（以下「放課後

児童支援員等」という。）の研修に必要な経費 

（4） 障害児を受入れるために必要な専門的知識等を有する放課後児童支援員等

を配置するための経費 

（5） 放課後児童支援員等の賃金改善費に必要な経費 

（6） 開所補助対象団体が放課後児童クラブを開所するための準備に必要な経費

及び開所後の運営に必要な経費 

（※）放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例をさす。 

出典：横須賀市「放課後児童健全育成事業補助金交付要綱」（昭和 58 年（1983 年）） 

 

（補助金の額） 

経費に係る補助金の額は、基本額及び小規模放課後児童クラブ支援加算、開所日数

加算、長時間開所加算、障害児受入加算、障害児受入特別加算、障害児受入強化加算、

放課後児童支援員等処遇改善等加算、放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善加

算、ひとり親世帯利用料割引加算、多子世帯利用料割引加算、放課後児童支援員等研

修受講費補助、家賃並びに開所時における家賃、礼金、防災用備品等、放課後児童支

援員等雇用の区分ごとに定めた額による。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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(17) 幼稚園型一時預かり事業費補助金 

所管 教育・保育支援課 

予算区分 款 民生費 

項 児童福祉費 

目 子育て支援費 

細節 補助金 

根拠法令・要綱等 補助金等交付規則、横須賀市幼稚園型一時預かり事業費補助金交

付要綱 

制度の種別 国制度 

開始年度 平成 27（2015） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 11,840,640 

交付件数（件） 見積件数 9 

実績件数 9 

交付先（上位一件） うわまち幼稚園 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 3 個性豊かな人と文化が育つまち 

政策 （1） 子どもが心豊かで健やかに育つ環境の充実 

施策の目標 ① 子どもを産み育てやすい環境づくり 

事業成果の定義 1 号認定を受けた在園児が対象の幼稚園型一時預かり事業に要

する費用の一部を補助することにより保育サービスの供給を増

やし待機児童の対象を図るとともに、子どもを安心して育てる体

制を整備する。 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

１号認定を受けた在園児の預かり保育の充実が図られたため、成

果があったものと考えている。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

交付要綱に定めた額により支出している。 
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ア 概要 

幼稚園または認定こども園が、多様な保育需要に対応し、児童を一時的に預かるこ

とで、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童福祉の向上を図ることを目

的に実施する幼稚園型一時預かり事業に対する補助金の交付である。 

補助対象事業は、子ども・子育て支援法第 59 条にある「地域子ども・子育て支援

事業」に位置付けられている事業の一つで、教育・保育施設やその他の場所において、

一時的に預かり必要な保護を行う事業であり、交付先は、次の各号のいずれにも該当

する幼稚園等である。 

 

（1） 横須賀市が幼稚園型一時預かり事業の実施の届出を受けた幼稚園等である

こと。ただし、市外の幼稚園等にあっては、当該幼稚園等を所管する地方公

共団体が、幼稚園型一時預かり事業の実施の届出を受けた幼稚園等とする。 

（2） 児童福祉法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 11 号。以下「規則」という。）

第 36 条の 35 第 2 号イ、ニ及びホに規定する設備及び教育・保育の基準を

満たしていること。 

（3） 省令第 36 条の 35 第 2 号ロ及びハの規定により、園児の年齢及び人数に応

じて当該園児の処遇を行う者（以下「教育・保育従事者」という。）を 2 人

以上配置していること。ただし、幼稚園等と一体的に事業を実施し、当該幼

稚園等の職員（保育士または幼稚園教諭免許状所有者に限る。）による支援

を受けられる場合には、保育士（国家戦略特別区域法（平成 25 年法律第 107

号）第 12 条の 4 第 8 項において準用する児童福祉法（昭和 22 年法律第 164

号）第 18 条の 18 第 1 項の規定により神奈川県知事による国家戦略特別区

域限定保育士の登録を受けた者を含む。以下同じ。）または幼稚園教諭普通

免許状所有者 1 人で処遇ができる園児の範囲内において、教育・保育従事

者を保育士または幼稚園教諭普通免許状所有者 1 人とすることができる。 

（4） 教育・保育従事者のうち、保育士または幼稚園教諭普通免許状所有者を 3

分の 1 以上配置し、かつ、保育士及び幼稚園教諭普通免許状所有者以外の

教育・保育従事者は、次に掲げる者のうち、幼稚園型一時預かり事業の実施

の届出を受けた市町村が適切と認めたものであること。 

ア 研修を修了した者（次号イに掲げる研修については、平成 32 年（2020

年度）3 月 31 日までの間に修了した者に限る。） 

イ 小学校教諭普通免許状所有者 

ウ 養護教諭普通免許状所有者 

エ 幼稚園教諭教職課程または保育士養成課程を履修中の学生のうち、幼

児の心身の発達や幼児に対する教育・保育に係る基礎的な知識を習得

していると市長が認めるもの 
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オ 幼稚園教諭、小学校教諭または養護教諭の普通免許状を有していた者

（教育職員免許法（昭和 24 年法律第 147 号）第 10 条第 1 項または第

11 条第 4 項の規定により免許状が失効した者を除く。） 

（5） 前号アに規定する研修は、次に掲げるものとする。 

ア 子育て支援員研修事業の実施について（平成 27 年 5 月 21 日雇児発

0521 第 18 号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）の別紙子育て

支援員研修事業実施要綱の 5（3）アに定める基本研修及び 5（3）イ

（イ）に定める一時預かり事業または地域型保育の専門研修 

イ 家庭的保育事業の実施について（平成 21 年 10 月 30 日雇児発 1030 第

2 号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）の別紙家庭的保育事業ガ

イドラインの別添 1 の 1 に定める基礎研修と同等の研修 

（6） 第 4 号イからエまでに掲げる者を配置する場合は、これらの者に対し、園

内研修を定期的に実施するなど、一時預かり事業に従事する上で必要な知

識、技術等を十分に身に着けさせること。 

出典：横須賀市「横須賀市幼稚園型一時預かり事業費補助金交付要綱」（平成 27 年

（2015 年）） 

 

補助金の額は、予算の範囲内において、在籍園児では基本分・休日分・長時間加算

基本分・長時間加算休日分、非在籍園児は基本分・長時間加算基本分の区分に応じた

額に定める園児 1 人当たりの日額に基づき算出した額の合計額とし、年額 914 万円

を限度とする。 

 

イ 指摘事項 

（ア） 補助額の検証（指摘事項） 

【現状】 

補助金の支給に際して幼稚園または認定こども園から実績報告として補助対象

園児の利用状況等がわかる書類の提出を受けているが、提出された書類に記載さ

れた園児の利用状況について検証を実施していない。 

 

【課題】 

補助金の上限額は年額 914 万円と決まっているが、上限額に達しない場合は申

請者が提出した書類に基づいた金額が支給されることになる。提出した書類に記

載された園児の利用状況が実態と整合していない場合、補助額が実態に基づかず

に算定されてしまうおそれがある。 
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【指摘事項】 

補助金の支給に際して幼稚園または認定こども園から実績報告として補助対象

園児の利用状況等がわかる書類の提出を受けているが、提出された書類に記載さ

れた園児の利用状況について検証を実施していない。 

補助対象園児の利用状況等がわかる書類について実態と整合しているかについ

て幼稚園または認定こども園に監査を実施する際に検証する必要がある。現在、私

立幼稚園等教材等購入費補助金の支給先に対して直接訪問して提出資料の検証を

実施していることから、同様に支給先に直接訪問して補助対象園児の利用状況に

ついて検証することが必要である。 
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10．環境政策部 

 

(1) 追浜公園に係る水道施設等工事負担金 

所管 公園建設課 

予算区分 款 土木費 

項 都市計画費 

目 公園新設改良費 

細節 負担金［建設目］ 

根拠法令・要綱等 ― 

制度の種別 市単独 

開始年度 平成 29（2017） 

終了年度 平成 29（2017） 

支出額実績（円） 12,049,833 

交付件数（件） 見積件数 1 

実績件数 1 

交付先（上位一件） 横須賀市 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 事業の推進 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

公園整備の事業推進の一環として評価している。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

― 
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ア 概要 

（追浜公園の整備計画） 

追浜公園には平成 9 年（1997 年）より横須賀スタジアムが設置されている。現在、

当スタジアムは、プロ野球チームである横浜 DeNA ベイスターズ（ファーム）のフ

ランチャイズ球場として利用されている。 

市内にはこのほか、長浦町に当球団の総合練習場が設置されているが、施設の老朽

化や、フランチャイズ球場との距離が離れていることを理由として、総合練習場の移

転が検討され始めた。検討の結果として、追浜公園内に総合練習場を移転することに

なった。 

総合練習場は現在工事中であり、平成 31 年（2019 年）7 月の供用開始を予定して

いる。本負担金の支出も、当総合練習場の建設に係るものである。 

 

（負担金の概要） 

追浜公園内に整備される総合練習場のために、水道施設を新たに整備する必要が

生じたため、水道施設工事を実施した。当該工事にかかった実費が、公園建設課から

負担金として、上下水道局に支出されている。 

工事に際しては、公園建設課から上下水道局に設置申込書を提出し、上下水道局が

積算を行い、公園建設課に見積を提示する。公園建設課では内容を確認したのち上下

水道局に工事を依頼し、工事完了時には財政部工事検査課による検査が行われてい

る。工事については当初の予定通りに完了している旨、所管課より回答を得ている。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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11．資源循環部 

 

(1) し尿収集代行事業 

所管 資源循環推進課 

予算区分 款 環境費 

項 環境費 

目 し尿処理費 

細節 代行交付金 

根拠法令・要綱等 廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例第 20 条第

2 項、第 3 項 

制度の種別 市単独 

開始年度 昭和 30（1955） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 35,692,910 

交付件数（件） 見積件数 12（1 社×12 回） 

実績件数 12 

交付先（上位一件） 石川産業（有） 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 衛生的な生活環境の維持 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

数値目標は掲げていないが、問題なく事業は実施されており、事

業の成果は十分に達成されている。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

交付金の単価について議会の議決を得ている。 
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ア 概要 

（し尿収集の概要） 

し尿収集業務とは、下水道が整備されていない地域に居住する世帯及び下水道整

備済区域内の未接続世帯を対象とし、し尿の回収を行う業務をいう。推計人口に基づ

く横須賀市の下水道人口普及率は平成 29 年度（2017 年度）時点で 97.7％であり、

現在も未整備の地域が存在する。このため、所管課としては、横須賀市の衛生的な生

活環境を維持するに当たって、当業務は横須賀市にとって必要な業務であるとの見

解を有している。 

横須賀市におけるし尿収集世帯数、収集量及び代行交付金額（支出額実績）の 5 か

年推移は次表のとおりである。 

 

図表 3-11-1 し尿収集世帯数、収集量及び代行交付金額の推移 

年度 
平成 25

（2013） 

平成 26 

（2014） 

平成 27 

（2015） 

平成 28 

（2016） 

平成 29 

（2017） 

世帯数 

（世帯） 
573 532 503 479 436 

収集量 

（kl） 
2,443 2,322 2,200 2,105 2,139 

支出額 

（円） 
37,327,960 36,625,215 35,706,912 34,898,060 35,692,910 

出典：所管課提出資料 

   当該資料を基に包括外部監査人が作成している。 

 

（代行制度による業務の実施） 

当事業では、代行制度により業務が実施されている。代行制度とは、業務を代行す

る予定の業者から地方公共団体に対し、業務代行の申請を行い、申請を受けた地方公

共団体の議会が承認することで業務を実施させる仕組みである。特命随意契約に近

い仕組みである一方、横須賀市の場合、代行制度を取る場合は議会の承認を得る必要

がある点、随意契約よりも要求される承認者がより高次である。 

近隣団体の業務実施形態については、委託制度を取る団体や、直営による団体が多

い旨、所管課より回答を得ている。 

 

（代行業者） 

し尿収集代行業務は、平成 15 年度（2003 年度）以降、石川産業（有）の 1 社が継

続的に業務を行っている。  
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イ 指摘事項及び意見 

（ア） し尿収集単価決定に係る積算前提の妥当性（指摘事項）  

【現状】 

し尿収集代行交付金の収集単価は、次表のプロセスにて積算されている。 

 

図表 3-11-2 し尿収集代行交付金 単価積算の考え方 

① 1.8kl 車 1 台当たりの人員及び 

人件費の設定 

1 台当たり人員を運転手 1.00 人、作業員 1.25 人、

事務員 0.20 人とする。人件費は国家公務員に準じ

る。 

↓  

② 1.8kl 車 1 か月当たりの費用の 

算出 

人件費（①参照）、車両減価償却費、その他経費（事

務所費、被服費、法定福利費等）の経費を含める。 

↓  

③ 一般管理費と消費税を見込んだ

車両 1 台 1 か月経費の算出 

②で算出した経費×1.1（利益相当分）×1.08（消費

税）として算出する。 

↓  

④ 1kl あたりの代行交付金単価の 

算出 

③を想定される 1 月の収集量で除して単価を算定

する。想定される 1 月の収集量は、「1 日当たりの

稼働回数×月の稼働日数×収集車の積載量」として

算出する。 

出典：所管課提出資料 

   上記資料を基に包括外部監査人が作成している。 

 

表内②に示したとおり、1.8kl 車 1 か月当たりの費用の算出に当たっては、収集

業務に関連して発生すると見込まれる様々な経費が含まれている。これらの経費

には、収集量の多寡に応じて増減すると考えられる「変動費」と、収集量の多寡に

拠らず期間に応じて発生すると考えられる「固定費」が混在している。例えば、人

件費及び法定福利費（常勤の場合）、車両減価償却費、事務所費等については「固

定費」、人件費（非常勤の場合）や被服費等については「変動費」と考えられる。 

代行交付金単価の算定に当たっては、こうした経費の発生態様は特段考慮され

ておらず、表内④に示すように、見積経費総額を想定される 1 月の収集量で除し

て算定している。代行交付金額は、積算した単価に実績収集量を乗じて決定してい

る。 

 

【課題】 

代行業者で発生した経費のうち、「固定費」相当額について、実績収集量が想定



 

224 

 

される 1 月の収集量を下回った場合、次図に示すように、利益見込み分を考慮し

ても代行交付金で賄われない業者負担経費が発生する可能性がある。想定収集量

未達となる要因としては、下水道整備の進展等、収集業者にコントロール不能な要

因も含まれる。現行の積算方法ではこうしたコントロール不能な要因についても

考慮せず、想定との差分については業者の持ち出しとしている。 

 

図表 3-11-3 現行の積算プロセスに基づく代行交付金と業者負担経費の関係性 

 

出典：包括外部監査人が作成している。 

 

所管課では、単価積算根拠に使用する想定収集量について、前々年度の実績を基

に見直しを実施しており、実績と大幅な乖離が出ないような対応を行っている。こ

のため、次表に示すように、想定収集量と実績収集量は各年度大幅な乖離は認めら

れない。ただし、毎期想定を下回っている状況にある点、業者側への負担が徐々に

蓄積している可能性がある点が懸念される。 

 

図表 3-11-4 想定収集量と実績収集量の比較 

年度 
平成 25

（2013） 

平成 26 

（2014） 

平成 27 

（2015） 

平成 28 

（2016） 

平成 29 

（2017） 

想定（kl） 2,800 2,600 2,500 2,350 2,250 

実績（kl） 2,443 2,322 2,200 2,105 2,139 

差（kl） ▲357 ▲278 ▲300 ▲245 ▲111 

出典：所管課提出資料 

   当該資料を基に包括外部監査人が作成している。 

0 20 40 60 80 100 120

想定収集量に対する実績収集量の割合（％）

代行交付金額（利益なし） 代行交付金額（利益込み） 経費

②想定収集量＝

実績収集量の場

合、代行交付金と

業者負担経費は、

利益見込分だけ業

者のプラスにな

る。

③想定収集量＞実績収集

量の場合、実績収集量の

程度によって代行交付金

（利益込み）でも賄われな

い業者負担経費が発生す

る。

①代行交付金は収集量に比例して

増減する一方、業者負担経費には

収集量の多寡に拠らず発生する経

費が含まれる。
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【指摘事項】 

現行の積算プロセスでは、代行交付金額は収集量に比例して増減する。一方、事

業実施に伴い生じる経費には、収集量の多寡に拠らず発生する固定費部分が含ま

れる。このため、実績収集量が想定収集量を下回った場合は、業者がコントロール

不能な要因による収集量の減少であったとしても考慮されず、業者の持ち出し経

費が発生する仕組みとなっている点が課題である。 

当業務を実施するに当たっては、1.8kl 車の導入など一定の初期投資が発生する

ことや、対象世帯の縮小が見込まれる点、新規参入など代替業者が今後出てくる可

能性は低いと考えられる。このため、現状の代行制度のスキームを維持するのであ

れば、現行の業者への依存度が必然的に高くなる。業者により安定的・継続的に業

務が実施されるよう、現行の単価積算プロセスで考慮されていない固定費・変動費

を考慮した単価積算体系の見直しを検討することが必要である。 

 

（イ） し尿収集業務に係る適切な業務形態の継続的な検討（意見） 

【現状】 

し尿収集業務については、昭和 30 年（1955 年）以降、上述の代行制度に基づく

事業運営を行っている。業務の実施形態としては、このほか、直営や許可制を取る

ことなどが考えられる。 

所管課へのヒアリングでは、現段階で業務形態の見直しが必要とまでの認識に

は至っていない旨を聴取している。 

 

【課題】 

代行制度では、代行指令を行う業者の選択や収集単価の決定に当たって議会の

承認を得ることが要求されるなど、地方公共団体による統制力が高い業務形態で

ある。反面、柔軟な収集単価の見直しがしにくいなどの課題もある。 

この点、例えば許可制による場合、収集単価の決定は業者によって行われること

になる。このため柔軟に収集単価を見直すことが可能となるが、従来の収集単価よ

り高額になり、利用者に追加的な負担が生じる可能性が高い。 

このように、業務形態ごとに長所、短所がそれぞれ存在するため、各地方公共団

体の状況に応じて、より適合する業務形態を選択することが求められる。 

 

【意見】 

業務形態については、横須賀市が採用する代行制度のほか、直営や許可制などの

選択肢が考えられる。 

前段（ア）において指摘している事項を含め、事業が有する課題を解決するに当
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たって、必要に応じて事業形態の選択を含めた検討を行うことが望ましい。 
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(2) 浄化槽清掃代行事業 

所管 資源循環推進課 

予算区分 款 環境費 

項 環境費 

目 し尿処理費 

細節 代行交付金 

根拠法令・要綱等 廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例第 20 条第

2 項、第 3 項 

制度の種別 市単独 

開始年度 昭和 49（1974） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 77,677,079 

交付件数（件） 見積件数 24（2 社×12 回） 

実績件数 24 

交付先（上位一件） 石川産業（有） 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 衛生的な生活環境の維持 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

数値目標は掲げていないが、問題なく事業は実施されており、事

業の成果は十分に達成されている。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

交付金の単価について議会の議決を得ている。 
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ア 概要 

（浄化槽清掃の概要） 

浄化槽清掃業務とは、下水道が整備されていない地域に居住する世帯及び下水道

整備済区域内の未接続世帯を対象とし、浄化槽汚泥の回収を行う業務をいう。所管課

は、前述のし尿収集業務と同様、横須賀市の衛生的な生活環境を維持するに当たって、

当業務は横須賀市にとって必要な業務であるとの見解を有している。 

横須賀市における浄化槽清掃世帯数、収集量及び代行交付金額（支出額実績）の 5

か年推移は次表のとおりである。 

 

図表 3-11-5 浄化槽清掃世帯数、収集量及び代行交付金額の推移 

年度 
平成 25

（2013） 

平成 26 

（2014） 

平成 27 

（2015） 

平成 28 

（2016） 

平成 29 

（2017） 

基数 

（基） 
7,345 7,196 7,083 6,790 6,717 

収集量 

（kl） 
12,764 11,916 12,127 11,545 11,278 

支出額 

（円） 
80,925,130 78,506,431 81,627,307 77,791,920 77,677,079 

出典：所管課提出資料 

   当該資料を基に包括外部監査人が作成している。 

 

（代行制度による業務の実施） 

当事業では、し尿収集業務と同様、代行制度により業務が実施されている。 

近隣団体の業務実施形態については、許可制の団体が多い旨、所管課より回答を得

ている。 

 

（代行業者） 

浄化槽清掃代行業務は、平成 12 年度（2000 年度）以降、石川産業（有）及び横三

興業（株）の 2 社が継続的に業務を行っている。 

 

イ 指摘事項及び意見 

（ア） 浄化槽清掃単価決定に係る積算前提の妥当性（指摘事項）  

【現状】 

浄化槽清掃代行交付金の収集単価は、次表のプロセスにて積算されている。 
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図表 3-11-6 浄化槽清掃代行交付金 単価積算の考え方 

① 1.8kl 車、3.6kl 車 1 台当たりの 

人員及び人件費の設定 

1 台当たり人員を運転手 1.00 人、作業員 1.25 人、

技術管理者 0.14 人、事務員 0.14 人とする。人件

費は国家公務員に準じる。 

↓  

② 1.8kl 車、3.6kl 車 1 か月当たり 

の費用の算出 

人件費（①参照）、車両減価償却費、その他経費（事

務所費、被服費、法定福利費等）の経費を含める。 

↓  

③ 一般管理費と消費税を見込んだ

車両 1 台 1 か月経費の算出 

②で算出した経費×1.1（利益相当分）×1.08（消費

税）として算出する。 

↓  

④ 1kl あたりの代行交付金単価の 

算出 

③を想定される 1 月の収集量で除して単価を算定

する。想定される 1 月の収集量は、「1 日当たりの

稼働回数×月の稼働日数×収集車の積載量」として

算出する。 

出典：所管課提出資料 

   上記資料を基に包括外部監査人が作成している。 

 

表内②に示したとおり、車両 1 か月当たりの費用の算出に当たっては、収集業

務に関連して発生すると見込まれる様々な経費が含まれている。これらの経費に

は、収集量の多寡に応じて増減すると考えられる「変動費」と、収集量の多寡に拠

らず期間に応じて発生すると考えられる「固定費」が混在している。例えば、人件

費及び法定福利費（常勤の場合）、車両減価償却費、事務所費等については「固定

費」、人件費（非常勤の場合）や被服費等については「変動費」と考えられる。 

代行交付金単価の算定に当たっては、こうした経費の発生態様は特段考慮され

ておらず、表内④に示すように、見積経費総額を想定される 1 月の収集量で除し

て算定している。代行交付金額は、積算した単価に実績収集量を乗じて決定してい

る。 

 

【課題】 

前述したし尿収集代行事業と同様、代行業者で発生した経費のうち、「固定費」

相当額について、実績収集量が想定される 1 月の収集量を下回った場合、利益見

込み分を考慮しても代行交付金で賄われない業者負担経費が発生する可能性があ

る。 

所管課では、単価積算根拠に使用する想定収集量について、前々年度の実績を基

に見直しを実施しており、実績と大幅な乖離が出ないような対応を行っている。こ
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のため、次表に示すように、想定収集量と実績収集量は各年度大幅な乖離は認めら

れない。ただし、毎期想定を下回っている状況にある点、業者側への負担が徐々に

蓄積している可能性がある点が懸念される。 

 

図表 3-11-7 想定収集量と実績収集量の比較 

年度 平成 25

（2013） 

平成 26 

（2014） 

平成 27 

（2015） 

平成 28 

（2016） 

平成 29 

（2017） 

想定（kl） 13,200 13,000 12,280 11,650 11,340 

実績（kl） 12,764 11,916 12,127 11,545 11,278 

差（kl） ▲436 ▲1,084 ▲153 ▲105 ▲62 

出典：所管課提出資料 

   当該資料を基に包括外部監査人が作成している。 

 

【指摘事項】 

現行の積算プロセスでは、代行交付金額は収集量に比例して増減する。一方、事

業実施に伴い生じる経費には、収集量の多寡に拠らず発生する固定費部分が含ま

れる。このため、実績収集量が想定収集量を下回った場合は、業者がコントロール

不能な要因による収集量の減少であったとしても考慮されず、業者の持ち出し経

費が発生する仕組みとなっている点が課題である。 

当業務を実施するに当たっては、1.8kl 車の導入など一定の初期投資が発生する

ことや、対象世帯の縮小が見込まれる点、新規参入など代替業者が今後出てくる可

能性は低いと考えられる。このため、現状の代行制度のスキームを維持するのであ

れば、現行の業者への依存度が必然的に高くなる。業者により安定的・継続的に業

務が実施されるよう、現行の単価積算プロセスで考慮されていない固定費・変動費

を考慮した単価積算体系の見直しを検討することが必要である。 

 

（イ） 浄化槽清掃業務に係る適切な業務形態の継続的な検討（意見） 

【現状】 

浄化槽清掃業務については、昭和 49 年（1974 年）以降、上述の代行制度に基づ

く事業運営を行っている。業務の実施形態としては、このほか、直営や許可制を取

ることなどが考えられる。 

所管課へのヒアリングでは、現段階で業務形態の見直しが必要とまでの認識に

は至っていない旨を聴取している。 

 

【課題】 

代行制度では、代行指令を行う業者の選択や収集単価の決定に当たって議会の
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承認を得ることが要求されるなど、地方公共団体による統制力が高い業務形態で

ある。反面、柔軟な収集単価の見直しがしにくいなどの課題もある。 

この点、例えば許可制による場合、収集単価の決定は業者によって行われること

になる。このため柔軟に収集単価を見直すことが可能となるが、従来の収集単価よ

り高額になり、利用者に追加的な負担が生じる可能性が高い。 

このように、業務形態ごとに長所、短所がそれぞれ存在するため、各地方公共団

体の状況に応じて、より適合する業務形態を選択することが求められる。 

 

【意見】 

業務形態については、横須賀市が採用する代行制度のほか、直営や許可制などの

選択肢が考えられる。 

前段（ア）において指摘している事項を含め、事業が有する課題を解決するに当

たって、必要に応じて事業形態の選択を含めた検討を行うことが望ましい。 
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(3) 津久井浜海岸公衆トイレに係る水道施設等工事負担金 

所管 資源循環施設課 

予算区分 款 環境費 

項 環境費 

目 し尿処理費 

細節 負担金［維持目］ 

根拠法令・要綱等 横須賀市水道事業給水条例第 34 条の 6 

制度の種別 市単独 

開始年度 平成 29（2017） 

終了年度 平成 29（2017） 

支出額実績（円） 18,134,983 

交付件数（件） 見積件数 1 

実績件数 1 

交付先（上位一件） 横須賀市上下水道事業管理者 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 トイレ利用者の利便性向上 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

横須賀市上下水道事業管理者に依頼した負担金工事である。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

補助金工事ではなく、横須賀市上下水道事業管理者に依頼した負

担金工事であり、上下水道局と協定に基づいて経費を算出してい

る。 
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ア 概要 

「津久井浜海岸公衆トイレに係る水道施設工事契約書」（平成 29 年（2017 年）4

月 12 日付）に基づき、横須賀市が横須賀市上下水道局に発注したトイレ施設工事に

係る負担金である。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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(4) 平成 29 年度（2017 年度）ごみ処理施設建設に関する負担金 

所管 広域処理施設建設室 

予算区分 款 環境費 

項 環境費 

目 廃棄物広域処理施設建設事業費 

細節 負担金［建設目］ 

根拠法令・要綱等 ごみ処理施設建設に関する事務の委託に関する規約 

制度の種別 市単独 

開始年度 平成 22（2010） 

終了年度 平成 31（2019） 

支出額実績（円） 607,504,696 

交付件数（件） 見積件数 1 

実績件数 1 

交付先（上位一件） 三浦市 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 5 安全で快適に暮らせるまち 

政策 （3） 快適な暮らしを支える生活基盤づくり 

施策の目標 ③ ごみの減量化・資源化、適正処理の推進 

事業成果の定義 建設工事の着工 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

計画より出来高は上がらなかったため負担金は減となったが、工

事は順調に進んでいるので概ね達成している。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

規約及び協定書に定めた額により支出している。 
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ア 概要 

（三浦市との負担関係） 

横須賀市及び三浦市は、平成 21 年（2009 年）に「横須賀市三浦市ごみ処理広域化

基本計画」を策定し、両市協同のもとごみ処理広域化を進める方向性を示した。ごみ

処理施設建設に関する両市の負担割合については、次のように定められている。 

 

図表 3-11-8 施設建設費等負担割合 

種別 負担割合の内容 

用地の取得費及び関連経費 三浦市が全額負担 

計画支援事業費（測量・地質調査、環境ア

セスメント、設計等） 

事業費の 23%は、均等割 

    77%は、ごみ計画搬入量割（※） 

造成費、基盤整備費 

不燃ごみ残さの埋立処分施設の建設費 

（※）平成 29 年度（2017 年度）の 2 市の広域処理対象ごみ量の割合とし、その割合

は横須賀市 89.7%、三浦市 10.3%とする。 

出典：「ごみ処理施設建設に関する事務の委託に関する協定書Ⅰ」（平成 21 年（2009 年）

4 月 1 日付）、確認書（平成 23 年（2011 年）3 月 30 日付） 

 当該資料を基に包括外部監査人が作成している。 

 

事業費の均等割とごみ計画搬入量割との比率については、広域化による 2 市のメ

リット率が同程度になる割合として決定している旨、所管室より回答を得ている。 

ごみ計画搬入量割の負担比率は、「横須賀市三浦市ごみ処理広域化基本計画」にお

いて、計画策定時にすべての施設が稼働予定であった平成 29 年度（2017 年度）時点

での 2 市のごみ量の割合を基礎としている。次表では、直近のごみ量実績と比較し

ている。 

 

図表 3-11-9 ごみ量の推計値と直近の実績 

（単位：トン、%） 

 横須賀市 三浦市 

基本計画におけるごみ量 108,100（89.7） 12,400（10.3） 

直近のごみ量実績（※） 97,389（91.2） 9,421（8.8） 

（※）平成 28 年度（2016 年度）の数値を使用している。 

出典：各項目について、次の資料を基に包括外部監査人が作成している。 

・基本計画におけるごみ量：「横須賀市三浦市ごみ処理広域化基本計画」 

・横須賀市直近のごみ量実績：横須賀市ホームページ内「ごみデータ in よこす

か」より、ごみの種類別排出量の燃せるごみ、不燃ごみ、粗大ごみの合計 
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・三浦市実績：三浦市ホームページ内「一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 P6」

（平成 30 年（2018 年）3 月）より、一般ごみ、埋立ごみ、粗大ごみの合計 

 

（工事の仕様や契約金額等の決定に関する横須賀市の関与） 

本件の工事の仕様や契約金額等の決定に関して、横須賀市は協定に基づき三浦市

に事務の委託をしており直接的に関与はしていない。なお、計画の変更や負担金の状

況については、年 2 回の連絡調整会議、実務者会議を通じて、定期的に情報交換を行

っており、所管室としては適時情報共有の対策は取れていると考えている。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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12．経済部 

 

(1) 産業交流プラザ共用部分光熱水費・管理費・修繕積立金 

所管 経済企画課 

予算区分 款 商工費 

項 商工費 

目 産業交流プラザ費 

細節 負担金 

根拠法令・要綱等 ― 

制度の種別 市単独 

開始年度 平成 5（1993） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 13,464,657 

交付件数（件） 見積件数 1 

実績件数 1 

交付先（上位一件） ベイスクエアよこすか一番館管理組合 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 ― 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

ベイスクエアよこすか一番館共用部分を適正に管理していると

認められる。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

ベイスクエアよこすか一番館管理規約で定める額を支出してい

るか。 
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ア 概要 

ベイスクエアよこすか一番館の共用部分を管理しているベイスクエアよこすか一

番館管理組合に対して拠出するものであり、共用部分に係る維持管理費用（管理費）、

専有部分において使用する光熱水費及び大規模修繕費用等に対する負担金である。 

ベイスクエアよこすか一番館には、横須賀市の施設として産業交流プラザ、横須賀

芸術劇場、ベイスクエアパーキング及び市民活動サポートセンターがあるが、それぞ

れの所管部で負担金を拠出している。この内、本負担金は、産業交流プラザに係るも

のである。 

負担金の内訳について、管理費等は予算で定められた額を毎月ごと前月払い、光熱

水費は毎月ごと翌月に実績払い、損害保険料は更新月に年額一括払いによっている。

管理費等は予算と実績の差額が生じるため、予備費として管理組合において次年度

に繰り越している。区分所有者ごとの共通費用の按分方法はベイスクエアよこすか

一番館管理組合管理規約に定めており、管理項目ごとに配賦率を設定している。 

 

イ 指摘事項または意見 

    特筆すべき事項なし。 
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(2) 地震保険等補助金 

所管 経済企画課 

予算区分 款 労働費 

項 労働費 

目 勤労者等福利費 

細節 補助金 

根拠法令・要綱等 補助金等交付規則、勤労者地震保険等補助要綱 

制度の種別 市単独 

開始年度 平成 20（2008） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 15,025,044 

交付件数（件） 見積件数 879 

実績件数 782 

交付先（上位一件） 個人 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 ― 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

― 

補助金額の妥当性の

確認方法 

要綱に定めたとおり支出している。 
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ア 概要 

勤労者が提携金融機関の住宅ローンを利用して、市内に居住する住宅を新築、購入、

増改築した際の地震保険料に対する補助である。提携金融機関は、中央労働金庫が指

定されている。 

補助金の額は、予算の範囲内で、地震保険等の保険料または共済負担金の額とし、

年額 25,000 円が上限である。また、最長で 10 年間補助を受けることが可能である。 

これは、労働金庫の「自治体提携利子補給制度」の 1 つである。自治体提携利子補

給制度とは、各地方公共団体に居住するまたは勤務先のある勤労者に対して、住宅資

金や生活関連資金などのローン返済の内、利息の一定分を地方公共団体が利用者に

代わって負担または補助を行う制度である。なお、中央労働金庫に限らず、全国の労

働金庫が各地方公共団体と提携して同様の制度を行っている。 

 

 イ 意見 

（ア） 中央労働金庫以外の金融機関で住宅ローンを利用した場合の当制度利用の可

否（意見） 

【現状】 

当補助金は、中央労働金庫という特定の金融機関が提供する住宅ローンを利用した

場合にローン利用者に給付される補助金である。 

 

【課題】 

当補助金の目的は、横須賀市内に住居を有する住民の地震保険加入を促進すること

をもって、地震災害が発生しても住民の経済的損害が発生しないようにすることにあ

ると考えられる。しかし、現在の中央労働金庫の住宅ローンを利用した場合にのみ補助

を行うという施策は、中央労働金庫からの住宅ローンを促進させる目的になっている。 

 

【意見】 

当補助金は、中央労働金庫という特定の金融機関が提供する住宅ローンを利用した

場合にローン利用者に給付される補助金であり、中央労働金庫以外の金融機関で住宅

ローンを利用した場合は補助対象とならない。 

神奈川県内の他の地方公共団体も含めて、全国の地方公共団体で同様の制度が実施

されているため、他団体との均衡から、横須賀市においてのみ当補助金の制度を変更す

ることは容易ではないと考えられる。一方で、他金融機関の住宅ローンを利用して横須

賀市内に住居を有する住民の地震保険料に対しても補助金を交付することが、住民目

線からは公平であると考えられるため、制度変更の可否について継続的に検討を行う

ことが望ましい。 
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(3) 横須賀商工会議所補助金 

所管 経済企画課 

予算区分 款 商工費 

項 商工費 

目 商工総務費 

細節 補助金 

根拠法令・要綱等 補助金等交付規則 

制度の種別 市単独 

開始年度 昭和 33（1958） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 14,800,000 

交付件数（件） 見積件数 1 

実績件数 1 

交付先（上位一件） 横須賀商工会議所 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 ― 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

市と連携し、各種事業を通じて市内中小企業への支援を効果的に

行っていると認められる。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

事業報告書・収支決算書により確認している。 
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ア 概要 

当補助金は、横須賀市商工業の振興を図るため、横須賀商工会議所が行う各種事業

活動費に対して補助するものである。対象事業や補助対象、算定方法は「横須賀商工

会議所に対する補助金の交付基準」に定められており、その概要は次表のとおりであ

る。 

 

対象事業 ① 経営支援事業（横須賀商工会議所の支出費目で、産業振興費、経

営支援事業費の事業。ただし、市からの補助金収入があるものを

除く） 

② その他、必要と認めた事業 

補助対象 事業活動費から国・県補助金及び参加費等の収入を除した額 

補助率 2/3 

 

イ 意見 

（ア） 補助金の使途の事後的な確認（意見） 

【現状】 

補助金の使途について、実績報告書と該当費目の総勘定元帳の写しを閲覧する

ことにより事後的な確認を行っている。 

 

【課題】 

現在の確認方法によると、仮に本補助金を経営支援団体助成事業以外の経費に

充当し、不適切な仕訳入力等の会計処理が行われていたとしても、事後的に発見す

ることができないおそれがある。 

 

【意見】 

補助金の使途について、実績報告書と該当費目の総勘定元帳の写しを閲覧する

ことにより事後的な確認を行っている。現在の確認方法によると、仮に本補助金を

経営支援団体助成事業以外の経費に充当し、不適切な仕訳入力等の会計処理が行

われていたとしても、事後的に発見することができないおそれがある。 

事後的な確認が十分ではない場合、仮に不適切な補助金の充当があった場合に

それを発見することができないだけではなく、不適切な事案が起こる機会が増え

ることになる。実績報告書と総勘定元帳を閲覧するだけではなく、例えば、必要に

応じて証憑書類との突合を行うことや現場視察等を行うことにより、事後的な確

認の強化を行うことが望まれる。 
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(4) 公益財団法人横須賀市産業振興財団補助金 

所管 経済企画課 

予算区分 款 商工費 

項 商工費 

目 商工総務費 

細節 補助金 

根拠法令・要綱等 補助金等交付規則 

制度の種別 市単独 

開始年度 平成 5（1993） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 10,170,000 

交付件数（件） 見積件数 1 

実績件数 1 

交付先（上位一件） 公益財団法人横須賀市産業振興財団 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 ― 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

市と連携し、各種事業を通じて市内中小企業への支援を効果的に

行っていると認められる。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

評議会、理事会への出席、経営状況報告により確認している。 
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ア 概要 

当補助金は、横須賀市産業経済の振興及び中小企業の労働者の福祉の増進を図る

ため、公益財団法人横須賀市産業振興財団が行う各種事業活動費に対して補助する

ものである。対象事業や補助対象、算定方法は「公益財団法人横須賀市産業振興財団

に対する補助金の交付基準」に定められており、その概要は次表のとおりである。 

 

対象事業 ① 産業振興に関する懇談会、シンポジウム等の開催 

② 産業経済に関する研修会、講習会等の開催 

③ 産業経済情報の収集及び提供 

④ 産業経済に関する調査研究 

⑤ 三浦半島中小企業勤労者福祉サービスセンターの運営 

補助対象 事業活動費から参加費等の収入を除した額 

補助率 2/3 以内（⑤は 10/10 以内） 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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(5) 中小企業制度融資信用保証料補助金 

所管 経済企画課 

予算区分 款 商工費 

項 商工費 

目 商工業振興費 

細節 補助金 

根拠法令・要綱等 補助金等交付規則、横須賀市中小企業制度融資信用保証料補助要

綱 

制度の種別 市単独 

開始年度 昭和 49（1974） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 27,127,000 

交付件数（件） 見積件数 340 

実績件数 307 

交付先（上位一件） 市内企業 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 2 海と緑を生かした活気あふれるまち 

政策 （3） 産業の成長支援と企業誘致 

施策の目標 ①  既存事業者の新たな取り組みへの支援 

事業成果の定義 市内企業の倒産件数（TSR）の減少 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 24 件 

実績 13 件 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

目標件数以内の実績であったため、成果があったと評価してい

る。日本全体の景気回復基調が反映していると考えられる。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

要綱に定めたとおり支出している。 
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ア 概要 

横須賀市中小企業制度融資を利用した事業者が、信用保証協会の保証を受けてい

る場合に、その支払った保証料の一定割合を補助するものである。なお、横須賀市中

小企業制度融資とは、横須賀市が指定する金融機関に一定の資金を預けて、中小企業

等の事業に必要な資金を提供する間接融資をいう。 

保証料補助の対象となる資金は次のとおりである。 

 

（1） 事業資金 

（2） 経営支援資金 

（3） 小規模企業特別小口資金 

（4） 連鎖倒産防止資金 

（5） 経済変動対策資金 

（6） 商工業施設整備促進資金 

（7） 新分野事業振興特別資金 

 

  補助額について、保証料の 50%とし、限度額は 20 万円である。また、連鎖倒産防

止資金は限度額なしの全額補助である。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。  
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(6) 企業等立地奨励金 

所管 企業誘致・工業振興課 

予算区分 款 商工費 

項 商工費 

目 商工総務費 

細節 交付金［建設目］ 

根拠法令・要綱等 企業等の立地及び設備投資促進条例 

制度の種別 市単独 

開始年度 平成 23（2011） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 26,200,000 

交付件数（件） 見積件数 1 

実績件数 1 

交付先（上位一件） 株式会社ニフコ 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 2 海と緑を生かした活気あふれるまち 

政策 （3） 産業の成長支援と企業誘致 

施策の目標 ②  企業・研究開発機関などの誘致 

事業成果の定義 当該補助事業自体に成果を定義していない（税の優遇施策も含め

た企業の立地・設備投資の増加を目指すことで、税収の増加及び

雇用の拡大を図る） 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

立地に係る事業計画が遂行され、市内経済の活性化に寄与してい

ると考える。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

条例及び規則の規定に従って支出している。 
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ア 概要 

 （企業等立地促進制度の概要） 

 横須賀市では、平成 10 年度（1998 年度）に「企業等立地促進条例」を施行して以

来、固定資産税・都市計画税の不均一課税（課税免除）や奨励金の交付を通じて市内

への企業立地の促進を図ってきた。そして、財政負担の増大、産業用地の減少及び就

業者の転入促進といった課題に対応するため、平成 23 年（2011 年）2 月に企業誘致

アクションプランを策定し、これを受けて「企業等の立地及び設備投資促進条例」に

改正を行った。 

企業等の立地及び設備投資促進条例は、新規立地から既存企業の設備投資までを

カバーしている。また、主な優遇措置を不均一課税や課税免除により行うこととし、

奨励金の交付は成長分野に限定している。 

企業等立地促進制度の変遷は次のとおりである。 

 

図表 3-12-3 企業等立地促進制度概要 

施行年月日 制度内容 

平成 10 年（1998 年） 

4 月 1 日 

企業等立地促進条例を制定（3 年間の不均一課税） 

平成 15 年（2003 年） 

4 月 1 日 

企業等立地奨励金を追加（上限 1 億円） 

平成 17 年（2005 年） 

4 月 1 日 

不均一課税を 5 年間に拡大 

企業等立地奨励金の上限を 5 億円に拡大 

企業等拡大再投資奨励金を追加（上限 5 億円） 

企業等立地雇用奨励金・企業等拡大再投資雇用奨励金を

追加 

平成 19 年（2007 年） 

4 月 1 日 

5 年間の不均一課税を、3 年間の課税免除に拡大 

企業等拡大再投資奨励金の要件を緩和（最低投資額の変

更） 

平成 23 年（2011 年） 

2 月 

企業誘致アクションプランを策定 

平成 23 年（2011 年） 

10 月 1 日 

企業等の立地及び設備投資促進条例に条例改正 

平成 28 年（2016 年） 

2 月 

企業誘致アクションプラン（第 2 次）を策定 

出典：所管課提出資料 

当該資料を基に包括外部監査人が作成している。 
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 （企業等立地奨励金） 

企業等の立地及び設備投資促進条例に基づく奨励金である。本奨励金は、横須賀市

内で新たに工場や研究所等を立地する場合の設備投資に対する支援制度の 1 つであ

り、企業等が、環境・エネルギー、高度先端ものづくり分野へ投資した場合で、一定

の要件を満たした場合に奨励金を交付するものである。 

要件や奨励措置の内容は次のとおりである。 

 

図表 3-12-4 要件及び奨励措置 

対象事業者 市内に新たに用地または建物を取得（借り受け）し、事業所の新

設、移設または増設をして操業を開始する企業等 

対象事業等 環境・エネルギー分野または高度先端ものづくり分野の事業であ

って、市において 5 年以上継続する予定であり、市の産業振興へ

の寄与が特に期待できるもの 

対象地域 指定産業地域と工業系地域 

対象業種 日本標準産業分類に定める製造業、電気業若しくは情報通信業に

属するものまたは学術研究、専門・技術サービス業のうち学術・開

発研究機関に属するもの 

最低投資額 投下資本額 5 億円以上（中小企業等にあっては 1 億円以上） 

奨励措置 投下資本額の 10%以内（最大 5 億円）を交付 

出典：横須賀市「企業等の立地及び設備投資促進条例」（平成 10 年（1998 年）3 月

30 日） 

当該資料を基に包括外部監査人が作成している。 

 

イ 意見 

（ア） 成果の測定（意見） 

【現状】 

事業の成果を測定する数値目標を設定していない。 

 

【課題】 

交付件数はあくまで奨励金を何件交付したかを示すにとどまる。奨励金を交付

することにより政策目的を達成するようなインセンティブを与えるという観点を

踏まえると、奨励金によって政策目的が達成されたかという点について事後的に

効果測定を行うことが望ましい。特に本奨励金は 1 件当たりの金額が多額である

ため、効果測定を行う意義が大きいと考えられる。 
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【意見】 

当事業については、事業の成果を測定する数値目標を設定していない。 

一般的に経済波及効果を定量化することは取り組みやすいと考えられる。例え

ば、横須賀市都市政策研究所が平成 29 年度（2017 年度）に開発した「横須賀市の

エビデンスに基づいた政策形成に寄与する経済波及効果分析ツール」などを活用

し、事後的に効果測定を行うことが望まれる。 
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(7) 企業等拡大再投資奨励金 

所管 企業誘致・工業振興課 

予算区分 款 商工費 

項 商工費 

目 商工総務費 

細節 交付金［建設目］ 

根拠法令・要綱等 企業等の立地及び設備投資促進条例（旧・企業等立地促進条例） 

制度の種別 市単独 

開始年度 平成 19（2007） 

終了年度 平成 23（2011）（※） 

支出額実績（円） 90,149,787 

交付件数（件） 見積件数 1 

実績件数 1 

交付先（上位一件） 生化学工業株式会社 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 2 海と緑を生かした活気あふれるまち 

政策 （3） 産業の成長支援と企業誘致 

施策の目標 ②  企業・研究開発機関などの誘致 

事業成果の定義 当該補助事業自体に成果を定義していない（税の優遇施策も含め

た企業の立地・設備投資の増加を目指すことで、税収の増加等、

経済の活性化を図る） 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

設備投資に係る事業計画が遂行され、市内経済の活性化に寄与し

ていると考える。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

条例及び規則の規定に従って支出している。 

（※）本件については、平成 23 年（2011 年）10 月に「企業等の立地及び設備投資促進条

例」に改正される前の「企業等立地促進条例」が適用されているもので、平成 29 年

度（2017 年度）に当該制度における奨励金の最後の支払い（5 年分割払）を行った。 
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ア 概要 

 （企業等拡大再投資奨励金） 

当奨励金は、横須賀市内で既に事業活動を行っている企業等の設備投資に対する

支援制度である。「企業等立地促進条例」の平成 17 年度（2005 年度）の改正時に設

けられた制度である。なお、当奨励金については「企業等の立地及び設備投資促進条

例」に改正される際（平成 23 年（2011 年）10 月）に廃止されている。 

要件や奨励措置の内容は次のとおりである。 

 

図表 3-12-5 要件及び奨励措置 

対象事業者 市内に立地後 10 年以上事業活動を行っている企業等で、事業を拡

張することを目的として敷地内に新たに固定資産を増設し、操業

を開始するもの 

対象地域 指定産業地域と工業系地域 

対象業種 ・指定産業地域 

 指定作業地域の各地域に定められた地区計画等と合致する業種

（地区計画等の定めがないときは、指定産業地域にふさわしいと

市長が認めるもの） 

・工業系地域 

 日本標準産業分類に定める製造業、情報通信業またはサービス

業（他に分類されないもの）のうち学術・開発研究機関に属するも

ののほかその他の事業サービス業に属するもので市長が認めるも

の 

最低投資額 投下資本額 10 億円以上（中小企業等にあっては 2 億円以上） 

奨励措置 投下資本額の 10%以内（最大 5 億円）を交付 

出典：平成 20 年（2008 年）4 月 横須賀市経済部企業誘致推進課 「企業等立地促

進制度の奨励措置の概要について」 

当該資料を基に包括外部監査人が作成している。 

 

イ 意見 

（ア） 成果の測定（意見） 

【現状】 

事業の成果を測定する数値目標を設定していない。 

 

【課題】 

奨励金を交付することにより政策目的を達成するようなインセンティブを与え

るという観点を踏まえると、奨励金によって政策目的が達成されたかという点に
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ついて事後的に効果測定を行うことが望ましい。特に本奨励金は 1 件当たりの金

額が多額であるため、効果測定を行う意義が大きいと考えられる。 

 

【意見】 

当事業については、事業の成果を測定する数値目標を設定していない。 

一般的に経済波及効果を定量化することは取り組みやすいと考えられる。例え

ば、横須賀市都市政策研究所が平成 29 年度（2017 年度）に開発した「横須賀市の

エビデンスに基づいた政策形成に寄与する経済波及効果分析ツール」などを活用

し、事後的に効果測定を行うことが望まれる。 
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13．都市部 

 

(1) 高齢者向け優良賃貸住宅家賃補助金 

所管 市営住宅課 

予算区分 款 土木費 

項 住宅費 

目 住宅管理費 

細節 補助金 

根拠法令・要綱等 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律

（平成 23 年法律第 32 号）第 1 条の規定による改正前の高齢者

の居住の安定確保に関する法律、高齢者向け優良賃貸住宅家賃補

助金交付要綱 

制度の種別 国制度 

開始年度 平成 14（2002） 

終了年度 平成 33（2021） 

支出額実績（円） 11,968,654 

交付件数（件） 見積件数 1 

実績件数 1 

交付先（上位一件） 個人 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 高齢者の福祉の増進 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

事業の成果は十分に達成されている。本補助金は、高齢者向け優

良賃貸住宅入居者の所得に応じて家賃を減額し、その減額分を認

定事業者（オーナー）に補助する家賃補助であるが、平成 29 年

度（2017 年度）は、年度を通してほぼ空き室が発生しなかった

ため。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

要綱に定めた額により支出している。 
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ア 概要 

（高齢者向け優良賃貸住宅家賃補助金制度） 

本補助金は、個人が横須賀市の補助を受けて建設した高齢者向け優良賃貸住宅に

ついて、入居者の所得に応じて横須賀市が家賃の一部を補助するものである。高齢者

向け優良賃貸住宅は高齢者の身体機能に対応した設計、緊急時対応サービス等の設

備など、高齢者に配慮した賃貸住宅であり、横須賀市には、1 団地 30 戸（フォレー

スよこすか）がある。入居資格は、60 歳以上で単身または同居者が配偶者か 60 歳以

上の親族であること、横須賀市内に住んでいるか勤めていることと規定されている。 

 

（家賃補助） 

家賃補助は、世帯の所得に応じて決定している。所得が一定基準を超えると補助は

なくなり、また、管理開始後 20 年経つと家賃補助はなくなる制度となっている。現

在補助を行っているフォレースよこすかは、平成 14 年（2002 年）4 月管理開始であ

るため、平成 34 年（2022 年）3 月で家賃の補助は終了となる。 

 家賃補助額は、世帯月収額が 0 円～268,000 円の間で 6 つの区分に応じて交付し

ており、平成 29 年度（2017 年度）の補助金交付対象額は、家賃 74,000 円～97,000

円に対して、補助金額 14,200 円～38,000 円である。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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(2) 子育てファミリー等応援住宅バンク補助金 

所管 まちなみ景観課 

予算区分 款 土木費 

項 都市計画費 

目 都市計画総務費 

細節 補助金 

根拠法令・要綱等 補助金等交付規則、子育てファミリー等応援住宅バンク実施要綱 

子育てファミリー等応援住宅バンク補助金交付要綱 

制度の種別 市単独 

開始年度 平成 27（2015） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 14,513,000 

交付件数（件） 見積件数 30 

実績件数 33 

交付先（上位一件） 個人 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 2 海と緑を生かした活気あふれるまち 

政策 （5） 市街地のにぎわいづくり 

施策の目標 ③ 住環境の維持・保全 

事業成果の定義 中古住宅の流通を通じた子育て世代の定住促進 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 30 件 

実績 33 件 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

制度開始から 3 年目を迎え、事業者を中心に制度が定着してきた

効果が利用件数に表れている。引き続き、事業者と連携しながら

子育て世代への周知を図っていく。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

不動産取得に対する助成制度であり、少額過ぎても誘導効果が見

込めず、多額過ぎても公平性の問題がある。当該補助金による物

件の取得を後押しする効果の有無については、申請者に対するア

ンケートなどで確認している。 
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ア 概要 

（子育てファミリー等応援住宅バンク補助金制度） 

当補助金は、中学校 3 年生までの子どもがいる、または夫婦ともに 50 歳未満であ

る世帯が、対象となる戸建て中古住宅を購入した場合で、一定の要件を満たした場合

に最大 50 万円を助成するものである。ただし、予算限度があり、年間で先着 30 名

までとしている。平成 29 年度（2017 年度）は最高額の 50 万円まで申請されないケ

ースがあったため、想定件数以上の 33 件となっている。 

補助申請の要件は、実績報告までに当該住宅への住民登録を完了すること、年度中

までに助成対象行為（リフォーム、解体・新築工事、家具・家電の購入及び設置）を

完了すること、過去に本制度による助成金を受給していないこと、市税を滞納してい

ないこと、暴力団員でないことである。 

 

（補助対象経費） 

物件購入助成として、不動産仲介手数料や、司法書士登記手数料、家具類、大型家

電購入費に対し最大 35 万円、リフォーム・解体助成として、物件のリフォーム費用

の 1/2 または解体工事費用の 1/2 に対して最大 15 万円を補助する。 

 

（実績確認方法） 

横須賀市は、補助対象経費の確認として、必要に応じて請求書、領収書の写し、預

金通帳の写し、リフォーム施工完了後の写真、解体工事の工程写真、新築家屋の建築

検査済証等を受領している。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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14．土木部 

 

(1) 道路境界確定測量費補助金 

所管 道路管理課 

予算区分 款 土木費 

項 道路橋りょう費 

目 道路橋りょう総務費 

細節 補助金 

根拠法令・要綱等 補助金等交付規則、道路及び河川等境界確定測量費補助金交付要

綱 

制度の種別 市単独 

開始年度 昭和 63（1988） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 23,940,000 

交付件数（件） 見積件数 81 

実績件数 88 

交付先（上位一件） 個人 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 5 安全で快適に暮らせるまち 

政策 （3） 快適な暮らしを支える生活基盤づくり 

施策の目標 ④ 道路・交通環境の整備 

事業成果の定義 ― 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

市民の費用負担の軽減に資すると共に補助要件を満たす成果品

（図面等）が提出されることにより精度が向上した。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

要綱に定めた額により支出している。 
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ア 概要 

当補助金は、市道及び河川等と民有地との境界確定協議（法人所有土地に係るもの

は除く）に基づいて、道路境界確定図を作成する測量に要した経費に対する補助金で

ある。道路に隣接する土地の所有者は、私有財産の確認や建築等のため、道路境界確

定協議を横須賀市に申請する。本補助金の目的は、その際の成果品である道路境界確

定図の仕様統一や精度を確保することである。 

補助の対象となる経費は、道路境界確定図の作成に要した測量費用に対して、横須

賀市が定める標準単価により算出した経費である。その測量仕様は、横須賀市が定め

る道路境界確定測量業務仕様書及び河川等境界確定測量業務仕様書による。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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(2) 狭あい道路拡幅整備費補助金 

所管 道路管理課 

予算区分 款 土木費 

項 道路橋りょう費 

目 道路橋りょう維持費 

細節 補助金［維持目］ 

根拠法令・要綱等 補助金等交付規則、横須賀市狭あい道路拡幅整備助成要綱 

制度の種別 市単独 

開始年度 平成 16（2004） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 25,373,000 

交付件数（件） 見積件数 10 

実績件数 5 

交付先（上位一件） 有限会社中央ビルド 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 5 安全で快適に暮らせるまち 

政策 （3） 快適な暮らしを支える生活基盤づくり 

施策の目標 ④ 道路・交通環境の整備 

事業成果の定義 狭あい道路の拡幅整備の促進 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

事業の成果は、年度当初に想定していた件数より少ない状況であ

るが、各々の申請に対しては事業の目的を達成している。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

補助金等交付規則及び横須賀市狭あい道路拡幅整備助成要綱に

則り算出した額により支出している。 
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ア 概要 

申請者が狭あい道路拡張整備について手続及び工事等を行い、後退用地を横須賀

市に寄付した場合に、その工事費等に対して補助金を交付するものである。狭あい道

路とは、建築基準法の規定に基づく 4m 未満の道路をいう。狭あい道路は、日常生活

の通行、災害時の消防・救急活動などに支障をきたすことが予想される。当補助金は、

狭あい道路の整備と後退用地の確保を促進し、もって安全で良好な居住環境の形成

に資することを目的とする。 

補助金の交付を受けることができる者は、拡幅整備工事を行う建築主等である。補

助金の額は、横須賀市の積算により算出した額と提出された見積りの額を比較した

低い価格である。なお、整備支障物件の除去または移設、拡幅整備、調査設計及び測

量・必要図書作成の各対象には限度額を定めており、次表のとおりである。 

 

図表 3-14-1 対象別の補助金限度額 

対象 限度額 備考 

整備支障物件の除

去または移設 

100 万円  

道路整備 市が積算した工事費または見積書

に記載された額のいずれか低い額 

工事範囲は別途協議し

て決定する。 

拡幅整備 300 万円  

調査設計 10 万円  

測量・必要図書作成 65 万円  

出典：横須賀市ホームページ「狭あい道路拡幅整備補助事業 概要」 

   当該資料を基に包括外部監査人が作成している。 

 

イ 指摘事項及び意見 

（ア） 補助対象経費が課税仕入に該当するかの調査（指摘事項） 

【現状】 

当補助金の補助対象経費は狭あい道路拡張整備に係る工事費であり、補助対象

事業者には仕入税額控除の適用を受ける課税事業者が含まれることがあり、かつ

補助金は消費税額を含んだ金額で算定されている。 

 

【課題】 

補助対象事業者が課税事業者であり、かつ仕入税額控除を受けているかについ

て確認を行っておらず、補助金の支給額が適切な金額であるか確認できない。 
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【指摘事項】 

当補助金の補助対象経費は狭あい道路拡張整備に係る工事費であるとされてい

る。工事費は消費税の課税対象となり、課税仕入に該当する。ここで、事業者が消

費税及び地方消費税（以下、消費税等という。）の課税事業者の場合、当該工事費

に係る消費税等は売上に係る消費税等から控除して消費税等を納付するため、事

業者が自己負担しないこととなり、消費税等に相当する額が補助金の過大支給と

なる可能性がある。 

そのため、補助対象事業者に対しては、事業者が課税事業者であるか、仕入税額

控除を受けているかを確認し、仕入税額控除を受けている場合には、補助金の返還

を求める必要がある。  

 

（イ） 補助金の有効性（意見） 

【現状】 

事業の成果を測定する数値目標が設定されていない。 

 

【課題】 

当補助金は見積件数 10 件に対して実績件数が 5 件に止まり、また成果を測定す

る数値目標が設定されていないことから、本補助金が狭あい道路の整備にどれほ

ど有効であるか判断できない状況にある。 

 

【意見】 

当事業については、事業の成果を測定する数値目標が設定されていない。 

交付件数以外に補助金の成果を分析するための数値目標を一律に設定すること

は、実務上困難な場合がある。このような場合であっても、例えばアンケート等を

活用して、補助金の効果について振り返りや分析等を行うことが有用である。補助

金の有効性について事後的に分析を行い、利用促進に向けた施策等を検討するこ

とが望ましい。 
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(3) 私道整備費補助金 

所管 道路管理課 

予算区分 款 土木費 

項 道路橋りょう費 

目 道路橋りょう維持費 

細節 補助金［維持目］ 

根拠法令・要綱等 補助金等交付規則、私道整備助成要綱 

制度の種別 市単独 

開始年度 昭和 53（1978） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 41,922,000 

交付件数（件） 見積件数 26 

実績件数 17 

交付先（上位一件） 個人 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 5 安全で快適に暮らせるまち 

政策 （3） 快適な暮らしを支える生活基盤づくり 

施策の目標 ④ 道路・交通環境の整備 

事業成果の定義 私道の整備の促進 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

事業の成果は、年度当初に想定していた件数より少ない状況であ

るが、大規模な整備工事にも対応できたため、事業の目的を達成

している。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

補助金等交付規則及び私道整備助成要綱に則り算出した額によ

り支出している。 
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ア 概要 

多数の市民の通行の用に供される私有道路について、市民が行う道路内の舗装工

事等に対して工事費の一部を助成する補助金である。私有道路は通常市民が管理を

行うのが原則であるが、一定の要件を満たす私道は公道と同様の機能を有している

と認められるため、工事費の一部を助成することで、市民の生活環境改善に寄与する

ことを目的とする。 

助成の対象となる工事等は、舗装工事等及び当該工事に係る測量調査設計業務で

ある。ただし、本制度による助成を受けた私道でしゅん工検査後 5 年を経過してい

ないものについては、同一工種についての助成は行わないこととしている。 

助成金の額は、以下の規定により算定した助成額の合計額である。ただし、この場

合において、その額が 3 万円未満であるときは助成しないものとする。 

 

 工事に対する助成金の額は、予算の範囲内において、次に掲げる額のうちいずれ

か少ない額とする。 

（1） 別に市長が定める標準工事費により算定した費用の額に 10 分の 8 を乗じ

て得た額に相当する額 

（2） 私道整備助成要綱第 4 条に掲げる工事に要した費用の額に 10 分の 8 を乗

じて得た額に相当する額 

 

 工事に係る測量調査設計業務に対する助成金の額は、予算の範囲内において、次

に掲げる額のうち最も少ない額とする。 

（1） 別に市長が定める標準業務委託費により算定した費用の額に 10 分の 8 を

乗じて得た額に相当する額 

（2） 私道整備助成要綱第 4 条に掲げる工事に係る測量調査設計業務に要した費

用の額に 10 分の 8 を乗じて得た額に相当する額 

（3） 5 万円 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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(4) 横浜横須賀道路に架かる大畑橋他１橋の補修工事負担金 

所管 道路補修課 

予算区分 款 土木費 

項 道路橋りょう費 

目 道路橋りょう維持費 

細節 工事負担金［維持目］ 

根拠法令・要綱等 横浜横須賀道路に架かる大畑橋他 1 橋の補修工事に関する協定

書 

制度の種別 その他 

開始年度 平成 29（2017） 

終了年度 平成 29（2017） 

支出額実績（円） 63,494,731 

交付件数（件） 見積件数 1 

実績件数 1 

交付先（上位一件） 東日本高速道路株式会社 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 5 安全で快適に暮らせるまち 

政策 （1） 災害・緊急事態に強いまちづくり 

施策の目標 ①  緊急輸送路やライフラインの強化・多重化 

事業成果の定義 災害時の緊急輸送路を確保するため 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 9 件 

実績 9 件 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

予定していた計画通り工事を完了した。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

補修内容の見積を依頼し、精査のうえ協定を結んでいる。 
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ア 概要 

当負担金は、「横浜横須賀道路に架かる大畑橋他 1 橋の補修工事に関する協定書」

に基づいて、東日本高速道路株式会社が行う横浜横須賀道路と交差する大畑橋及び

阿部倉架道橋の補修工事に係る費用を、横須賀市が負担するものである。当工事は、

「橋りょう長寿命化修繕計画」に基づき予防保全を考慮して実施される。 

負担額は、当協定書に基づいて東日本高速道路株式会社が算定し、横須賀市が精査

の上全額負担することとしている。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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(5) 道路施設点検の地域一括発注に関する年度協定に係る一時点検費用 

所管 道路維持課 

予算区分 款 土木費 

項 道路橋りょう費 

目 道路橋りょう維持費 

細節 負担金［維持目］ 

根拠法令・要綱等 平成 29 年度（2017 年度）道路施設の地域一括発注に関する年度

協定書 

制度の種別 その他 

開始年度 平成 27（2015） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 70,610,184 

交付件数（件） 見積件数 1 

実績件数 1 

交付先（上位一件） 公益財団法人神奈川県都市整備技術センター 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 5 安全で快適に暮らせるまち 

政策 （3） 快適な暮らしを支える生活基盤づくり 

施策の目標 ④ 道路・交通環境の整備 

事業成果の定義 法定点検のため必要 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

予定していた橋梁点検数について完了した。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

神奈川県市町村定期点検標準積算基準 
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ア 概要 

道路施設点検業務は経費削減等を目的として近隣自治体と一括発注を行うことと

し、その事務は公益財団法人神奈川県都市整備技術センター（以下、センターという。）

に委託している。当負担金は、「平成 29 年度（2017 年度）道路施設点検の地域一括

発注に関する年度協定書」に基づいて、当該事務に係る費用を横須賀市が負担するも

のである。 

センターが実施する業務は次のとおりである。 

 

・横須賀市が管理する道路施設の点検に関する発注業務及び点検実施に係る品質

確保のための業務管理 

・センターが発注した点検業務に係る点検成果品の検収 

・センターが運営管理する道路施設維持管理共同システムへの点検成果品等の登

録及び管理 

・点検対象施設の適切な維持管理に寄与する情報の収集と提供 

 

なお、委託される点検業務の対象となる道路施設は橋梁のみであり、定期点検及び

第三者被害予防措置が実施される。 

負担額は神奈川県市町村定期点検標準積算基準に基づいて算定し、協定書により

決定する。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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(6) 急傾斜地崩壊対策事業市負担金 

所管 傾斜地保全課 

予算区分 款 土木費 

項 土木管理費 

目 防災指導費 

細節 負担金［建設目］ 

根拠法令・要綱等 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律、急傾斜地崩壊対

策工事の施行に伴う費用負担等に関する協定書 

制度の種別 その他 

開始年度 昭和 45（1970） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 145,632,378 

交付件数（件） 見積件数 53 

実績件数 72 

交付先（上位一件） 神奈川県 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 5 安全で快適に暮らせるまち 

政策 （1） 災害・緊急事態に強いまちづくり 

施策の目標 ②  市街地の防災対策の推進 

事業成果の定義 防災・減災 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 53 件 

実績 72 件 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

本件事業は、昭和 45 年（1970 年）の開始以来現在まで、着実に

継続し、推進し、市民の日常生活に溶け込み、定着している。近

年、県の財政事情により遅滞しているのが現状だが、県の財政事

情に柔軟に対応しながら、事業を継続していきたい。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

協定書に定めた額により支出している。 
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ア 概要 

急傾斜地崩壊対策事業は、大雨、台風時の降雨の影響等により発生するがけ崩れを

未然に防止するために、法律に基づき指定された「急傾斜地崩壊危険区域」について、

防災施設整備等の工事を行うものである。当事業の実施主体は神奈川県であり、横須

賀市が事業費の一部を負担している。負担額は、「急傾斜地崩壊対策工事の施行に伴

う費用負担等に関する協定書」に基づいて決定する。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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(7) 既成宅地防災工事費助成金 

所管 傾斜地保全課 

予算区分 款 土木費 

項 土木管理費 

目 防災指導費 

細節 補助金［建設目］ 

根拠法令・要綱等 補助金等交付規則、既成宅地防災工事等助成要綱 

制度の種別 市単独 

開始年度 昭和 44（1969） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 43,669,000 

交付件数（件） 見積件数 22 

実績件数 11 

交付先（上位一件） 個人 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 5 安全で快適に暮らせるまち 

政策 （1） 災害・緊急事態に強いまちづくり 

施策の目標 ② 市街地の防災対策の推進 

事業成果の定義  

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 20 件 

実績 11 件 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

本件事業は、その年の災害発生状況に左右されるものであり、平

成 29 年度（2017 年度）は、災害発生時期が年度後半に集中した

ことから、数値目標を達成できなかったのは、やむを得ないと考

える。しかし、急傾斜地崩壊対策事業を補完するものとして不可

欠なものであることには変わりないので、事業の継続は必要。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

要綱に定めた額により支出している。 
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ア 概要 

既成宅地の防災工事等の資金の助成を目的とする補助金である。助成対象の工事

は、（1）既成宅地防災工事、（2）既成宅地地すべり対策工事及び（3）立木伐採工事

の 3 種類である。それぞれの内容、助成額は次表のとおりである。 

なお、（2）既成宅地地すべり対策工事及び（3）立木伐採工事については、当監査

の調査対象の範囲に含めていないため、前頁の補助金実績には含まれていない。 

 

図表 3-14-2 工事内容別の助成額 

工事名 内容 助成額 

既成宅地防

災工事 

がけの高さが 2ｍ以上、角度が 30

度以上のがけの上下に住居がある

場合の防災工事に係る工事費等の

一定額を助成。 

・工事費の額を 2 で除した額と市が一定

の基準に基づいて算定した工事費の

額を2で除した額のいずれか少ない方

の額（1 件につき 500 万円を限度） 

・設計に係る設計費用の 2 分の 1（1 件

につき 5 万円を限度） 

・地質調査に係る調査費用の 2 分の 1（1

件につき 30 万円を限度） 

既成宅地地

すべり対策

工事 

地すべりが発生した既成宅地に構

造物等を設置する工事及び当該工

事に伴う支障物の移設に係る工事

費等の一定額を助成。 

助成対象となる工事費の額を2で除した

額と市が一定の基準に基づいて算定し

た工事費の額を2で除した額のいずれか

少ない方の額（1 件につき 700 万円を限

度） 

立木伐採工

事 

がけに生えている立木（直径が

20cm 以上で、かつ、高さ 5m 以上

のもの）について、一定の条件の

もと、伐採費用等の一定額を助成。 

市長が算出した立木伐採工事に係る費

用の 2 分の 1（1 件につき 10 万円を限

度） 

出典：横須賀市「既成宅地防災工事等助成要綱」（平成 15 年（2003 年）4 月 1 日） 

   当該資料を基に包括外部監査人が作成している。 

 

イ 意見 

（ア） 災害発生前の補助金交付による工事の実施（意見） 

【現状】 

事業の成果を測定する数値目標として、交付件数のみが設定されており、目標 20

件に対し 11 件の交付に止まっている。所管課は、その理由について、災害発生後

に工事を行う場合もあるため、年度内の申請に間に合わず申請件数が少なくなっ

たことによるものと考えている。 
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【課題】 

当補助金の趣旨が、災害発生前にがけ崩れ対策工事が実施されることにより防

災・減災を図ることにあるならば、当補助金が発災前により多く利用されることが

が望ましい。 

 

【意見】 

 災害発生前にがけ崩れ対策工事が実施されることにより防災・減災を図るとい

う当補助金の趣旨を鑑み、発災前により多くの市民に利用されるよう、例えば交付

後のアンケートの実施等による振返りを行うことや、対象者への周知等の方法の

見直し等を検討することが望まれる。 
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15．消防局 

 

(1) 平成 29 年度（2017 年度）消火栓設置等負担金［維持目］ 

所管 消防・救急課 

予算区分 款 消防費 

項 消防費 

目 常備消防費 

細節 負担金［維持目］ 

根拠法令・要綱等 水道法第 24 条第 2 項、水道法第 24 条第 2 項の規定に基づく補

償等に関する協定 

制度の種別 市単独 

開始年度 ― 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 48,493,405 

交付件数（件） 見積件数 46（工事個所数） 

実績件数 75（工事個所数） 

交付先（上位一件） 横須賀市上下水道事業管理者 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 ― 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

消火栓維持に係る費用として妥当である。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

協定に定めたとおりに支出している。 
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ア 概要 

消防・救急課では、毎月市内全ての消火栓（約 3,600 基）の点検を実施している。

点検を実施した結果、修繕が必要と判断された場合には、上下水道局に申請を行い、

修繕工事の実施を依頼する。 

平成 29 年度（2017 年度）においては、予算時の見積件数を大きく超えて修繕工事

が生じている。これは、馬堀海岸付近に設置された消火栓の部品の腐食が想定よりも

進んでいたことから、緊急的に修繕対応を行ったことによるものである。工事件数は

増加したが、工事当たりの単価を抑えるように対応したため、負担金総額としては当

初予算の範囲に収まっている。 

負担金の額については、上下水道局が実施した工事に係る実費を支払っている。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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(2) 平成 29 年度（2017 年度）消火栓設置等負担金［建設目］ 

所管 消防・救急課 

予算区分 款 消防費 

項 消防費 

目 常備消防費 

細節 負担金［建設目］ 

根拠法令・要綱等 水道法第 24 条第 2 項、水道法第 24 条第 2 項の規定に基づく補

償等に関する協定 

制度の種別 市単独 

開始年度 ― 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 42,363,205 

交付件数（件） 見積件数 36（工事個所数） 

実績件数 38（工事個所数） 

交付先（上位一件） 横須賀市上下水道事業管理者 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 ― 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

消火栓設置等に係る費用として妥当である。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

協定書に定めたとおりに支出している。 
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ア 概要 

前述した消防・救急課による消火栓点検のなかで、消火栓の更新が必要になった場

合に支出される負担金である。 

平成 29 年度（2017 年度）においては、予算時の見積件数を大きく超えて修繕工事

が生じているが、前述した維持目の負担金と同様、馬堀海岸付近に設置された消火栓

の部品の腐食が想定よりも進んでいたことから、緊急的に修繕対応を行ったことに

よるものである。工事件数は増加したが、工事当たりの単価を抑えるように対応した

ため、負担金総額としては当初予算の範囲に収まっている。 

負担金の額については、上下水道局が実施した工事に係る実費を支払っている。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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(3) 消防局庁舎管理負担金 

所管 消防局総務課 

予算区分 款 消防費 

項 消防費 

目 常備消防費 

細節 負担金 

根拠法令・要綱等 ― 

制度の種別 その他 

開始年度 ― 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 10,478,583 

交付件数（件） 見積件数 1 

実績件数 1 

交付先（上位一件） 一般財団法人 シティサポートよこすか 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 施設の適正な運営管理 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

保守管理業務委託等は計画どおりであり、突発的に発生した修繕

案件等についても事前に契約当事者間で協議の上実施しており、

適正な事業内容である。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

施設保守管理に係る費用等について、契約当事者それぞれ使用す

る面積に基づいた負担割と照らし合わせることで妥当性を確認

している。 
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ア 概要 

消防局庁舎は、平成 14 年（2002 年）に市役所本庁舎と一体化して建設された。庁

舎は消防局のほか、一般財団法人シティサポートよこすかが利用しており、管理は当

該法人が行っている。両者が使用面積比に応じて管理費を負担している。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 
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(4) 横須賀市運営交付金 

所管 消防局総務課 

予算区分 款 消防費 

項 消防費 

目 非常備消防費 

細節 交付金 

根拠法令・要綱等 横須賀市消防団運営交付金基準 

制度の種別 市単独 

開始年度 平成 12（2000） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 14,669,989 

交付件数（件） 見積件数 1 

実績件数 1 

交付先（上位一件） 横須賀市消防団 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 ― 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

運営交付金として適正に管理・執行できているが、運営補助とい

う観点では予算額が不足しているため、見直しが必要であると実

感している。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

運営交付金基準に定められた配分基準に基づき支出している。 
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ア 概要 

（横須賀市消防団の概要） 

横須賀市消防団は、1 団 9 地区 41 個分団、音楽隊及び女性消防隊が置かれ、消防

団員 960 名で組織されている（平成 30 年（2018 年）8 月時点）。災害時に活動する

一般団員は、市内在住または市外在住で市内在勤・在学の満 18 歳以上 55 歳未満の者

で、会社員、自営業者、学生、主婦など様々な人員により構成されている。 
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図表 3-15-1 消防団組織図 

 

出典：消防局ホームページ「消防団の仕事と組織」 

 

（運営交付金） 

本件交付金は、各分団、音楽隊及び女性消防隊に対して、運営費補助として支出さ

れる交付金である。直近 5 年間の各年度の交付金の状況は、次表のとおりである。 
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図表 3-15-2 各年度の消防団運営交付金の推移 

（単位：円） 

種別 
平成 25 

（2013） 

平成 26 

（2014） 

平成 27 

（2015） 

平成 28 

（2016） 

平成 29 

（2017） 

分団合計 11,069,989 11,069,989 11,069,989 11,069,989 11,069,989 

団本部 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 

音楽隊 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 

消防団合計 14,669,989 14,669,989 14,669,989 14,669,989 14,669,989 

出典：所管課提出資料 

   当該資料を基に包括外部監査人が作成している。 

 

交付金額の算定は、①交付金総額を決定し、②配賦基準に基づき各構成団体に配賦

するというプロセスで行っている。①交付金総額については前年度の交付金額が準

用される（別途予算査定により増減）。②配賦基準については次の内容となっている。 

 

図表 3-15-3 配賦基準 

各消防団の支給額については、予算額（団本部、音楽交付金分を含まない）の 60%

を分団（班）別均等割、30%を人員割、10%を施設割として配分する。ただし、施

設割は、分団別均等割と人員割の残額を加えた額とする。 

出典：所管課提出資料 

   当該資料を基に包括外部監査人が作成している。 

 

平成 29 年度（2017 年度）における各分団（班）別の配分額と支出額実績は、次表

のとおりである。36-2 分団を除くほぼすべての分団において、支出額が配分額を超

えている状況である。また、平成 29 年度（2017 年度）以前直近の 5 年間の支出額

の状況から、継続的に支出額が配分額を超過していることがわかる。 
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図表 3-15-4 各分団（班）別の配分額・支出額実績比較 

（単位：円） 

分団 配分額 支出額 差額 

1 237,773 241,917 ▲4,144 

2 237,773 245,493 ▲7,720 

3 219,428 219,641 ▲213 

4 237,773 238,071 ▲298 

5 237,773 242,829 ▲5,056 

6 237,773 670,205 ▲432,432 

7 237,773 245,122 ▲7,349 

8 256,118 318,406 ▲62,288 

9 256,118 257,881 ▲1,763 

10 237,773 279,685 ▲41,912 

11 237,773 238,413 ▲640 

12 237,773 238,071 ▲298 

13 219,428 219,629 ▲201 

14 237,773 262,033 ▲24,260 

15 256,118 261,222 ▲5,104 

16 256,118 259,384 ▲3,266 

17 237,773 278,291 ▲40,518 

18 252,449 530,301 ▲277,852 

19 349,851 496,374 ▲146,523 

20 346,182 347,106 ▲924 

21 237,773 237,998 ▲225 

22 237,773 243,381 ▲5,608 

23 237,773 240,958 ▲3,185 

24 237,773 251,492 ▲13,719 

25 237,773 238,521 ▲748 

26 256,118 261,529 ▲5,411 

27 256,118 256,861 ▲743 

28 237,773 237,792 ▲19 

29 256,118 256,524 ▲406 

30 237,773 239,285 ▲1,512 

31 215,759 215,808 ▲49 

32 237,773 248,140 ▲10,367 
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分団 配分額 支出額 差額 

33-1 219,428 219,758 ▲330 

33-2 219,428 239,610 ▲20,182 

33-3 219,428 249,898 ▲30,470 

34-1 219,428 220,511 ▲1,083 

34-2 219,428 219,607 ▲179 

35-1 219,428 222,469 ▲3,041 

35-2 219,428 219,688 ▲260 

36-1 219,428 220,184 ▲756 

36-2 219,428 218,406 1,022 

37 237,773 237,953 ▲180 

38 234,104 249,632 ▲15,528 

39 234,104 299,964 ▲65,860 

40 237,773 240,022 ▲2,249 

41 237,773 238,260 ▲487 

分団小計 11,069,989 12,314,325 ▲1,244,336 

団本部 2,200,000 2,559,787 ▲359,787 

音楽隊 1,400,000 1,400,518 ▲518 

合計 14,669,989 16,274,630 ▲1,604,641 

出典：所管課「消防団運営交付金算出明細書」及び「消防団運営交付金決算報告集計

表」（平成 29 年度（2017 年度）） 

   当該資料を基に包括外部監査人が作成している。 

 

図表 3-15-5 各年度の配分額と支出額の推移 

（単位：円） 

 
平成 25 

（2013） 

平成 26 

（2014） 

平成 27 

（2015） 

平成 28 

（2016） 

平成 29 

（2017） 

配分額 14,669,989 14,669,989 14,669,989 14,669,989 14,669,989 

支出額 15,758,473 15,676,443 16,230,838 15,747,715 16,274,630 

差額 ▲1,088,484 ▲1,006,454 ▲1,560,849 ▲1,077,726 ▲1,604,641 

出典：所管課「消防団運営交付金決算報告書」（各年度） 

   当該資料を基に包括外部監査人が作成している。 
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イ 指摘事項 

（ア） 交付金総額の積算根拠が不明確であること（指摘事項） 

【現状】 

交付金総額の積算根拠について所管課へ質問したところ、規則や基準等による

明確な積算根拠が存在しない旨の回答を得た。所管課の推測としては、当交付金制

度は消防団詰所に係る最低限の必要経費等を賄えるようにするために開始した制

度と考えており、この考え方に基づき制度開始当初の必要経費見積×分団数とい

う考え方で交付金総額を積算したものではないかと考えている。 

図表 3-15-5 に示すように、直近 5 年間の交付金配分額と支出額を比較すると、

毎年度支出額超過となっている。 

 

【課題】 

交付金総額の積算根拠が明確でないまま、前年度を踏襲して交付金総額が決定

されている点が課題である。 

消防組織法第 6 条では、「市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果

たすべき責任を有する」とされている。市町村が同法における責任を果たすうえで

は、常設機関としての消防署のみならず、地域の特性等を理解した住民等により構

成されている消防団と連携させ組織運営することが重要である。このため、組織を

維持管理していくうえでの必要経費については市が負担することが必要と考えら

れ、当交付金制度には一定の存在意義が認められる。 

しかし、必要経費の積算については過去の経緯が明確でなく、また明確でないま

ま交付金総額が踏襲され続けている。積算に当たって、どのような経費の種類を対

象とし、それぞれの経費について金額を見積もったのかが不明確である。直近 5 年

間支出額超過が継続している状況も認められ、現状の配分額が消防団の必要経費

の実態に即していない可能性がある。 

 

【指摘事項】 

交付金総額の積算根拠が明確でないまま、前年度を踏襲して交付金総額が決定

されており、当制度の趣旨を踏まえた必要十分な額となっているか不明確な状況

である。 

この点、交付金によって賄うべき必要経費等の水準を明確にし、交付金総額の積

算を見直すことが必要である。積算に当たっては、対象とする経費の範囲、経費の

種類別の必要水準の決定という 2 点が重要である。このうち、対象とする経費の

範囲については、横須賀市消防団運営交付金基準第 1 条のなかで明示されている

ため、特に経費の種類別の必要水準の決定が重要と考える。 
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必要水準の見積に当たっては過去の支出実績が参考になると考えられるが、予

算消化のために必要以上に経費支出を行っている可能性については留意が必要で

ある。特に交際費については、平成 29 年度（2017 年度）実績で支出総額の 37.9%

（6,172,034 円）と最も大きな割合を示しているが、消防団の維持運営との直接的

な関連付けが難しい経費であることから、最低限必要な水準についてより慎重な

検討が必要である。 

 

図表 3-15-6 平成 29 年度（2017 年度）支出額内訳 

（単位：円）             

 金額 割合 

光熱水費 2,760,072 17.0% 

修繕費 498,460 3.1% 

事務費 1,184,194 7.3% 

交際費 6,172,034 37.9% 

雑費 3,601,962 22.1% 

その他 2,057,908 12.6% 

合計 16,274,630 100.0% 

出典：所管課「消防団運営交付金決算報告集計表」（平成 29 年度（2017 年度）） 

   当該資料を基に包括外部監査人が作成している。 
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16．教育委員会 

 

(1) 「デンマーク・デザイン展」開催に係る負担金 

所管 美術館運営課 

予算区分 款 教育費 

項 社会教育費 

目 美術館費 

細節 負担金 

根拠法令・要綱等 － 

制度の種別 市単独 

開始年度 平成 29（2017） 

終了年度 平成 29（2017） 

支出額実績（円） 11,340,000 

交付件数（件） 見積件数 1 

実績件数 1 

交付先（上位一件） 株式会社ブレーントラスト 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 － 

政策 － 

施策の目標 － 

事業成果の定義 観覧者数 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 18,000 人 

実績 19,175 人 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

目標観覧者数を達成できた。 

日本初の本格的なデンマーク・デザイン展（巡回展）であったこ

と、また、快適な居住空間を大切にするライフスタイルに対し共

感が得られたため。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

協定書に定めた額を支出している。 
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ア 概要 

（負担金概要） 

横須賀美術館は横須賀市教育委員会が運営する市立美術館である。横須賀美術館

では、平成 29 年度（2017 年度）にデンマーク・デザイン展を開催した。デンマー

ク・デザイン展は巡回展であり、開催に関する共通経費は巡回する各館が分担して負

担する。従来、横須賀美術館では巡回展の場合、負担分を負担金として計上、支出し

ている。これは、巡回展に参加した美術館が企画会社と取り決めた費用を各館ごとに

負担しているためである旨を所管課からヒアリングした。 

 

（展覧会の実施） 

横須賀美術館では展覧会開催の 2 年以上前から展覧会の計画を立てている。計画

過程で、自主企画、他館との共同企画及び業者からの企画提案に基づく巡回展への参

加を検討する。 

巡回展では、開催を希望する複数の美術館が企画会社等の提案をベースに、意見交

換を行いながら内容の詳細を決定していく。内容決定に際し、開催時期や展示品、規

模等の面で、各館の希望を調整後、協定内容に反映される。契約内容の特殊性から、

入札による業者選定は適切ではないと所管課は考えている。 

 

イ 意見 

（ア） 契約の相手方の確認フローの未整備（意見） 

【現状】 

横須賀美術館では、契約の相手方として適切であるか判断するに当たって、当負

担金に係る契約の相手方の実績、特に他の地方公共団体の公立館が当該契約の相

手方と契約を行ったことがあるかについて、聞き取りやカタログの確認により把

握し判断材料としている。また、インターネットを用いて、契約の相手方について

の情報を検索したり、必要に応じて適時他の美術館とも情報交換を行ったりして

いる旨を所管課よりヒアリングした。 

しかし、上記の業務は所管課担当者が独自で行っているものであり、業務フロー

等は整備されていない。 

 

【課題】 

計画した展覧会が滞りなく実施されるよう、運営を担う所管課として、相手方の

業者が契約締結先として適切か検討する必要がある。検討の視点としては、契約の

相手方が反社会的勢力等でないか、契約した業務を問題なく遂行できる実績や財

務的体力があるかなどが考えられる。また、このような検討は、職員であれば誰で

も同一の水準で実施できるようにする必要がある。 
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現状に記載のとおり、所管課担当者によるこれらの要素の検討は実務上実施さ

れているが、現状の確認は担当者が独自で行っているものであり、チェックリスト

等に記載されたものではない。そのため、人事異動等で担当者が変更になった場合、

同質の確認が実施できない可能性がある。 

 

【意見】 

契約の相手方として適切であるかの検討については現担当者が独自に行ってい

るものであり、チェックリスト等で整備されていない。担当者が変更になった場合、

同水準の確認が実施できない可能性がある。 

そのため、当該検討について、職員であれば誰でも同水準の確認が実施できるよ

うに業務フロー等を整備することが望ましい。 
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(2) 横須賀市奨学金 

所管 支援教育課 

予算区分 款 教育費 

項 教育総務費 

目 事務局費 

細節 補助金 

根拠法令・要綱等 横須賀市奨学金支給要綱 

制度の種別 市単独 

開始年度 昭和 41（1966） 

終了年度 － 

支出額実績（円） 22,760,000 

交付件数（件） 見積件数 200 

実績件数 298 

交付先（上位一件） 個人 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 － 

政策 － 

施策の目標 － 

事業成果の定義 進学の意欲と能力を有するにも関らず、経済的な理由により就学

困難な高校生の減少。 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 － 

実績 － 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

－ 

補助金額の妥当性の

確認方法 

要綱に定めた額により支出している。 
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ア 概要 

横須賀市奨学金は、経済的に余裕がないが進学意欲を有する高校生を対象として、

奨学金を支給するものである。予算上の支給人数は 200 人であるが、実際の応募者

数は毎年 400 人程度である。横須賀市は経済指数を基準に応募者を選別し、奨学生

に選ばれた者に対し月額 1 万円を年 3 回に分けて支給している。 

応募対象者は市内在住で、翌年度に高校生になる中学 3 年生や申請時に高校 1、2

年生の学生である。所管課は、支給前年度の 10 月頃に市内の中学校や支給実績のあ

る高等学校に対しちらし等を配布し、奨学金について周知を行っている。また、横須

賀市のホームページ上でも周知している。 

奨学金の使途については、毎年アンケートで調査している。主な使途としては、学

用品の購入や部活動の費用である。 

奨学金の応募に際しては、応募者本人提出の申請書のほか、所属する学校長の推薦

書等が必要となる。そのため、応募者は学校長が推薦する一定程度の能力や意欲を有

していると所管課は判断している。 

 

イ 意見 

（ア） 繰上支給6の迅速化対応を含む奨学金制度の見直し（意見） 

【現状】 

平成 29 年度（2017 年度）は、予算 24,000,000 円に対し、実際支出額 22,760,000

円であった。平成 29 年度（2017 年度）より、国や県の奨学金制度と当該横須賀市

の奨学金制度の併用を不可能としたため、支給停止や繰上手続に時間を要した。そ

のため、迅速な繰上支給が難しくなり、予算に対し実際支出額が少なくなった。 

 

【課題】 

繰上支給が迅速に行えないことで、本来であれば繰上支給の対象となった生徒

が受給できなくなる。そのことにより、学習機会が損なわれる可能性がある。 

 

【意見】 

横須賀市では迅速な繰上支給が難しくなった結果、予算に対し実際支出額が少

なくなった。繰上支給のリードタイムが長期化することで、本来であれば繰上支給

の対象となった生徒が受給できなくなる。そのことにより、学習機会が損なわれる

可能性がある。 

所管課では、支給対象者の見直しも含め、より効果的な奨学金制度とするため、

奨学金制度の全体的な見直しを検討している。所管課では、神奈川県の奨学給付金

                                                   
6 ここでいう「繰上支給」とは、ある奨学生が何らかの事情により奨学金支給の対象外と

なり、その代わりに別の生徒が奨学生となることを指す。 
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の第一子の支給金額が増加してきており、神奈川県の奨学給付制度が充実してき

ている現状も考慮し、国や県の奨学金制度を補完する制度となるよう見直しを検

討している。予算が効果的に活用され、より生徒の学習支援に寄与するような制度

設計を検討することが望ましい。  
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(3) 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付契約掛金（小学校） 

所管 保健体育課 

予算区分 款 教育費 

項 小学校費 

目 教育振興費 

細節 負担金 

根拠法令・要綱等 独立行政法人日本スポーツ振興センター法 

制度の種別 市単独 

開始年度 昭和 35（1960） 

終了年度 － 

支出額実績（円） 17,287,705 

交付件数（件） 見積件数 1 

実績件数 1 

交付先（上位一件） 独立行政法人日本スポーツ振興センター 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 － 

政策 － 

施策の目標 － 

事業成果の定義 学校等の管理下における児童生徒等の災害に対して、その医療費

等を給付することにより、学校等の運営の円滑化を図る。 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 － 

実績 － 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

－ 

補助金額の妥当性の

確認方法 

法施行令に定めた額により支出している。 
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ア 概要 

（制度概要） 

日本スポーツ振興センター災害共済給付制度とは、独立行政法人日本スポーツ振

興センター(以下、日本スポーツ振興センターという。)と学校や保育所の設置者との

契約である。学校等の管理下における児童生徒等の災害に対して、日本スポーツ振興

センターが医療費や障害見舞金などの災害共済給付を行う制度である。給付の種類

は、学校の管理下で発生した災害により、児童生徒が怪我などを負い医療機関へ受診

した時に発生した医療費などに対する医療費給付、障害が残った場合の障害見舞金、

亡くなった場合の死亡見舞金となっている。 

横須賀市では市立小学校、中学校、高等学校、ろう学校、養護学校、幼稚園の児童

生徒の全員加入としている。また、今回対象とした掛金は横須賀市内の小学校に対す

るものである。 

 

（掛金支払い） 

日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の共済掛金は、日本スポーツ振興セ

ンター災害共済給付契約のために日本スポーツ振興センターへ支払う掛金である。

毎年度 5 月 1 日付の児童生徒数を基準に、毎年 5 月末までに日本スポーツ振興セン

ター指定口座へ支払う。 

横須賀市が保護者負担分を含めた全額を一旦支払い、後日学校を通じて保護者負

担分を横須賀市が徴収している。 

なお要保護・準要保護7の児童生徒については、保護者負担を免除し全額公費で負

担している。 

  

                                                   
7要保護とは、生活保護法第 6 条第 2 項に規定される者をいう。準要保護とは、文部省初等

中等教育局長・文部省体育局長通知第 57 号「要保護及び準要保護児童生徒の認定につい

て」(昭和 38 年（1963 年）1 月 18 日)において規定される者をいう。 
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図表 3-16-1 災害共済給付契約掛金 1 人当たりの年額 

区分 
共済掛金 

（全額） 
設置者の負担額 保護者の負担額 

義
務
教
育 

一般児童生徒等 920 円 552 円 368 円 

要保護児童生徒 30 円 30 円 0 円 

高
等
学
校 

全日制 1,840 円 736 円 1,104 円 

定時制 980 円 392 円 588 円 

幼稚園 270 円 108 円 162 円 

出典：所管課提出資料 

※日本スポーツ振興センターが定める要保護児童生徒にかかる共済掛金は 40円であ

るが、独立行政法人日本スポーツ振興センター法第 29 条第 2 項及び同法施行令第

18 条の規定による国の補助 10 円を差し引いた 30 円が実際の横須賀市の負担額と

なっている。 

※ろう学校、養護学校の小学部、中学部は義務教育に含む。 

 ろう学校の高等部は高等学校全日制に、幼稚部は幼稚園に含む。 

※設置者が負担する額は上記設置者の負担額に特約免責の 25 円を加算した額であ

る。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。  
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(4) 公益財団法人横須賀市学校給食会補助金 

所管 保健体育課 

予算区分 款 教育費 

項 教育総務費 

目 事務局費 

細節 補助金 

根拠法令・要綱等 補助金等交付規則、公益財団法人横須賀市学校給食会補助金交付

基準 

制度の種別 市単独 

開始年度 昭和 44（1969） 

終了年度 平成 29（2017） 

支出額実績（円） 33,178,543 

交付件数（件） 見積件数 1 

実績件数 1 

交付先（上位一件） 公益財団法人横須賀市学校給食会 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 3 個性豊かな人と文化が育つまち 

政策 （2） 人間性豊かな子どもが育つ教育の充実 

施策の目標 ①  生きる力を伸ばす教育の充実 

事業成果の定義 食材調達の確実性と学校現場の負担軽減 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 － 

実績 － 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

食材の発注漏れもなく、各学校に時間内に必要な物資が確実に届

いており、目標は十分に達成されている。なおこの事務を各学校

が行うと相当の事務負担となる。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

交付基準に基づき、支出している。なお、人件費は市の給与費に

準じて支出している。 
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ア 概要 

（公益財団法人横須賀市学校給食会の概要） 

公益財団法人横須賀市学校給食会（以下、学校給食会という。）は、完全給食実施

校の校長からの委任に基づき、学校が給食費の徴収を行う私会計制度のもと運営さ

れていた。具体的には、学校から給食費の預託を受け、食材の発注及び支出業務を行

い、学校現場の事務負担の軽減に寄与していた。 

財源は、食材の調達経費を保護者等からの給食費で賄い、人件費及び運営費を横須

賀市からの補助金としていた。 

なお、平成 30 年度（2018 年度）からは、更なる学校現場の事務負担の軽減と会計

の透明性確保を目的に、学校給食費の公会計化がなされている。そのため、学校給食

会は平成 29 年度（2017 年度）末に解散した。 

 

 （学校給食会の事業内容） 

 学校給食会の事業内容は以下である。 

 学校給食用物資の調達・代金支払業務 

 基準献立・物資検討委員会の運営 

 給食関係講習会等の開催 

 

イ 指摘事項または意見 

 特筆すべき事項なし。 
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17．市議会事務局 

 

(1) 政務活動費 

所管 市議会事務局総務課 

予算区分 款 議会費 

項 議会費 

目 議会費 

細節 交付金 

根拠法令・要綱等 地方自治法、横須賀市議会政務活動費の交付に関する条例、横須

賀市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則、横須賀市議会

政務活動費の交付に関する議会要綱 

制度の種別 その他 

開始年度 平成 13（2001） 

終了年度 ― 

支出額実績（円） 67,939,019 

交付件数（件） 見積件数 33 

実績件数 34 

交付先（上位一件） 市議会議員または会派 

横須賀市第 2 次実施

計画との関連性 

政策の目標 ― 

政策 ― 

施策の目標 ― 

事業成果の定義 議員が調査研究その他の活動を行い、政策提言等に活かす。 

事業成果に数値目標

を設けている場合 

目標 ― 

実績 ― 

所管課による事業成

果の評価とその理由 

議員が調査研究その他の活動を行い、政策提言等に活かしてい

る。また、議員の活動を市民に広報することなどに役立てている。 

補助金額の妥当性の

確認方法 

条例に定めた額により支出している。 
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ア 概要 

政務活動費は、議員に対して交付し、各月 1 日に在任する議員に月額 139,000 円を

4 月から 9 月まで及び 10 月から翌年 3 月までの各区分による期間ごとに交付するもの

である。 

政務活動費は、議員または会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、陳情、各種会議

への参加等、市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民の

福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費に対して交付している。 

政務活動費は、以下の経費に充てることができる。 

 

図表 3-17-1 経費の範囲 

経費 内容 

調査研究費 議員または会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究

及び調査委託に要する経費 

研修費 議員または会派が行う研修会の開催に要する経費及び団体等が開

催する研修会への参加に要する経費 

広報費 議員若しくは会派が行う活動または市政について住民に報告する

ために要する経費 

広聴費 議員または会派が行う住民からの市政または議員若しくは会派の

活動に対する要望、意見等の聴取、住民相談等の活動に要する経

費 

要請・陳情活動

費 

議員または会派が要請または陳情活動を行うために必要な経費 

会議費 議員または会派が行う各種会議の開催に要する経費及び団体等が

開催する意見交換会等各種会議への議員または会派としての参加

に要する経費 

資料作成費 議員または会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 

資料購入費 議員または会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する

経費 

人件費 議員または会派が行う活動を補助する職員の雇用に要する経費 

事務所費 議員または会派が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要す

る経費 

出典：横須賀市「横須賀市議会政務活動費の交付に関する条例」（平成 18 年（2006 年）

12 月 13 日） 別表（第 5 条第 2 項関係） 
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 なお、政務活動費の収支報告（平成 28 年度（2016 年度）分からは領収書等の証拠書

類を含む）及び視察等報告書は、横須賀市のホームページにおいて市民に公開されてお

り、資金の使途について一定の牽制機能が働いていると考えられる。 

 

イ 指摘事項または意見 

特筆すべき事項なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 


