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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。 

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

                                                   
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。 
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（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

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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（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。 
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 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。 

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。 
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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。 

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 
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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． 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 

 

ア 要綱等の整備（指摘事項 1）（報告書 13 頁） 

 

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。 

 

2． 総務部 

 

(1) 職員厚生会交付金 

 

ア 交付金交付要綱の不作成（指摘事項 2）（報告書 16 頁） 

 

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。 

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 1）（報告書 17 頁） 

 

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 2）（報告書 17 頁） 

 

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
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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。 

  

3． 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 

 

ア 負担金交付額の管理規約の記載（意見 3）（報告書 24 頁） 

 

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。 

 

(2) 商店街にぎわいづくり事業補助金 

 

ア 仕入控除税額の取扱いの明確化（指摘事項 3）（報告書 28 頁） 

 

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。 

 

(3) 商店街街路灯等電気料金等補助金 

 

ア 仕入控除税額の取扱いの明確化（指摘事項 4）（報告書 30 頁） 

 

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求め
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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。 

 

(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 

 

ア 要綱等の整備（指摘事項 5）（報告書 33 頁） 

 

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。 

 

(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 

 

ア 要綱等の整備（指摘事項 6）（報告書 36 頁） 

 

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。 

 

(6) 平成 29 年度（2017 年度）横須賀集客促進実行委員会負担金 

 

ア 要綱等の整備（指摘事項 7）（報告書 38 頁） 

 

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
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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 1.(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。 

 

(7) よこすか開国祭補助金 

 

ア 事業評価指標（意見 4）（報告書 42 頁） 

 

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 8）（報告書 42 頁） 

 

観光協会に対する補助金の要綱が作成されていない。 

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。 

 

(8) 横須賀市観光協会事業費補助金 

 

ア 外郭団体評価指標の設定（意見 5）（報告書 45 頁） 

 

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
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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 9）（報告書 46 頁） 

 

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 10）（報告書 46 頁） 

 

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。 

 

(9) 各地区観光協会補助金 

 

ア 補助金不用額の精算方法（指摘事項 11）（報告書 49 頁） 

 

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 6）（報告書 50 頁） 

 

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 7）（報告書 50 頁） 

 

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 8）（報告書 51 頁） 

 

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
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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。 

 

4． 市民部 

 

(1) コミュニティ活動推進交付金 

 

ア 交付金額算定方法の見直し（指摘事項 12）（報告書 58 頁） 

 

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 9）（報告書 59 頁） 

 

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。 
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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 10）（報告書 60

頁） 

 

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。 

 

5． 福祉部 

 

(1) 横須賀市シルバー人材センター管理運営費等補助金 

 

ア 補助金の積算根拠の確認（指摘事項 13）（報告書 132 頁） 

 

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。 

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。 

 

(2) 民間社会福祉施設運営費補助金（運営費補助） 

 

ア 申請時の年間延人数内訳の確認の徹底（指摘事項 14）（報告書 135 頁） 

 

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 15）（報告書 136 頁） 

 

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、
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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。 

 

(3) 老人クラブ運営費補助金 

 

ア 交付要綱を踏まえた実態の是正（指摘事項 16）（報告書 139 頁） 

 

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 17）（報告書 140 頁） 

 

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。 

 

(4) 軽費老人ホームサービス提供費補助金 

 

ア 実績報告書の提出期限超過（指摘事項 18）（報告書 142 頁） 

 

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 19）（報告書 143 頁） 

 

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。 

 

(5) 障害者グループホーム家賃等補助金（運営費補助） 

 

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 20）（報告書 148 頁） 

 

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。 

 

(6) 障害者地域作業所等運営費補助金 

 

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 21）（報告書 153 頁） 

 

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。 
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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。 

 

(7) 民間社会福祉施設運営費補助金（運営費補助） 

 

ア 交付対象施設の限定（指摘事項 22）（報告書 157 頁） 

 

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。 

 

(8) 民間社会福祉施設育成費補助金 

 

ア 交付対象施設の限定（指摘事項 23）（報告書 160 頁） 

 

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。 

 

(9) 民間社会福祉施設従事職員育成費補助金 

 

ア 交付対象施設の限定（指摘事項 24）（報告書 163 頁） 

 

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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(10) 横須賀市社会福祉協議会運営費補助金 

 

ア 補助金額の計算誤り（指摘事項 25）（報告書 169 頁） 

 

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。 

 

6． 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 

 

ア 全体管理費の按分割合の見直しの必要性（意見 11）（報告書 176 頁） 

 

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。 

 

7． こども育成部 

 

(1) 社会福祉施設育成費補助金 

 

ア 補助金の支給先の対象範囲（指摘事項 26）（報告書 188 頁） 

 

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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(2) 社会福祉施設従事職員育成補助金 

 

ア 補助金の支給先の対象範囲（指摘事項 27）（報告書 190 頁） 

 

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。 

 

(3) 保育所等運営費補助金（分園推進事業補助金） 

 

ア 補助額の算定方法（指摘事項 28）（報告書 194 頁） 

 

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。 

 

(4) 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） 

 

ア 補助金の支給先の対象範囲（指摘事項 29）（報告書 196 頁） 

 

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) 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） 

 

ア 補助金の支給先の対象範囲（指摘事項 30）（報告書 198 頁） 

 

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。 

 

(6) 幼稚園型一時預かり事業費補助金 

 

ア 補助額の検証（指摘事項 31）（報告書 217 頁） 

 

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。 

 

8． 資源循環部 

 

(1) し尿収集代行事業 

 

ア し尿収集単価決定に係る積算前提の妥当性（指摘事項 32）（報告書 223 頁） 

 

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
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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 12）（報告書 225 頁） 

 

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。 

 

(2) 浄化槽清掃代行事業 

 

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 33）（報告書 228 頁） 

 

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 13）（報告書 230 頁） 

 

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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9． 経済部 

 

(1) 地震保険等補助金 

 

ア 中央労働金庫以外の金融機関での住宅ローンを利用した場合の当制度利用の可

否（意見 14）（報告書 240 頁） 

 

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。 

 

(2) 横須賀商工会議所補助金 

 

ア 補助金の使途の事後的な確認（意見 15）（報告書 242 頁） 

 

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。 

 

(3) 企業等立地奨励金 

 

ア 成果の測定（意見 16）（報告書 249 頁） 

 

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。 
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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。 

 

(4) 企業等拡大再投資奨励金 

 

ア 成果の測定（意見 17）（報告書 252 頁） 

 

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。 

 

10． 土木部 

 

(1) 狭あい道路拡幅整備費補助金 

 

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 34）（報告書 261 頁） 

 

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 18）（報告書 262 頁） 

 

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
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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。 

 

(2) 既成宅地防災工事費助成金 

 

ア 災害発生前の補助金交付による工事の実施（意見 19）（報告書 272 頁） 

 

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。 

 

11． 消防局 

 

(1) 横須賀市運営交付金 

 

ア 交付金総額の積算根拠が不明確であること（指摘事項 35）（報告書 286 頁） 

 

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。 

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。 
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12． 教育委員会 

 

(1) 「デンマーク・デザイン展」開催に係る負担金 

 

ア 契約相手方の確認フローの未整備（意見 20）（報告書 289 頁） 

 

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。 

 

(2) 横須賀市奨学金 

 

ア 繰上支給2の迅速化対応を含む奨学金制度の見直し（意見 21）（報告書 292 頁） 

 

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。 

 

 

 

以上 

                                                   
2 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。 


