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１．サービスチェック対象事業補助金等 

  ①子ども文化活動・交流推進事業補助金 

  ②手をつなぐ育成会運営補助金 

  ③大野城市立中学校吹奏楽部合同演奏会補助金 

  ④古代山城関連事業推進協議会実施事業補助金 

２．サービスチェック実施日 

  平成 31 年１月 30 日（水） 

３．講評 

（１）各補助金等の講評 

①子ども文化活動・交流推進事業補助金 

【全体講評】 

○補助事業の目的や効果について 

 大野城市文化連盟が実施する 3つの子ども文化事業（子ども文化団体育成事業、子ども文化交流

事業、子ども文化活動活性化事業）に対する事業費補助で、「市内の子ども文化団体相互の親睦

と融和を図るとともに、子ども文化活動をとおして、次代を担う子どもたちの健全育成に寄与す

る。」を目的としている。しかし、現状は以下に示す多くの問題を有している。 

 ３事業のうち子ども文化活動活性化事業のみ、文化連盟所属子ども団体の非会員の一般の子ども

が参加可能である。その結果、３事業の補助金決算額計 597,567 円のうち、本事業の 43,504 円

（7.3％）が補助金の直接的波及効果として子どもの文化活動の普及効果が認められるだけで、

残りは自ら希望して子ども団体に所属する会員の子どもに限定した効果に留まっている。なお、

子ども文化団体育成事業の参加・利用の人数（62,000 人）はおおの山城大文字まつり全体の来

場者数が計上されているため、実態としては子ども団体会員の発表の場であり、大野城物語ショ

ーの鑑賞者のうちの子どもにのみ間接的波及効果が認められるに留まっている。 

 子ども文化活動活性化事業は文化発表・文化体験実施８団体の全てがダンス・演舞等であり、分

野が極めて限定されている。 

○補助金等に関するチェック項目について 

 受益者負担の適切さについて、事業費決算額のうち、補助対象外である食料費（計 114,618 円）

を除く 597,567 円が補助対象決算額で、事業参加者は子ども文化交流事業で全額食料費へ充当す

る参加費の負担に留まり、実態としては 100％補助事業であり、受益者負担については見直しを

検討する必要がある。 

○補助金の支出内容について 

 子ども文化交流事業は１泊２日を基本とする遠地への旅行を伴う内容であり、３事業の補助金決

算額計 597,567 円のうち 81.0％（484,274 円）と大半を占めている。さらにそのうち 299,854

円は遠地へのバス賃貸料・高速代・燃料費の移動コストである。このように多額の移動コストの

全額助成による遠地での交流事業の必要性・有効性の検証が必要である。 
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【今後の方向性】 

 「子ども文化活動をとおした次代を担う子どもたちの健全育成」の目的に対して、費用対効果の

高い補助金とするために、一般の子どもたちの文化活動普及に対する直接的効果拡大の視点と、

適切な受益者負担水準のあり方の視点を中心に、市の文化・芸術政策（そのうち特に子どもを対

象とする政策）における本補助金の位置づけ・期待する効果を再検討した上で、見直しを行う必

要がある。 

②手をつなぐ育成会運営補助金 

【全体講評】 

○補助事業の目的や効果、チェック項目について 

 所管課の認識のとおり、インターネットによる情報収集の容易化を主な要因とする新規会員の減

少や、高齢化を要因とする活動参加者の固定化傾向など、当該団体の活動の低迷が認められ、そ

の結果として、本補助金の有効性が低下傾向にあるものと考える。 

○補助金等に関するチェック項目について 

 公共性について、知的障がい者（児）の保護者で構成する大野城市手をつなぐ育成会（情報共有、

助け合い等の活動により会員の不安解消と障がい者（児）の福祉増進を図ることが目的）に対す

る運営補助であり、公共性の高い障がい福祉に関する補助金である。 

 受益者負担の適切さについて、収入決算額 1,184,703 円のうち市補助金は 18.2％、会費収入

13.7％、その他収入（共同募金配分金等）68.1％で、市補助金：会費収入＝57:43 の比であるこ

とから、受益者負担のあり方は問題ない。 

【今後の方向性】 

 今後は所管課検討のとおり、当該団体の会員だけの参加ではなく、対象範囲を広げた活動内容と

することで幅広い市民に知的障がい者（児）に関する情報が正しく伝わり、障がい者（児）およ

び保護者の不安解消や新規会員の加入など当該団体の活動活性化に取り組んでいくことが望ま

しい。 
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③大野城市立中学校吹奏楽部合同演奏会補助金 

【全体講評】 

○補助事業の目的や効果と実施方法について 

 市内の市立中学校の教員で構成される任意団体（大野城市立中学校吹奏学部合同演奏会実行委員

会）に対する事業費補助で、具体的には５中学校の吹奏楽部生徒が一般観客の前で合同演奏を発

表することにより、市民に吹奏楽の良さを知らせるとともに、生徒に音楽を愛する心を培うこと

などを通じて芸術の向上に寄与する目的を有する。５校計 326人の部員と 275 人の観客に対する

効果は認められる。 

○補助金等に関するチェック項目について 

 公共性について「義務教育活動の 1つとして公共性は高いと判断する」とあるが、補助事業の目

的には義務教育活動の視点はなく、政策体系上も「芸術文化の振興」であることから、「市民に

開放した行事」のみで「Ｓ評価」は過大である（Ａ評価が妥当）。 

 公平性について、市立中学校には吹奏楽部以外の芸術文化に関する部活動があるにも関わらず、

吹奏楽部のみを対象とした補助金となっており公平性に欠ける。また、吹奏楽部のみを固定的に

補助対象としている理由も不明確である。 

 受益者負担の適切さについて、市補助金以外の収入はなく事業費の全てが補助金の対象となって

いるが、公益性・必需性の観点から全額補助すべきかどうかの検討が必要である。 

○補助金の支出内容について 

 補助対象経費の消耗品費のうち「楽器用消耗品」として計上された「楽器のリード」は、合同演

奏会だけで使用され消耗するのではない（合同演奏会以外でも使用され消耗する）ことから、補

助対象経費としては適切ではないと考えられる。 

 現在、書類上は全事業費が補助対象（100％補助）となっているが、他に収入・支出がないかを

確認した上で、事業全体の決算資料を整理する必要がある。 

【今後の方向性】 

 複数分野の芸術文化に関する中学校の部活動が存在するにもかかわらず、他の芸術文化系部活動

に対する同種の補助事業がなく吹奏楽部合同演奏会のみを対象とする補助事業は、公平性に欠け

る。分野に制限なく芸術文化に関する中学校部活動の５中学校合同による発表会を対象とする補

助事業に変更し、補助対象組織は公募で募集し公正に審査した上で交付決定するなど制度の見直

しも検討すべきである。 

 現在、50 万円を上限に平成 29 年度は楽器用消耗品を含めて全支出が補助対象となっているが、

今後吹奏楽部以外の芸術文化部活動も補助金申請を可能とすることも想定し、補助対象の支出に

関して基準を明確化する必要がある。 
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④古代山城関連事業推進協議会実施事業補助金

【全体講評】 

○補助事業の目的や効果と実施方法について 

 大野城市の市名の由来となっている「大野城」を市民共通の文化遺産・歴史的資産として守り伝

え活かすために開催した「古代山城サミット」を契機に実施してきた「まちづくり」「ふるさと

意識醸成」の取組を将来に渡って発展、深化をさせていくことを目的とした、文化団体・地域団

体・商工団体・学校・市などが参加する協議会に対する事業費補助であり、公共性・公平性が認

められる。 

 補助金に基づき、古代山城サミット、古代山城交流事業、日本 100 名城バスツアー、「私のふる

さと」ＣＤ制作・配付、大野城物語普及啓発活動事業などを行っている。一方、本事業の目的に

関し、大野城市の市名の由来や水城跡・大野城跡が７世紀につくられたことの認知度は、平成

20 年と平成 30 年の比較では、小学生・中学生で大幅に上昇したが一般市民では減少している。

調査対象の抽出方法に違いがあったとはいえ、一般市民に対する事業の効果が不十分な状況であ

る。 

 以上から、補助金を活用し様々な事業を実施しているが、補助金の目的達成に向けた効果が十分

に発現しているとはいえない状況にある。 

【今後の方向性】 

 社会移動（転入・転出）により市民の流動性が高い大野城市では、市民のふるさと意識の醸成は

重要な課題である。そのため、「大野城跡」や「水城跡」を市民共通の文化遺産・歴史的資産と

して活用し、ふるさと意識醸成やまちづくりを推進するための本補助金は、重要な政策と位置づ

けられる。しかし、一般市民の大野城市の市名由来等の認知度の低下で推測されるように、古代

山城関連事業推進協議会が実施する事業の効果・成果の向上が必要である。 

 古代山城サミットが関連自治体の中で連携が不十分な自治体があるなど、各事業を実施する目的

や期待する成果を十分に検討し、より高い成果が発現できる事業内容にゼロベースで徹底的に見

直すなどの強化が必要である。例えば、過年度に投資し完成している大野城物語（書籍、マンガ、

紙芝居）について販売売上額を高めるための改善を行っているが、本事業が優先するべき効果は

「より多くの市民を始めとする人々に入手してもらい読んでもらうことで大野城市の市名由来

等を理解し、その結果としてふるさと意識の醸成やまちづくりを推進すること」であれば、書籍

の代金を大幅に値下げすることや大野城市民には原価＋送料だけで販売する、電子書籍化して希

望する市民には無料で配付するなど、大胆なキャンペーンを実施することで普及拡大を狙うこと

が考えられる。また、今回の日本 100 名城バスツアーについては、市民以外の方をターゲットと

しており、参加者 43人のうち市民は７人 16.3％となっている。次年度以降、本事業を実施する

場合には市民と市民以外のどちらをターゲットとして設定するのかによって参加要件や参加費、

スケジュール、ルートを検討する必要がある。 
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（２）全体を通じた来年度に向けた改善事項 

平成 31 年度から始まる第五期公共サービスＤＯＣＫ事業では、補助金等サービスチェックは民間

活用のあり方診断から施策マネジメント診断の対象に移行する予定である。そのため、同様に施策マ

ネジメント診断に移行する予定のフルコスト計算書診断（経常事業が対象）、初期診断（実施計画事

業が対象）との違いも含め、以下の事項に留意することが望ましい。 

○「施策マネジメント診断」における評価シートの検討 

 補助金事業は市が直接実施する事業とは異なり、市以外の主体が実施する事業等に対して補助金

を活用した支援を通じて、最終的に市の政策目的の達成を目指すことから、評価シート等の情報

量が非常に多くなっている。一方、施策マネジメント診断では他の事務事業との相対的な比較が

重要となる。 

 よって、第五期公共サービスＤＯＣＫ事業では、経常事業や実施計画事業も含め、各事業の内容

を適切に診断できるよう、評価シートについては比較が容易になるような工夫を行うことが望ま

しい。 

○「補助金等のチェック項目」の精度向上 

 補助金事業は、特定の被交付団体が実施主体として行う事業に対する財政的支援であり、市が実

施主体として行う事業と比べると、補助金事業の所管課の説明責任はより重要である。そのため、

所管課が行う「補助金等に関するチェック項目」に基づく評価等は、客観性・透明性の担保は当

然であり、さらに被交付団体が実施する事業の成果向上の促進や、補助金を財源とした費用対効

果向上の促進、補助金事業の必要性・適切性維持の促進などに資する内容であることが求められ

る。 

 しかし今年度の診断対象となった４つの補助金事業では昨年度と同様に、「補助金等に関するチ

ェック項目」に基づく評価（特に公共性・公平性・受益者負担の適切さ）で、具体的な根拠が不

十分であるにも関わらず高評価（Ｓ・Ａ）となっている場合があるなど精度にばらつきが見られ

た。補助金はあくまでも市が直接実施するべき委託事業とは異なることを前提に、特に公共性の

担保や公平性に対する基準、受益者負担の適切さなどの説明に関し市所管課が重大な責任を負っ

ていることを改めて認識する必要がある。 
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４．審議体制と流れ

■民間活用のあり方診断部会 委員名簿 

委員 赤間 功一 企業経営者 

委員 野村 ひとみ 接遇インストラクター 

委員 井手 容子 公募市民 

委員 吉良 幸生 公募市民 

部会長 佐々木 央 コンサルタント 

副部会長 中村 明彦 市職員（企画政策部長） 

委員 橋本 成宣 市職員（自治戦略課長） 

委員 増山 竜彦 市職員（財政課長） 

部会での審議後、公共サービス改革委員会で審議 

■公共サービス改革委員会 委員名簿 

委員長 村藤 功 大学教授 

委員 斧田 みどり 公認会計士 

委員 赤間 功一 企業経営者 

委員 平尾 敬一 社会保険労務士 

委員 野村 ひとみ 接遇インストラクター 

委員 井手 容子 公募市民 

委員 吉良 幸生 公募市民 

副委員長 佐々木 央 コンサルタント 

以上 


