
平成30年度包括外部監査結果に係る意見への対応状況について

1 17
使途不明確の現
金預金の存在

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。

職員厚生会の保有する現金預金については未処分利益剰余金として
計上されているが、その使途については、今後の長期的な展望の中で
明確化していくよう職員厚生会事業・制度検討委員会の中で検討してい
きたい。

2 17
カフェテリアプラン
事業の若年層の
低利用率

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。

職員厚生会のカフェテリアプラン事業については、20代職員の利用率
が低い要因を分析するとともに、周知方法やメニュー内容についても検
討するよう働きかけていきたい。

1 24
負担金交付額の
管理規約の記載

　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。

管理組合に規則を設けるよう提案した。それを受け、管理規約の改正
が実施された。

2 42 事業評価指標

　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。

事業成果については、「交流人口の増加」ばかりでなく、経済波及効果
等を含めて、その評価を行うよう検討していく。

3 45
外郭団体評価指
標の設定

　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。
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。

観光協会の組織強化に向けた中長期的な方針と併せて、評価指標に
ついても検討していく。
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4 50 補助対象経費

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。

補助金の対象経費については、一定のルールを定める必要があると
考えているため、補助対象経費の項目について検討していく。

5 50 実績報告書書式
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。

補助金の主旨を踏まえ、対象団体が補助金交付申請時等において提
出する予算書に記載される経費の内訳やその経費に対する負担等が
適切に行われているか、否か等を確認する必要があるため、決算書等
に決算額と併せて予算額を記載し比較できる様式とするよう検討してい
く。

6 51 予算枠組み

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。

補助金の交付決定の方法の見直しについては、効率性を求める以前
に、現行において交付先の団体において適切な補助金の運用がなされ
ていることが重要であり、今後検討する補助対象経費の項目や精算方
法が順守されるかを見極めたうえで、検討していく。また、少額補助の事
業については、費用対効果のほか、各事業の成り立ちや地域における
文化の保存等の観点も考慮し、見直しを検討していく。

1 59
定量的な成果の
設定及び効果測
定の実施

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。

定量的な指標を設定することで、客観的な評価ができ、そのうえで事
業成果の評価を行うことは大切なことだと認識している。本意見を参考
に、定量的な指標を設定できるか検討していきたい。

2 60

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

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。

これまでも、町内会・自治会の総会終了後、速やかに提出をお願いし
ている。遅延の理由は様々だが、本意見のとおり、提出が遅れる町内
会・自治会があるのは事実であるので、できるだけ速やかに提出される
よう、指導を徹底していきたい。
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1 176
全体管理費の按
分割合の見直し
の必要性

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。

○按分割合の見直しについて

按分割合に影響すると考えられる大きな変更が生じた場合には、ウェ
ルシティ超高層棟管理組合及びウェルシティ公社街区全体管理協議会
と按分割合の見直しを協議する。
ただし、今回は、ウェルシティ超高層棟管理組合との協議の結果、次
の理由から、現在の按分割合の見直しは、当面行わないこととする。
（理由）
・管理費の按分割合は、ウェルシティ超高層棟管理組合と介護付有料
老人ホームヴィンテージ・ヴィラトレクォーレとで構成するウェルシティ公
社街区全体管理協議会において、協議を重ね合意に達したものであ
る。
・毎年６月に開催する同協議会総会において、按分に基づき管理費収
入が承認されている。
・建設時から、按分割合の見直しに影響するような大きな変更はない。

○根拠資料の適切な管理・保管について

管理費負担割合にかかわる根拠資料等、重要書類については、市と
ウェルシティ超高層棟管理組合、ウェルシティ公社街区全体管理協議会
のそれぞれが、適切に管理・保管することを確認し合った。

1 225

し尿収集業務に係
る適切な業務形
態の継続的な検
討

　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。

下水道の整備や人口減など、し尿収集の需要は今後も減少傾向が続
くと予想される。
このため、直営制度のように、市が新たに資金投入をして事業主体と
なることは、費用対効果の面からも望ましくないと考える。
加えて、本事業は安定的かつ確実に実施する必要があるため、前段
（ア）の指摘事項も踏まえて、適切な事業形態を検討していく。

2 230

浄化槽清掃業務
に係る適切な業務
形態の継続的な
検討

　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。

下水道の整備や人口減など、浄化槽清掃の需要は今後も減少傾向が
続くと予想される。
このため、直営制度のように、市が新たに資金投入をして事業主体と
なることは、費用対効果の面からも望ましくないと考える。
加えて、本事業は安定的かつ確実に実施する必要があるため、前段
（ア）の指摘事項も踏まえて、適切な事業形態を検討していく。
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1 240

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

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。

当該制度が適切に運用できるよう、制度変更の可否について、継続的
に検討していく。

2 242
補助金の使途の
事後的な確認

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。

本意見は、総勘定元帳と実際の支出が相違している可能性があり、現
在の確認方法では、相違があった場合に発見できないという趣旨である
と理解する。
しかし、総勘定元帳と支出が不一致であるとすれば、補助対象事業費
の積算以前に、法人として是正すべきもので、当然、法人としての決算
の監査で発見されるべきものと考える。
また、提出された書類に疑義があれば、必要な書類等の確認は引き
続き行っていく。

3 249 成果の測定

　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。

事業効果を定量的に測定すべく、本市の「経済波及効果分析ツール」
等を用いた適当な効果測定の方法を検討していく。

4 252 成果の測定

　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。

事業効果を定量的に測定すべく、本市の「経済波及効果分析ツール」
等を用いた適当な効果測定の方法を検討していく。

1 262 補助金の有効性

　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。

補助金交付後にアンケートを実施し、アンケートを参考に利用促進に
向けた施策等を検討していく。

2 272
災害発生前の補
助金交付による工
事の実施

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。

補助金交付後にアンケートを実施し、アンケートを参考に対象者への
周知方法等の見直しを検討していく。
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1 289
契約の相手方の
確認フローの未整
備

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。

契約に際しては、主に相手方の実績等の確認により、適切であるかど
うかの判断を行っており、また、当該巡回展における他の美術館の参加
状況によっても、その適切性が担保されている。しかし、今後はさらに、
実績の判断基準等を整備することを検討したい。

2 292

繰上支給の迅速
化対応を含む奨
学金制度の見直
し

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。

平成30年度及び令和元年度は、平成29年度よりも適正かつ効率的に
支給停止及び次点者への繰上支給を行うこととする。
また今後は、国・県の制度を補完するようなより効果的な仕組みを考
え、市奨学金制度の見直しを検討したい。
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