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【調査概要】 

１ 調査目的 

補助金等サービスチェック結果に対する所管課の改善方針および改善状況

把握のため 

２ 調査対象 

13 補助金等 

・平成 23～29 年度にサービスチェックを行った補助金等のうち、改善に向

けて検討中の補助金等                ：９補助金等 

・平成 30 年度にサービスチェックを行った補助金等のうち、「改善すべき点

が見られる」と診断された補助金等          ：４補助金等 

３ 調査の実施方法 

所定の「補助金等サービスチェック改善状況調査表」（エクセル様式）によ

る回答およびヒアリング 

４ 調査期間 

令和元年 10 月４日～令和元年 11 月 27 日 

５ 改善方針結果（13 補助金等） 

①診断のとおり改善    ４補助金等（30.7％）

②診断のとおり改善するよう検討中     ４補助金等（30.7％）

③診断を踏まえ、独自の方法で改善 ２補助金等（15.3％）

④診断を踏まえ、独自の方法で改善するよう検討中 ２補助金等（15.3％）

⑤診断のとおりもしくは独自の方法で改善を 

検討したが難しく、現状維持 

１補助金等（ ８％）
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《改善方針》

①診断のとおり改善

②診断のとおり改善するよう検討中

③診断を踏まえ、独自の方法で改善

④診断を踏まえ、独自の方法で改善するよう検討中

⑤診断のとおりもしくは独自の方法で改善を検討したが難しく、現状維持

①診断のとおり改善（４補助金等）

1 ふるさとにぎわい課 25 P３

2 環境・最終処分場対策課 26 P４

3 福祉課 30 P５

4 ふるさと文化財課 30 P６

②診断のとおり改善するよう検討中（４補助金等）

5 福祉課 26 P７

6 教育振興課 28 P８

7 教育振興課 29 P９

8 コミュニティ文化課 30 P10

③診断を踏まえ、独自の方法で改善（２補助金等）

9 ふるさとにぎわい課 24 P11

10 教育振興課 30 P12

④診断を踏まえ、独自の方法で改善するよう検討中（２補助金等）

11 スポーツ課 27 P13

12 長寿支援課 28 P14

⑤診断のとおりもしくは独自の方法で改善を検討したが難しく、現状維持（１補助金等）

13 こども未来課 27 P15大野城市少年の船事業補助金

記載
ページ

ＭＡＤＯＫＡれくスポ祭補助金

シニアクラブ活動促進事業補助金

補助金等名称

所管課
診断
年度

補助金等名称
記載
ページ

大野城市商店街街路照明事業補助金

大野城市立中学校吹奏楽部合同演奏会補助金

所管課
診断
年度

記載
ページ

介護職員初任者研修受講費助成金

学童農園補助金

大野城市小学校音楽祭補助金

子ども文化活動・交流推進事業補助金

所管課
診断
年度

補助金等名称
記載
ページ

古紙等集団回収奨励金

手をつなぐ育成会運営補助金

古代山城関連事業推進協議会実施事業補助金

所管課
診断
年度

補助金等名称

所管課
診断
年度

補助金等名称
記載
ページ

大野城市商工業振興事業補助金

補助金等サービスチェックに対する改善方針および改善状況調査結果について（令和元年度）

：４補助金等（30.7％）

：４補助金等（30.7％）

：２補助金等（15.3％）

：２補助金等（15.3％）

：１補助金等（ ８％ ）
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■平成23～30年度診断分　補助金チェック　改善状況調査

診断年度

25

診断結果概
要（改善検討
すべき点）

改善方針

改善状況

補助金等名称 所管課

大野城市商工業振興事業補助金 ふるさとにぎわい課

・本補助事業は、商工会法に基づき設置・運営されている特別認可法人である大野城市商工会に対す
る補助金であり、市内の商工業者の経営改善や福利厚生の支援を通じて、目的に掲げた商工業の発
展及び振興に効果を上げているものと考える。
・商工業者を取り巻く経営環境が年々厳しくなっているなか、商工会は地域の商工業者のニーズや要
望を踏まえ、必要な支援に積極的に取り組んでいく必要がある。そのためには、商工業者のニーズ等
を定期的に把握するとともに、その結果を踏まえ、新たな支援策を含めた社会経済環境の変化に合わ
せたメリハリのある経営改善普及事業や地域総合振興事業に取り組む必要がある。
・一方、会員組織率が55％と横ばいで推移し、また、商工会職員が県連人事となっていることから短期
的な人事異動により市内商工業者との関係性が希薄になっているなどの指摘もあることから、会員の
増加に向けた抜本的な対策はもちろんのこと、会員以外の商工業者も利用できる支援メニューについ
ても、これまで以上に明示することが望ましい。

令和元年度

①診断のとおり改善

･商工会は、平成29年3月に国から認定を受けた「経営発達支援計画」に基づき、伴走型
事業者経営支援などに継続して取り組んでいるほか、市の新たな施策にも連携して取り
組んでいるところである。
・会員数については平成30年度末時点で1,811事業者と横ばいとなっているが、組織率は
60.6％と平成29年度から改善している。当該補助金を活用した商工会の事業活動は、国
や県の事業者数が減少しているなか、市域の商工業の振興の一助となっている。
・会員以外の商工業者も利用できるメニューについては、従前からの融資斡旋、経営指
導、各種セミナーの開講のほか、平成27年度から開始した市と連携した「創業支援事
業」、平成30年度から市が新たに開始した中小企業支援施策である「先端設備等導入計
画（平成30年度：申請9件）」に基づく事業者支援においても、事業者の計画策定について
支援を行っている。
（実績値）
　・創業支援事業
　　⇒平成27年度：セミナー参加者  5人・創業者1人
        平成28年度：セミナー参加者  8人・創業者0人
　　　 平成29年度：セミナー参加者  8人・創業者2人
　　　 平成30年度：セミナー参加者22人・創業者3人
　・先端設備等導入計画
　　⇒平成30年度：申請9件
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■平成23～30年度診断分　補助金チェック　改善状況調査

診断年度

26

診断結果概
要（改善検討
すべき点）

改善方針

改善状況

①診断のとおり改善

【1点目】H30年度新聞発行数は約39,901千部（日本新聞協会データ参照）であり、10年前
から22.5％の減少となっている。また、「ごみ減量・リサイクルに関する意識調査」（H28本
課にて実施）の結果から、24％の市民が新聞を購読していないことが判明、加えて、新聞
販売店による戸別回収も強化されている。
その他の紙についても、毎年減少で推移し、過去10年で生産量は20％低下しており、古紙
等回収量が減少し続ける大きな要因と思料する。
なお、Ｒ２年度の一般廃棄物処理基本計画の改訂前に市民意識アンケートを実施予定で
あり、さらなる実態把握に努める。
【2点目】古紙回収団体が回収を依頼する回収業者については、団体が任意で選定するた
め、全ての回収業者の調査は難しいが、市内で回収を行っている事業所に確認したとこ
ろ、古紙以外の不要混入物を除いて、100％リサイクルしている状況である。
【3点目】「ごみ減量・リサイクルに関する意識調査」では、約8割の市民がごみ減量・リサイ
クルに関心があると回答しているが、約半分の市民は奨励金制度を知らなかったことか
ら、イベントや事業等で周知を行っていく。なお、古紙回収団体の取組状況や意識につい
ては、回収団体に対しアンケート調査を実施することを検討していく。
奨励金の交付額の根拠について、本市の交付額は、（基本額７円／Kg＋申請が４回以上
から加算額１円／Kg））などとなっている。近隣市町を見ると、春日市（一律９円／Kg）、太
宰府市（基本額７円／Kg＋補助金（月数割額＋世帯数割額））、筑紫野市（一律８円／
Kg）、那珂川市（基本額６円／Kg＋申請が６回から９回まで２円／Kｇ、10回以上３円／Kg
の加算））となっている。このことから、本市の奨励金の交付額は妥当であると思われる。
【今後の方向性】現在、市の広報、ホームページ、出前講座、生ごみリサイクル講習会、単
身世帯向け共同住宅にターゲットを絞った啓発チラシのポスティングなど、さまざまな手段
により本事業の啓発を行っているところである。結果、活動団体数は年々増加傾向にあ
り、さらに、近隣市町と比較して本市の活動団体数が大きく上回っていることなどから、市
内各区や各種団体による古紙等回収活動は、精力的に取り組まれている状況であると考
える。（Ｒ1.10.1の西日本新聞朝刊で、上筒井シニアクラブによる古紙等回収活動の取り組
みが取り上げられている。）

補助金等名称 所管課

古紙等集団回収奨励金 環境・最終処分場対策課

本事業の目的は、「ごみの減量」と「資源の有効利用」、「清掃思想の普及向上」の３点が挙げられて
いる。
１点目の「ごみの減量」については、古紙等回収量が増えることでごみ焼却量が減少することから有
効性のある取り組みと言えるが、古紙等回収量自体は、平成24年度から平成25年度にかけて減少が
見られる（長期統計は不明）。古紙等の廃棄量自体が減少している影響なのか、ごみ焼却に回された
分が増えている影響なのか、他の廃棄物関係の指標を含め、実態把握のためのさらなる分析が必要
である。
２点目の「資源の有効利用」に関しては、回収業者が古紙等を回収した後の状況（リサイクル率）につ
いて、廃棄物のリサイクル実態について所管課側でも理解が必要である。
３点目の「清掃思想の普及向上」に関しては、その有効性を把握するため、活動団体に対するアン
ケートの実施など効果測定が必要である。
奨励金の交付額（原則として１ｋｇにつき一律７円）の根拠について、不明瞭な点が見受けられること
から、近隣市町村における金額水準の把握を含め、奨励金額の妥当性を担保する必要がある。
【今後の方向性】
本事業の３つの目的について、定量的な達成状況や達成の阻害要因を明らかにすることで、本事業
の費用対効果を高める必要がある。具体的には、「ごみの減量」に関しては、廃棄物全体の発生量・回
収量の推移分析を見た中での古紙等回収量の目標を定めること、そして、古紙等回収量の増加策に
取り組む。また、「資源の有効利用」や「清掃思想の普及向上」に関しては、本事業による影響の分析
をまずは行う。
登録団体の中には、活動実態に乏しい団体も含まれているが、活動を継続するための阻害要因を明
らかにすることで、本事業と並行してどのような情報提供や支援を必要としているのか検証を行う。特
に本事業については、登録団体の活動費用の財源の一部としての側面があることから、今後、奨励金
を見直す場合には、奨励金が活動費用に占める割合の把握や、奨励金変更による登録団体の増減見
込みについて分析を行う。併せて、被交付団体に対し、活動を通じた「ごみの減量化」等に関する意識
向上への働きかけを行う。これらの取組を通じて、団体の活動促進及び意識向上を図る必要がある。
回収頻度や回収箇所等については、各登録団体に委ねていることから、市域内の古紙等回収エリア
について、どの程度の地域差があるのか明らかにすること、そして、取り組みが十分ではないエリアが
ある場合には、関連課と連携し、本事業への登録を促進する。

令和元年度
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■平成23～30年度診断分　補助金チェック　改善状況調査

診断年度

30

診断結果概
要（改善検討
すべき点）

改善方針

改善状況

補助金等名称 所管課

手をつなぐ育成会運営補助金 福祉課

【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。
【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。

令和元年度

①診断のとおり改善

　今後の方向性にあるように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。また、今後も新規会員の加入状況などの確認をし、適切な補助金の交付を
行う。
【取り組み例】
①障がい者福祉講演会、障がい者大運動会などを開催し、市民への理解啓発に努めて
　 いく。
②障がい者のしおり「はばたき」に各当事者団体を紹介し、当事者間での交流を深めても
   らう。
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■平成23～30年度診断分　補助金チェック　改善状況調査

診断年度

30

診断結果概
要（改善検討
すべき点）

改善方針

改善状況

補助金等名称 所管課

古代山城関連事業推進協議会実施事業補助金 ふるさと文化財課

【全体講評】
○補助事業の目的や効果と実施方法について
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。

令和元年度

①診断のとおり改善

  令和元年5月7日に開催した第一回古代山城関連事業推進協議会で協議を行い、大野
城物語については認知・普及に重点を置き、販売にこだわらずに広めていく方針へと転換
した。具体的な方策としては、古代山城大野城に関連したイベントでの大野城物語(マンガ
版)の配布が挙げられる。
　マンガ版は小説版に比べて取り付きやすく、視覚的なインパクトも大きい。これを古代山
城大野城に関連したイベント時に配布することで、以下２つの効果を狙う。
　①大野城物語をより多くの人に知ってもらう
　②参加することでマンガがもらえることを宣伝し、イベントの参加者を増やす
　イベントの思い出だけでなく、マンガという手元に残る品を渡すことで、その後持続的に
想起する機会が増え、それがふるさと意識の醸成へと繋がっていくと考える。また、②は①
に対して相乗効果も見込める。
　まずは大野城物語の存在を認知してもらい、次にそれを入手できる機会としてイベントを
用意する。イベントでは古代山城大野城の魅力を伝え、帰ってから大野城物語を読んでも
らえれば、物語の舞台と現地での体験が結びつき、より満足度の高い想い出となると考え
る。良い想い出こそ、ふるさと意識を芽吹かせ根付かせる土壌となる。
　進捗状況としては、認知度を上げるために市ホームページトップにバナーを設置し、大野
城物語紹介ページへのリンクを作った。8月23日の公開でページ閲覧数が7月11件→9月
55件まで増加しており、効果があらわれている。
　次に試験的な配布イベントとして、都市計画課主導のわくわくウォーク大野城を選定。こ
のイベントは令和元年度より参加者増員を狙って大野城市特産品配布を行うことになって
おり、大野城トレイルを利用して市内の名所を歩くというイベント内容も古代山城関連事業
推進協議会の目的と合致した。10月13日、11月10日、12月15日の計３回行われる予定
で、10月13日の第一回参加者は７名であり、全員に配布を行った。このイベントでの効果
を測定し、今後の配布方法に修正を加える。令和元年度は他に２月ごろ実施予定の日本
100名城バスツアーでも配布を行う予定。広報も市ＳＮＳを利用するなどより幅広く行う。
　令和２年度からは大野城物語紹介ページに配布イベントスケジュールを載せるなど、本
格的に動いていく。
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■平成23～30年度診断分　補助金チェック　改善状況調査

診断年度

26

診断結果概
要（改善検討
すべき点）

改善方針

改善状況

①③⑤「市内の介護事業所等における介護従事者等の確保」について、令和２年度に市
内介護事業所に対して介護労働実態調査を実施し、介護職員の過不足状況・求人条件
などを調査したうえで、就労者助成事業の見直しを実施する。
②改善済み
④上位資格である介護福祉士実務者研修に関する助成については、平成31年２月の追
跡調査から利用者に対して、需要の確認を実施しているところであるが、現状では調査
人数が少ないため、今後１年間、調査をした上で、必要性を判断する。
⑥助成金申請時の申請理由を見ると、「就職のため」という他に、「家族の介護のため」と
いう理由もあり、制度に対する認識もある程度はされていると思われる。

補助金等名称 所管課

介護職員初任者研修受講費助成金 福祉課

①追跡調査の結果から、本事業の目的、「就労機会の拡大」及び「家庭介護の促進」、「市内の介護
事業所等における介護従事者等の確保」のうち、「就労機会の拡大」及び「家庭介護の促進」について
は、有効性が認められるが、「市内の介護事業所等における介護従事者等の確保」については、事業
効果が十分に現れていない。今後は追跡調査結果に基づき、就労者助成の要件についての検証を
行った上で、必要に応じて要件を見直すことが望ましい。
② なお、追跡調査結果では、「活かしていない」の割合が21％であったが、活かしていない理由が不
明であり、次回調査からは理由の把握が可能な設問内容への見直しが必要である。「仕事で活かして
いる」という選択肢については、正規・非正規のどちらの職に就いたのかが分かる選択肢を設定した
方が良い。
③ 事業報告書では、就労者助成の利用低迷の要因の一つに、大野城市の事業所が37％にとどまる
ことが挙げられており、今後は、市外への就労に対しても就労者助成の範囲とする旨の改善方策が
示されている。しかし、この改善方策は、目的「就労機会の拡大」に沿っているが、目的「市内の介護
事業所等における介護従事者等の確保」に沿わない。２つの目的を両立させるため、初任者研修の
受講は本制度を利用していなくとも市内事業所に新たに就労した方を対象にした支援を行うなどの改
善方策についても検討することが望ましい。
④ 本制度の改善方向として示されている上位資格取得支援については、本事業の初期利用者に対
して継続調査を行うことにより、中長期的な利用実態を明らかにした上で、その必要性を判断すること
が望ましい。また上位資格取得支援については、既に介護職として勤務している方に対象者が限定さ
れることから、上位資格取得支援に対し市が関与するべき妥当性やその場合の対象者の要件につい
て、さらなる検討が必要である。
⑤今後の方向性として、「就労機会の拡大」及び「家庭介護の促進」の目的については、制度の周知
を十分に行うことで、受講者助成の件数増加に取り組む。「市内の介護事業所等における介護従事者
等の確保」の目的については、市内事業者を通じた支援に転換するなど、助成のあり方そのものを見
直すことが望ましい。
⑥ 高齢化の進行により、将来的には、家族介護が担う範囲の拡大が見込まれることから、将来的な
家族介護を理由とした受講促進など施策の拡充が望まれる。

令和元年度

②診断のとおり改善するよう検討中
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■平成23～30年度診断分　補助金チェック　改善状況調査

診断年度

28

診断結果概
要（改善検討
すべき点）

改善状況

改善方針

②診断のとおり改善するよう検討中

　実施していない学校（８校）に本事業を広げていくことについて、農地担当部門にも働き
かけて、学校周辺の農地の洗い出しを行ったが、学校から安全に移動できる場所、指導を
してくれる人、子どもたちが活動するための適切な広さであることなど、条件の合う農地が
見つかっていない状況である。
　今後も、農地担当部門と連携して条件の合う農地の探索を継続して行い、適切な農地が
見つかった場合は、事業の拡大に向けて、学校及び農地所有者との協議を進めていくこと
としたい。

補助金等名称 所管課

学童農園補助金 教育振興課

【全体講評】
○補助事業の目的や効果について
・「補助事業の目的」には、「農業に対する子どもたちの理解深化」、「子どもたちに対する食育の推
進」、「農地の荒廃を防止するための農地保全」があげられており、参加した児童の活動の様子等を踏
まえ、これらの目的に即した効果が認められる。
・一方、小学校全10校のうち補助対象が２校に留まっている。総合的な学習の時間を活用した授業の
一環としての取組であることから、他の学習テーマとの兼ね合いも含めて学校長の裁量の範囲である
ことから、すべての小学校で本補助事業を活用することは強制できないが、事業効果が限定されてい
る状態である。
○補助金の支出内容について
・補助金の支出内容については各学校の裁量となっているが、特に実地指導、作物管理などに関する
農地提供者等に対する支払費目とその金額基準について、所管課としての考えをまとめておく必要が
ある。

【今後の方向性】
・児童の視点からみた公平性の確保を考慮し、本補助事業の意義・実施効果を実施していない８校も
含めてすべての学校長に対して積極的にＰＲすることが望ましい。
・また、本補助事業を活用して学童農園を実施したい場合でも、農地の確保が実施のための必要条件
である。そのため、農地担当部門を通じて本補助事業の意義・実施効果を農地所有者に対して積極的
にＰＲしてもらうとともに、農地担当部門に対しても、提供農地の開拓に積極的に取り組んでもらうよう
に働きかけることが重要である。

令和元年度

8



■平成23～30年度診断分　補助金チェック　改善状況調査

診断年度

29

診断結果概
要（改善検討
すべき点）

改善状況

改善方針

　令和元年度の音楽祭は、平成29、30年度と同様、全小学校のうち、半数が参加すること
で実施。
　事業当日は、午前に心の教育推進大会（スピーチ等）、午後に音楽祭を開催し、心の教
育フェスティバルとして一体的な運営を14年前から実施しており、まどかフェスティバルの
一事業でもあるため、抜本的な対策をするためには、他の関連事業も併せて見直す必要
がある。これらを踏まえ、今後のあり方について検討を進めている。

補助金等名称 所管課

大野城市小学校音楽祭補助金 教育振興課

【全体講評】
・観客席数に対して参加児童数及び保護者等の観覧者が過剰であったことから、観覧者の安全確保
や他の学校の児童の発表を見学できるように、平成29年度からは毎年半数の小学校が参加すること
で、２年で全校が参加できる方式に変更した。
・効果については、参加する学校間で、音楽祭を通して交流を深めるとともに、児童に音楽のよさや、
目標に向かう努力や仲間との協力などを伝えることができている。
・しかし、平成29年度からの新方式では、１学年の全児童しか参加できない大規模校では、６年間在籍
する場合でも半数の児童しか参加できないことになり、すべての児童が参加する特別活動（学校行事）
ではなくなった。現状では一部の児童が参加する学校行事であることから、平成29年度の事業内容で
は、公平性や受益者負担の適切さの観点から、平成28年度と同じ評価は難しいと思われる。

【今後の方向性】
・本補助金を受益者負担のないまま継続するためには、全児童が参加でき、かつ、参加児童が他の学
校の発表も充分に聴く時間を確保することが必要。
・観覧者の安全性も確保できるように、「心の教育フェスティバル」の一環としての開催ではない形に変
更するなど、小学校音楽祭の開催方法を抜本的に見直す必要がある。

令和元年度

②診断のとおり改善するよう検討中
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■平成23～30年度診断分　補助金チェック　改善状況調査

診断年度

30

診断結果概
要（改善検討
すべき点）

改善方針

改善状況

補助金等名称 所管課

子ども文化活動・交流推進事業補助金 コミュニティ文化課

【全体講評】
○補助事業の目的や効果について
事業費補助の３つの事業（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）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。
【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。

令和元年度

②診断のとおり改善するよう検討中

・遠地への旅行を伴った子ども文化交流事業については、必要性・有効性、また、参加者
が文化連盟所属の子ども団体会員のみとなっている等の課題の検証を行う必要があった
ため、令和元年度については遠地へは行かず、内容を変更して、市内で子ども文化交流
事業を実施した。詳細については、一般の子どもの参加を可能とし、８月25日に開催し、粘
土造形の体験を行った。広報期間を十分に確保することができず、全体の参加者74名
中、一般参加の子どもは10名であったため、今後は参加を促すため、早めの周知や広報
の方法を検討をする必要がある。また、遠地に出向く事業については、今後必要性・有効
性を検証した上で実施するか検討する必要がある。
・受益者負担については、これまで食料費へ充当する額のみであったため、大野城市補
助金交付規則の趣旨を十分理解し、交付目的に従って公正かつ効率的に必要な参加費
徴収について今後慎重に検討していきたい。
・本事業は「子どもの文化活動をとおした次代を担う子どもたちの健全育成」を目的に実施
しており、今後もその効果を検証した上で、実施や改善等、文化連盟と協議･検討していく
必要がある。
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■平成23～30年度診断分　補助金チェック　改善状況調査

診断年度

24

診断結果概
要（改善検討
すべき点）

改善方針

改善状況

補助金等名称 所管課

大野城市商店街街路照明事業補助金 ふるさとにぎわい課

補助対象の３地区のうち、商店街の維持が困難な錦町と南ヶ丘については、所管課の検討のとお
り、庁内の関係課や大野城市商工会、各地区の商店街と調整の上、街路灯から防犯灯への切り替え
を進める。
当面の間、街路灯を維持する白木原地区も含め、費用対効果を検証し有利な財源の活用も図りなが
らＬＥＤ化を進める。
また、３地区とも設備の老朽化が進んでおり、安全を確保するため、維持管理に関し設置者と充分協
議していく必要がある

令和元年度

③診断を踏まえ、独自の方法で改善

・街路灯の新設・改修については、現在の「大野城市商店街街路灯設置費及び街路照明
事業費補助金交付規程」上、地域商店会の持ち出し負担が必要であるが、各商店会の資
金からは捻出が困難な状況にあることから、各商店会及び商工会と協議を重ねていたとこ
ろ、現在補助を行っている３商店会（白木原、錦町通り、南ヶ丘）において、街路灯の維持
が困難なことから、１本又は２本の街路灯撤去の意向が示された。これにより、老朽化に
伴う安全面の確保や補助金の減額となることから、今後についても、引き続き商工会や各
商店会と協議を重ねていき、防犯灯への切替を含め、検討していく。
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■平成23～30年度診断分　補助金チェック　改善状況調査

診断年度

30

診断結果概
要（改善検討
すべき点）

改善状況

改善方針

補助金等名称 所管課

大野城市立中学校吹奏楽部合同演奏会補助金 教育振興課

【全体講評】
○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。

令和元年度

③診断を踏まえ、独自の方法で改善

　吹奏楽部以外の芸術文化部活動では、筑紫地区文化連盟主催の文化振興事業等で作
品の展示や発表をしており、市では、その文化振興事業に対して、補助金を別途支出して
いる。また、地区大会から上位進出した際は、その旅費などを支出している。このことか
ら、吹奏楽部と比較しても公平性に欠けることはなく、適切に支出していると考えており、
今後も、本補助金については、継続していく考えである。
　なお、令和元年度の吹奏楽合同演奏会では、補助金対象とする支出の見直しを行い、
演奏会以外でも使用される消耗品を補助対象外とし、改善を行った。
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■平成23～30年度診断分　補助金チェック　改善状況調査

診断年度

27

診断結果概
要（改善検討
すべき点）

改善方針

【全体講評】
本事業は、目的に関する効果検証がほとんど実施されていないことから、補助事業に対する市民ニーズや費用対効果や
波及効果が把握しにくい。少なくとも、市民アンケート調査及び来場者アンケート調査によって、以下効果検証を実施する必
要があるものと考える。
ⅰ）ＭＡＤＯＫＡれくスポ祭の市民の認知度及び過去の参加度、評価（軽・ニュースポーツの普及、地域住民の交流促進など
の効果に関して）について
ⅱ）ＭＡＤＯＫＡれくスポ祭に参加したことで認識した軽・ニュースポーツについて
ⅲ）ＭＡＤＯＫＡれくスポ祭に参加したことで始めた軽・ニュースポーツについて
ⅳ）各地区のＭＡＤＯＫＡれくスポ祭で参加した軽・ニュースポーツやイベント等の別に対する評価（継続の意向、参加の誘因
など）について
「地域住民の交流の促進」を主な目的とする場合は、そもそも軽・ニュースポーツを中心とする事業に拘らずに、他の類似
事業も含めて最適な事業内容に見直すことが重要である。
中央地区のアンケート結果によると、参加者の年齢層が10代以下の若年層が57％で最も多い状況にあることから、軽・
ニュースポーツだけに拘るのでは無く、市内の各種競技団体が集まり、体験コーナーをイベント内に設けることにより、一般
的なスポーツの普及のための取り組みも検討することが望ましいと考える。
「その他収入」の金額によって、食糧費や諸謝金の規模が影響を受けており、地区によって開催費用にばらつきが見られ
る。４地区の情報を共有し、より効率的に運営している例があれば積極的に参考にし、他地区と比べて過大な費用がかかっ
ている例については改善を図る必要がある。
【今後の方向性】
補助事業の目的である「「地域住民の日常的なスポーツ活動の促進、定着をはかり、いつでも誰でも、気軽に楽しめるコ
ミュニティスポーツの推進を図るため」に関して、定量的な効果測定が不十分であり、補助金の有効性が十分に説明できな
い状態にある。少なくとも市民アンケート調査や各区共通の設問で構成する来場者アンケート調査を実施し、ＭＡＤＯＫＡれく
スポ祭の認知度・参加度・期待度や、参加したことが軽・ニュースポーツの理解や日常的な実施にどの程度つながっている
のかを把握・分析することが必要である。
また、10歳以下の若年層やその保護者が中心の来場者である実態を踏まえて、軽・ニュースポーツ以外の一般的なス
ポーツの普及の場としての事業内容のあり方の検討も必要と考える。
また、各地区同額の定額補助金であるが、地区によって収入・支出の構成や来場者数に違いがあることから、各地区で実
施されている歳入拡大・歳出抑制・来場者増加に関する創意工夫の共有促進も重要と考える。
【その他】
各地区の収支決算書に、バザー出店に対する助成金の支出が計上されている場合があるが、そもそも助成金の必要性を
検証する必要がある。一般的に、バザー出店にあたっては、出店者が事業主催者に対して出店料等を支払うことが想定され
る中、補助金も活用しながら助成金を支出している事に関して、バザー出店の希望者数、バザーの売り上げ及びその処理方
法、助成金の有無による出店数や販売金額の違いなどを調査分析することが望ましい。

補助金等名称 所管課

ＭＡＤＯＫＡれくスポ祭補助金 スポーツ課

④診断を踏まえ、独自の方法で改善するよう検討中

1.全体評価からの改善状況
　①平成29年9月実施の「第6次大野城市総合計画策定のための市民満足度アンケート調査」の報告書に
　　よると、「全ての市民が生涯にわたって自主的にスポーツに親しむことが出来るような普及と啓発活動」
　　に対して
　　　　イ．満足度では、理解者が53％（満足3%、やや満足13%、普通37%)。不満足の回答が13％（あまり満
　　　　　　足していない9%、不満足4%）。内容を知らない・未回答が34％となっている。
　　　　ロ．重要度では、重要が49％（重要17%、やや重要37%）。重要ではないが7％。認知はしているが、
　　　　　　どちらとも言えないが27％。知らない・無回答が17％となっている。
　　　　上記から、れくスポ祭を含むスポーツイベントは市民に認知された重要な事業といえると考えている。
　　　　調査結果を踏まえて、令和2年度以降更なる事業の周知・啓発を行うこと、及び、市民の運動ニーズの
　　　　把握に努めていく。
　　②個別指摘事項の改善状況
　　　　ⅰ）市民の認知度、参加度、普及についての評価
　　　　　イ．認知度においては、上記結果による。各コミの取組みとして、構成する区において全戸にチラ
　　　　　　　シを配付（３コミ）している。又、市では、9月15日号の広報で周知を図っている。
　　　　　　令和元年度から、スポーツ課で作成した考察をもとに、各コミ事務局長と充実に向けての情報交
　　　　　　換を行う。
　　　　　　ロ．参加度については、スポーツ課における検討資料で、平成29年度以降確認していくことに
　　　　　　　　した。平成30年度は、データ不足で中止。令和元年度から再開。
　　　　　　ハ．評価に関しては、平成29年度の各行政区の事業調査（区総会資料から）で、全27区のうち
　　　　　　　　24区が区民対象のスポーツ行事として、軽・ニュースポーツを実施している。
　　　　ⅱ）参加したことで認識した競技
　　　　　　イ．令和元年度から南コミで区対抗として実施しているディスコンは、平成30年度のれくスポ祭から
                拡大した競技である。
　　　　ⅲ）参加したことで始めた競技
　　　　　　イ．新たに組織され、定期的に練習が行われている種目はなし。
　　　　　　ロ．各ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰにニュースポーツの用具(予算から購入）を整備し市民への貸出しを行って
　　　　　　　　いる。
　　　　ⅳ）競技についての評価
　　　　　　イ．各コミの実行委員会において、事業の反省・評価が行われており、競技や事業内容の選択が
　　　　　　　　進められている。
　　　　　　ロ．平成28年度から、各地区（４地区）ともにチャレンジシートに付したアンケートを実施している。
　　　　〇．ⅰ～ⅳ以外の分（れくスポ祭で、軽・ニュースポーツ以外の類似事業も含めて見直しを）
　　　　　　イ．この項目については、前回の意見書と同様。
２．今後の方向性
　　①令和元年度から再開する、各コミの参加者アンケートを集約したデータを、スポーツ課において検証し、
　　　　結果を、各コミュニティ運営協議会事務局長とともに協議を行い改善をめざす。
３．その他
　　①バザーについては、補助金事業であることを踏まえ、各コミ総予算の支出内訳を精査することにより、
　　　各コミ実行委員会において課題として取り上げている。　令和元年度以降も、市の担当課、市体育協会と
　　　各コミの実行委員会で協議を重ねながら問題点の改善を進めていく。

改善状況
令和元年度
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■平成23～30年度診断分　補助金チェック　改善状況調査

診断年度

28

改善方針

改善状況

診断結果概
要（改善検討
すべき点）

【全体講評】
・本補助事業の目的は「シニアクラブ連合会の活動に対して補助金を交付することで、クラブの活性化
を支援するもの」で、その具体的な内容は「会員及び活動に参加する人が増える」「会員が積極的に参
加できる環境の中で、元気なアクティブシニアが増えた状態」などが挙げられている。しかし、シニアク
ラブの会員数は平成20年度から平成27年度まで、ほぼ横ばいで推移しており、対象年齢人口に占める
会員の割合は平成23年度から平成27年度で減少傾向が続いている。この様に、現状は補助事業の目
的の達成に向けた活動が十分に成果に結びついていない状況が確認できる。さらに、会員の高齢化
が進む中で、本補助事業が、目的達成に向けての期待する成果を十分に発揮させるための検討が必
要と考える。
・補助金等に関するチェック項目で、所管課の評価がＢ（評価項目の内容に一部合致しているが、補助
事業の交付内容のあり方について改善するべき点がある）となっている「市民ニーズの把握・活用」が
不十分である限りは、本補助事業の有効性は高まらないものと考える。シニアクラブ会員の実態や、会
員・非会員を問わず市民の「シニアクラブの認知度・活動に対する評価、会員にならない理由、今後の
シニアクラブに期待する役割、市が補助事業を通じてシニアクラブに期待するべき役割」などの意向を
把握・分析することが重要である。
・現在の補助事業の目的に基づく限りは、補助事業の使途としては適正である。しかし、効果の視点か
らは現在の事業内容から得られる効果は限定的である。
・本補助事業は、シニアクラブ連合会を対象としたものであるが、各単位シニアクラブの会員増・活動活
性化に対して、各補助対象事業が具体的にどの様な効果を発揮しているのかを検証する必要がある。
【今後の方向性】
・現在のシニアクラブ連合会の会員の実態や活動内容を前提とすれば、補助事業の目的・期待する成
果は十分とはいえない状況であり、見直しが必要である。具体的には、市が一部の高齢者のみが参加
する団体に対して補助金を支出する目的や意図、補助金支出によってシニアクラブ連合会に期待する
成果を見直し、市の高齢者政策に即して重点的に支援する活動を明らかにする必要がある。
・見直しにあたっては、会員の実態及び意向の把握・分析、及び、50歳以上等の広く市民を対象とした
意向の把握・分析の結果を踏まえて、高齢者に対する政策全体の中で目的・意図・期待する成果・補
助事業の対象などを検討することが重要である。
・なお、シニアクラブの加入年齢が60歳以上である要件に拘束されずに、補助対象とする年齢の見直し
や社会貢献活動や介護予防活動に対する支援に特化するなど、市の政策的な意図や重点的に支援
する活動、それにより期待する成果を踏まえた基準・要件とすることが望ましい。
【その他】
・繁雑な補助金申請事務は、担当者が高齢者である以上、マニュアル整備や理事会等での助言指導
だけで負担感を解消することは困難と考える。また、本補助金以外に、地域団体が活用できる他の補
助金も多く、団体からみたときに相談するべき部署が分かりにくい問題もある。
・これらの問題を解決するためには、分かりやすい決算等の書類整備に留まるのではなく、シニアクラ
ブ連合会に経理・庶務作業を担える非常勤職員等（単位シニアクラブの相談にも対応）を雇用するため
の補助金を設けることや、庁内で地域団体に対する補助金のワンストップ窓口を設けることなどを検討
する必要がある。

補助金等名称 所管課

シニアクラブ活動促進事業補助金 長寿支援課

令和元年度

④診断を踏まえ、独自の方法で改善するよう検討中

　　シニアクラブに補助金を支出する目的・意図については、前回調査の回答のとおりシニ
アクラブの活動は本市の計画に即したものであると判断する。
 　補助対象事業の効果・成果については、令和元年度中にシニアクラブ会員に対する実
態・意識調査等を実施し、その結果により、効果・成果の達成度合いの確認することとす
る。また、この調査をもとに補助金の見直しを検討するとともに、シニアクラブ加入促進に
ついてシニアクラブと協議していくこととする。
 　なお、その他事項にある煩雑な補助金申請事務については、引き続き、シニアクラブ内
での補助金の整理ができるよう、申請及び報告時期に担当者から指導等を行うこととす
る。
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■平成23～30年度診断分　補助金チェック　改善状況調査

診断年度

27

改善方針

改善状況

補助金等名称 所管課

大野城市少年の船事業補助金 こども未来課

令和元年度

⑤診断のとおりもしくは独自の方法で改善を検討したが難しく、現状維持

診断結果概
要（改善検討
すべき点）

本事業の目的として、「青少年の健全育成のため、・・・青年はリーダーとしての資質向上に努め、少年は団体生
活の楽しさや社会参加の意義を学ぶ。」が挙げられている。この目的から読み取れる対象と補助金によって期待
する効果は、青年は、「リーダーとしての資質が向上する」、少年は「団体生活の楽しさを理解する、社会参加の意
義を理解する」と整理できる。前述の補助事業の目的を達成するためには、旅費が高くなる沖縄を研修地としなけ
ればならない必要性は認められない。一方、所管課が挙げた沖縄を研修地とする狙い「慰霊活動を行い、現在の
平和に感謝すること」は、沖縄以外に長崎・広島でも達成可能である。
効果検証の一環として参加した少年を対象にアンケート調査が行われているが、本事業の目的や狙いを検証で
きる設問で構成した、参加者（小中学生、指導員・スタッフ）、参加者の保護者を対象としたアンケートを実施する
必要がある。
参加者以外への補助事業の成果の広がりが認められない。また参加した研修生のうち、指導員になった割合は
５％程度に留まっている。これらから、補助事業としての公共性は低く、費用対効果や波及効果は認められないも
のと判断する。
市民ニーズについて、小中学生の保護者へのアンケート調査を実施しているだけで、事業の認知度、参加の有
無等のニーズに関する具体的な分析・検証の結果が示されていないことから、評価できない状況にある。
・九州地方など近場で実施すれば、参加者負担を下げることで参加者の増加や補助金額の削減が可能となり、補
助事業としての費用対効果の向上が期待できる。
福岡県や民間企業等が開催するサマーキャンプ等の類似事業を調査分析し、どのような点が保護者の興味を
惹いているのか、またプログラム内容や料金設定等の水準について妥当なものとなっているか検証し、事業の内
容や補助対象・補助金額を見直すことも必要である。
【今後の方向性】
本補助事業の目的は、指導者育成を含む「青少年の健全育成」を掲げながら、「平和教育の推進」も狙いとして
挙げることで、研修地を沖縄で固定化しているが、その結果として事業費の増大・受益者負担の増大・補助金額
の増大など、費用対効果が悪化している状況にある。一方、参加者やその保護者等に対する効果検証が不十分
であり、補助事業の効果が検証できない状況にある。
最低限、事業実施による十分な効果検証と、他の組織等が実施する類似事業との比較も含めた本事業に対す
る市民ニーズを調査分析し、早急に本事業の公共性や有効性を具体的に説明できる状態にする必要がある。さら
には、補助事業の多様な目的のうち、特に優先するべき目的を明確にした上で、類似事業を参考としながら、沖縄
を研修地とすることに拘らずに、費用対効果の高い研修プログラムを新たに企画立案することが重要と考える。
【その他】
被交付団体に対して、参加者が減少傾向にあること、小中学生を対象としながら中学生の参加者が極めて少数
であることなどの要因を把握分析し、事業内容の改善に取り組むように要請する必要がある。
補助対象となっている事業費の精査が必要である。具体的には、団服・団帽製作費については、より安い経費
での調達方法を検討するよう被交付団体に協力を打診する必要がある。また、映画制作費については、補助事業
の目的達成への貢献度が比較的低いことから、補助対象とすることに疑問が残る。もし記録動画が必要であった
としても、家庭用ビデオ録画機を利用した過度に加工をしない方法で制作するべきである。なお、発注適正化の視
点で、映画制作費の金額の妥当性を検証することが望ましい。

・これまで実施してきたアンケートでは、団員も保護者も、その成長を感じており、一定の
成果があると認められる。
・団員募集では、チラシを小・中学校や市役所の窓口などで配布しているほか、昨年度か
ら子ども会育成会にも協力してもらい、チラシの配布や回覧を実施した。昨年実施したア
ンケートでは、中学生の認知度は４割程度であったが、小・中学生の保護者については、
約8割が認知していた。学校等でのチラシ配布は特に有効な周知方法であるが、40年以
上事業が続いていることが、認知度を高めている要因のひとつでもあると思われる。以上
のようなことから、「少年の船＝沖縄」ということも、多くの人に認知されていることと予測で
きる。
・この研修では、船での宿泊を行うことにって、非日常的な環境の中で活動を行い、団員
同士の仲間意識を深めたり、協力することの大切さを学んだりする。
・被爆地である広島や長崎での平和学習（慰霊活動など）は、修学旅行などでも訪問する
ことがあり、原爆の恐ろしさを学ぶ機会がある。また、戦争といえば原爆をイメージしやす
いが、沖縄は国内唯一の地上戦が行われ、長期間にわたって住民が逃げ惑いながら犠
牲となっており、原爆の一瞬の恐ろしさとは違う戦争の悲惨さを学ぶことができる。
・沖縄には独特の文化やことば、風土などがある。普段接することが少ない文化などに触
れることで、団員が驚いたり、感動したりして、視野を広げられるとともに、特別な場所に来
たという印象を与えることで、その記憶が残るのではないかと考えられる。
・上記のことから、船中泊を伴い平和学習や独特の文化などに触れること、40年以上積み
上げたノウハウが、安全な研修を維持する要素ともなっていることから、研修地について
は、現状のまま沖縄とすることが望ましい。
・なお、平成30年度、令和元年度は中学生の参加費を減額し、受益者負担の軽減を図っ
ている。また、生活保護や児童扶養手当の支給を受けている家庭に対しては、研修費の
半額を助成し、多くの人が参加しやすいように努めている。
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