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第４回府中市補助金検討会議の開催結果 

 

 

１ 日  時  平成２８年８月４日（木）午後２時～午後３時４０分 

２ 場  所  府中市役所北庁舎第３会議室  

３ 出席委員  ５名（五十音順） 

        大坪弘委員、木村俊介委員、熊谷麻貴子委員、清水美砂子委員、 

曽我好男委員 

４ 出席職員  田中財政担当参事、石橋財政課長、矢ケ崎政策課長、板橋政策課長補佐 

武澤財政課主査、遠藤財政課主査、奥政策課主任 

５ 傍 聴 者  １名 

６ 内  容  (1) 議題 

         ア 補助金の実績評価及び予算審査のあり方について 

(ｱ) 一般的な事業費補助とは異なる類型の補助金の検証 

(イ) 事業の費用対効果・目標達成度を測る成果指標の設定 

 (2) その他 

７ 配布資料  資料１６ 一般的な事業費補助金とは異なる類型の補助金 

資料１７ 行政活動の成果を測る指標 

        資料１８ 事務事業点検で活用した補助金事業に対する成果指標の事例 

        参考１０ 平成２９年度以降の市の取組 
（補助金検討会議の主要な検討テーマ） 

        参考１１ 事務事業点検で活用した成果指標一覧（施策分野別） 

        参考１２ 一般的な事業費補助金とは異なる類型の補助金一覧 

        参考１３ 平成２６年度事務事業評価で活用した補助金事業に対する指 
標一覧 
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会 議 録 

 

○事務局 皆様、こんにちは。定刻の前ですが、皆様お揃いですので、ただ今

から第４回府中市補助金検討会議を開催いたします。 

 それでは、進行につきまして、会長よろしくお願いいたします。 

○会長 皆さん、こんにちは。 それでは、これから第４回の府中市補助金検

討会議を開催いたします。 

 なお、本日の会議の予定ですが、概ね１時間半から２時間程度で終了したい

と思いますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 では、まず初めに事務局に確認をいたしますが、本日の傍聴の申し出の状況

はいかがでしょうか。 

○事務局 本日の傍聴希望者は１名でございます。 

○会長 それでは、皆様にお諮りいたします。傍聴の申し出がありますが、傍

聴を許可することにご異議はございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○会長 それでは、事務局は傍聴者を会議室の中に案内してください。 

（傍聴者、入室） 

○会長 次に、委員の皆様の出席状況について、事務局から報告をお願いしま

す。 

○事務局 本日は、全ての委員がご出席されています。 

○会長 それでは、本日の次第の内容に入る前に、第２回及び第３回会議録の

確定をしたいと思います。 

 既に、委員の皆様には事前に送付していますが、何か修正等の連絡が事務局

にありますでしょうか。 

○事務局 第２回の会議録につきまして、１件連絡をいただきました。具体的

には第２回会議録の１７ページにございます３年程度の中期計画と単年度のレ

ビューの部分でございまして、ご発言及び会議録の修正ではございませんが、

より分かりやすく解説するという趣旨で、委員ご本人から補足の説明をいただ

ければと思っております。 

○会長 それでは、補足の解説をお願いします。 
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○委員 では、手短に申しあげます。今回いただいた第２回目並びに第３回目

の会議録、議事録にも繋がるわけなのですけれども、ちょっとこれを今の状態

で、皆様がお集まりの段階ではご理解いただいていると思うのですが、例えば

１年先、２年先という経年変化で、私の説明が多少分かりにくい部分があると

すれば、多少なりとも追加のご説明を入れておいた方がよろしいかなと思いま

して、ちょっとご案内差しあげました。 

 大したことではないのですけれども、まず、第２回目の今ご紹介いたしまし

た１７ページ、それから第３回目の２８ページに繋がるのですけれども、この

中で１つの経過期間として３年間を基準とするという文言がありますので、そ

の時もお話があったかと思うのですが、単年度の完結形の事業対象先を除きま

して、複数年度に渡る交付の対象先については、３年間をとりあえず基準とさ

れていますと。現状ですね。その中で、３年間経たないと結果が見えないのか

という私の質問をさせていただいたかと思うのですけれども、これは一般民間

であれば、例えば中・長期の経営計画においては、３年間なら３年間取り組み

まして、初年度が終わった段階で初年度の見直し、並びに次年度の予算作成に

入っていくわけです。一歩下がって、また一歩前進する。こういう形で取り組

んでいくのが一般的なやり方かなと思いまして、その時私の説明をさせていた

だいたと思うのですが、この中では３年経過したという形で書かれていたと思

うのですけれども、そうすると、初年度、２年度を経過しても３年度を経ない

限りはその結果の進捗というのははっきり見えないということですと、やはり

皆様から大切な税金等を預かっている中で、それはちょっとどうなのかなとい

うことで、その時にお話をさせていただいたと思います。 

 したがいまして、出来ればどこかに追加説明としていただけば、各年度ごと

の事業ビジョンを取り込んで書いていただくということが１点、それから２点

目は、当該年度の終了時に総括レビューを行うということが２点目、３点目に

次年度の、翌年度の事業の確定ということで、これは定性的な部分ですけれど

も、定量的にはいわゆる補助金の額に対して使用明細ですね。使途明細、いわ

ゆる決算をつける。並びに次年度のビジョン確定の時には、予算の執行予定を

書かれる。 

 これは、今までもそういう経緯を踏んでいらっしゃるかなとは思うのですけ
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れども。ですから、各単年度ごとの内容精査と決算報告をつけてというのが、

この補助金における筋道ではないかなとちょっと考えましたので、ちょっとこ

の内容を見まして、それを追加をいただければなと思いました。 

 まず皆さん、各委員のご賛同がいただければと思いますが、ご意見いただけ

ればと思います。 

○会長 今、委員がおっしゃっているのは、今の３年ごとの見直しについての、

今の扱いについての今後改善すべきではないかという１つのご意見ということ

ですか。 

○委員 ご提案とさせていただければなと思います。 

○会長 この第２回、第３回の議事録そのものというよりは、むしろ今後の話

としてそういう改善をしていったらどうかというご趣旨のご意見ということで

しょうか。 

○委員 私の第２回、第３回の発言の中で、今申しあげたところの掘り下げた

お話をちょっとそこまでできなかったと思います。したがって、これを後日皆

さんご覧になるか、あるいは一般の方がご覧になって、今私が申しあげた部分

がきちっと正確に読み取っていただければ構わないのですけれども、必ずしも

そうではないかなと思いましたので、ですから、どこかで、今回の第４回目で

も結構ですけれども、そういう意見が発言者の私から出たということで、追記

の形でいただければありがたいのかなと。 

○会長 そこは事務局、どうでしょうか。 

○事務局 第２回、第３回の発言自体は、委員さんの方から発言された内容で

できれば確定をさせていただければと思っておりますが、本日、このような形

で追加でさらに詳しい解説をしていただきましたので、今回の発言につきまし

て、第４回の会議録の中で残したいという風に思っております。 

○会長 それでよろしいですか。 

○委員 結構です。 

○会長 では、そのように扱ってください。 

 それでは、この会議録、第２回、第３回については、この場で確定をするこ

ととして、今後事務局において市政情報公開室や市のホームページ等で公開す

ることとします。 
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 続いて、お手元の次第に従って議事を進めますが、初めに事務局から資料の

ご確認をさせていただきます。 

○事務局 それでは、確認いたします。本日は、後ほどご審議いただく議題に

直接かかわる資料といたしましては、「資料１６ 一般的な事業補助金とは異な

る類型の補助金」、「資料１７ 行政活動の成果を測る指標」、「資料１８ 事務

事業点検で活用した補助金事業に対する成果指標の事例」を配付しております。

また、本日の議題に関連のある参考資料といたしまして、「参考１０ 平成２９

年度以降の市の取組（補助金検討会議の主要な検討テーマ）」、「参考１１ 事務

事業点検で活用した成果指標一覧（施策分野別）」をお配りしております。また、

事前に送付済の資料のほか、本日追加した参考資料といたしまして、「参考１２ 

一般的な事業費補助金とは異なる類型の補助金一覧」、「参考１３ 平成２６年

度事務事業評価で活用した補助金事業に対する指標一覧」をお配りしておりま

す。 

 これらの資料につきましては、不足等はございませんでしょうか。 

 それでは、資料の確認につきましては、以上でございます。 

○会長 それでは、本日の議題に入ります。 

 初めに、議題１の補助金の実績評価及び予算審査のあり方についての１件目、

その４、一般的な事業費補助とは異なる類型の補助金の検証について、事務局

から説明をお願いします。 

○事務局 はじめに、資料の内容に入ります前に、本日の会議で設定しており

ます２件の議題と各資料の関係性のほか、前回の会議で説明が不十分だった項

目の補足説明をいたします。 

 前回の第３回会議におきましては、新たな評価区分の設定に向けた方向性と

して５つの項目を掲げ、そのうち１つ目の「積立金・繰越金の規模が大きな団

体補助金」につきまして、データをお示ししてご審議いただきましたので、本

日はその続きといたしまして、２つ目の「一般的な事業費補助とは異なる補助

金」及び３つ目の「成果指標を設定する余地のある補助金」の２項目を議題と

しております。なお、資料及び参考資料につきましては、本日追加したものが

あるため一部で順番がずれておりますが、１件目のテーマに関わるものが資料

１６及び参考資料の１２、２件目のテーマに関わるものが資料１７と１８及び
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参考資料の１１と１３でございます。 

 次に、前回の会議の補足でございますが、この検討会議の主要な検討事項で

ございます、来年度以降の本市の取組の範囲が分かりにくく、委員の皆様を混

乱させてしまった面があったと反省しております。そこで、参考資料１０に基

づき、この補助金検討会議の主要な検討テーマにつきまして、改めて確認させ

ていただきます。 

 恐れ入りますが、参考資料１０「平成２９年度以降の市の取組（補助金検討

会議の主要な検討テーマ）」をご覧ください。 

 表の中心より上の部分につきましては、前回の会議で配布いたしました資料

１０を集約したもので、本市の過去の取組でございます。これに対しまして、

中央より下の部分が、来年度以降に本市が取り組んでいく項目を示しておりま

す。表の下段中央のやや右側に実線の矢印で示しております「例年の予算審査」

及び一番右側に記載しております「例年の行政評価」につきましては、取組相

互で評価の視点や指標の連動性を更に高めるなど、改善を図るべき点もござい

ますが、基本的には文字通り定例的な取組として、今後も引き続き実施するも

のでございます。それに対しまして、表の下段中央に色を変えて表示しており

ます「特別な評価作業」が、来年度以降の市の取組でございまして、この補助

金検討会議のメインターゲットでございます。これまでの審議を振り返ります

と、見直し方針や評価項目の改良のほか、記載の①から⑤までの評価区分など

につきまして、様々なご意見をいただいております。また、次回以降の会議で

は、それ以外の評価区分の設定や個人補助金の見直しのほか、見直しとは反対

に新設や拡充をするべき補助金への対応や、補助金とは別の手法で市民が市民

を支える仕組み作りなどにつきましても、ご審議いただきたいと考えておりま

す。これらの「特別な評価作業」につきましては、補助金の必要性を根本的に

見つめ直すことや、中期的な観点から評価・検証を行うものであることから、

毎年度の予算案の額を確定させることをミッションとする「例年の予算審査」

とは切り分けて実施しなければ、所期の成果が得られないのではないかという

ことが、事務局として抱いている問題意識であり、この検討会議を設置した背

景でもございます。そこで、来年度以降は、表の上段にございます、平成１７

年度から２０年度に掛けて実施した補助金総点検を一つのモデルといたしまし
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て、見直し・改善に着手してまいりたいと考えております。 

 前置きが大変長くなりましたが、補足説明は以上でございまして、これより

本日の１つ目の議題でございます「一般的な事業費補助とは異なる類型の補助

金の検証」につきまして、説明いたします。 

 恐れ入りますが、資料１６「一般的な事業費補助金とは異なる類型の補助金」

をお開き願います。また、資料１６に掲げる６つの項目に該当する各事業の名

称と予算額につきましては、参考資料１２として一覧にまとめておりますので、

併せてご覧ください。 

 第２回及び第３回会議の審議におきましては、事業費補助に比べて運営費補

助は見直しのハードルが高いため、できる限り事業費補助に切り替えていくこ

とが望ましいとのご意見があり、新たな評価区分の設定に繋がる論点の一つと

して取り上げておりました。一方で、原則としてはどの補助金もそれぞれの要

綱の中で補助対象事業や補助対象経費を定めて交付していることから、明確に

運営費補助金と事業費補助を切り分ける定義付けは難しい面もございますが、

一般的な事業費補助金とは異なる特性を持った補助金があることも事実である

ことから、記載のとおり６つの類型に区分することを試みたものでございます。 

 はじめに、「１ 負担金に類似する性格の補助金」でございますが、１つ目は、

全国的な組織や広域的に活動する団体に対し、その趣旨に賛同した自治体等が

補助金を交付するもので、団体の歳入全体に占める本市補助金の割合が極めて

低いという傾向がございます。また、２つ目は、近隣市とともに施設の運営費

の一部を助成するもので、他市も関わる補助金のため、本市が単独で交付要件

の見直し等を行うことが難いという特徴がございます。 

 続きまして、「２ 団体の活動自体が補助対象となる補助金」でございますが、

こちらは、食料費・光熱水費・宿泊費などの経費を除いて、団体の活動の全て

が補助対象となるもので、団体の設立趣旨や活動方針自体に公益性を認めてい

ると捉えられるものでございます。 

 続きまして、「３ 工事費や修繕費に対する補助金」でございますが、こちら

は、団体が所有する施設や機器の設置・改修・修繕等に掛かる費用の一部を助

成するもので、団体の事業や活動の環境を整える趣旨の財政的な援助のため、

当該補助金の交付を通じて事業内容に働きかけることが困難という特徴がござ
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います。 

 続きまして、「４ 電気料金に対する補助金」でございますが、こちらは、団

体が所有する設備に掛かる電気料金の一部を助成するもので、市の裁量が小さ

いほか、一般的な事業費補助金と比較して補助率が高いという傾向がございま

す。 

 続きまして、「５ 交通費や宿泊費に対する補助金」でございますが、こちら

は、団体や団体に所属する個人が全国的なスポーツ大会や文化コンクールに出

場する際の交通費や宿泊費の一部を助成するもので、前年度の予算編成段階で

は実績額が見込み難い一方で、強豪団体に対しては固定的な補助となる傾向が

ございます。 

 なお、「６ 人件費に対する助成を含む補助金」につきましては、込み入った

内容のため、次回以降に別途個別のテーマとして取り上げ、改めてご審議いた

だく予定でございます。 

 従いまして、本日は１から５として掲げております各項目につきまして、今

後の見直しに向けた切り口や方向性に関するご意見をいただければと存じます。 

以上でございます。 

○会長 ありがとうございました。それでは、今日は２つのテーマがあるとい

うことで、こちらはその第１点です。一般的な事業費補助とは異なる類型を持

った補助金ということでありますけれども、それであらかじめの確認なのです

けれども、その資料の１６で６つの類型でこういった一般事業費補助金とはち

ょっと違うというものを挙げてもらいましたが、やはり財政当局としても、現

時点で決して問題なしとしないというものについて、比較的分かりやすい例を

挙げて整理をしてもらったという、そういう認識でよろしいわけですね。 

 それでは、この資料１６でそういう形でいささか見直しの余地があるのでは

ないか、議論の余地があるのではないかということで、問題意識で事務局の方

からも整理をして、こういう類型の補助金というものを挙げてもらったわけで

すけれども、これからこの内容について委員の方々からご意見をいただきたい

と思うのですが、最初に私の印象を申しあげると、やはり補助金というのは特

定財源という言葉で言い換えることが多いのですが、やはり特定の目的を持っ

て補助を出すということが原則なわけですけれども、実際にやはりこういう１



‐9‐ 

から６の類型の補助金、実態としてこういうのがあるというのを見させてもら

うと、やはり印象としては、ここに挙がっている補助金というのは少し特定目

的というのが薄いのではないかと、どういう目的でこの補助金を出しているの

かというその目的性といいますか、そういう点が少し薄いのではないかという

ような印象を私は総論的には持つ次第です。 

 といったようなことについて、事務局の方も問題意識を持って今回整理をし

てきたということでありますので、是非、委員の皆様からこの中に、ご質問で

も結構ですし、ご質問、ご意見を資料１６を中心にいただきたいという風に思

います。いかがでしょうか。 

 最初にまた私から質問ですけれども、特に類型の１番の負担金に類似するも

の、それから２番の活動全体を何か対象としているというのがありますけれど

も、これらは定率補助と定額補助と両方あるのでしょうか、これに当たるもの

というのは。要はどんな尺度でこの補助金額を決めているのかなというところ

がちょっと率直なところで、つまり運営費の補助のような、例えば赤字の欠損

を埋めるということであれば、まさに機械的に欠損額をはじいてその赤字額を

補助するというそういうような補助金というのはあるわけですけれども、片や

この１番や２番に挙がっているようなものは、かなり抽象的な性格で補助を交

付しているような印象を少し受けるものですから、具体に言うとどんな形でそ

の補助額自体を決めているのだろうかという、そういう疑問といいますか質問

なのですが。 

○事務局 今、類型の１番、２番の会長からのお話なのですけれども、説明の

方でもさせていただきましたとおり、特に１番の方の負担金に類似する性格の

補助金につきましては、なかなか市の裁量が難しい部分がある。特に近隣市等

の運営費、近隣市とともに施設の運営費を補助しているものにつきましては、

その補助率に応じて各市がある意味負担を、適宜金額を出していくというよう

なところもございますので、それについては今、会長がおっしゃるとおり金額

的な部分については定率といいますか、毎年そういうような形で補助金を支出

しているという状況があるというのと、あと２番の団体の活動自体が補助対象

となっている補助金につきましても、例えば青少年対策地区活動推進費なんか

ですと、青少対が幾つも市内何か所かの地区がありますけれども、そこに各青
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少対一律の金額を、掛けるその青少対の数を毎年補助金としているような状況

でございます。 

○会長 今おっしゃった２番目の例でいくと、定額で交付しているということ

ですね。その場合の定額というものが何かしっかりした算定基礎というのがあ

るのか、少しそこがややこれまでの沿革とか積み上げもあって、少し曖昧とい

いますか、少しぼんやりした算定基礎になっているのかとか、その辺りの問題

点というのはあるのでしょうか。 

○事務局 算定基礎については、ちょっと今資料が手元にございませんが、当

然、青少対も団体補助になりますので、青少対の方から毎年申請が上がってき

て、それを補助金審査委員会の方にかけるというフィルターはかかっておりま

す。すみません、定額の例えば１団体１００万円なら１００万円という積算に

ついては詳細、補足が上がってきている積み上げについてはちょっと把握でき

ていないのですけれども。 

○事務局 青少年対策地区活動推進事業につきましては、定率で４６万円各団

体に交付しているのですが、算出のベースとしましては、正確には前年度ベー

スで毎年補助金審査委員会にかけつつ、前年度の実績に基づいて算定の基礎と

いうのが正しいかどうかというのを確認するもので、この補助金自体も昭和５

３年から始まって、毎年毎年見直しているところなのですが、補助金審査委員

会の方でも昨年度ベースにして、年々予算を削っているような状況で、またそ

の団体の方からは、毎年毎年市の方から削られているというような情報を所管

課の方にも上がってくるような状況になります。以上でございます。 

○会長 そういう意味で言うと、少し補助金の目的性といいますか、特定目的、

何の目的でこの金額で充てるのかというその辺りの意識といいますか、認識と

か、ルールとかそういうものを少しよりはっきりとさせていく、そういう方向

性もあるのかなという印象は、とりあえずのところは少し持っている次第です

けれども。 

 他の委員からも、どの項目でも類型でも構いませんので、ご質問でもご意見

でも結構ですがいただければと思いますが。何かございませんか。 

〇委員 別の質問になってしまいますけれども、公会堂設置費の補助金なので

すが、一応公会堂の設置件数が１４８施設あるということで、それについて多
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分工事費や修繕費は申請が上がってきたら補助する形だと思うのですが、毎年

１０件とかそれくらいで、あとほかに敷地助成というのも行われているような

のですが、それが１０件ということで、これは何か利用の１４８件あって、敷

地の助成が１０件しかないということで、利用の公平性というのですか、そこ

ら辺はどんな形になっているのでしょうか。 

○事務局 公会堂の設置費補助金につきましては、利用の公平性というお話な

のですけれども、毎年所管の方が各自治会、管理している自治会の方等に、調

べて一応そのリストというか、改修とか新築とか敷地助成とかここに書いてあ

る区分ごとにそういうのを毎年調べて要望を聞くということはやっているとい

うふうに聞いております。その中で予算にも限りがありますので、その辺の施

設の老朽化度合いですとか、その辺を所管の方で直接現場に行って調べて、そ

の年度補助金を交付するというところを決めているというか、そういうような

状況で運用をしているという話は聞いております。 

〇委員 では、申請があったのは全部補助するというよりかは、事前に大丈夫

かどうか検討をされた上で、だめだという場合も。 

○事務局 ある程度予算編成の段階でも、その辺は考慮しているということで

聞いておりますが。 

〇委員 そうするとこの敷地の助成とかは、１０件で毎年推移していますけれ

ども、固定された場所ではなくてたまたま。 

○事務局 担当課ではないので詳しいことは分からないのですが、敷地の方は

毎年固定的な団体の方に交付しているような状況でございます。過去の経緯が

あるようでして、詳しい内容はちょっとはっきりとはわからないのですけれど

も、市の方で補助を続けるというような形が続いているという状況でございま

す。 

 ただ、それ以外の公会堂につきましては、場合によっては税金がかからない、

市有地、私の土地ではなく公の土地になっているような場合についてはかから

ないというようなことがございますので、固定資産税を課税されているような

土地で、特定のものは毎年同じ団体の公会堂を持っている団体さんの方に助成

をしていくというような状況でございます。 

○会長 よろしいですか。他に何かございますか。 
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 では、私の方から。４番なのですけれども、電気料金に対する補助金という

ことで、定率なのかと思いますが、こういう補助の出し方をすると、その事業

者自体に電気の節減をしようというインセンティブが湧かないのではないかと。

要するに経常経費の節減をできるだけしてもらおうという観点からいくと、こ

ういう補助の出し方というのはそういう節減のインセンティブが湧かずに、補

助金自体も節減が図られないというそういう面もあるのかなという風に感じる

のですが、その辺りというのは何か議論になったことはありますか。 

○事務局 下の電気料の補助金につきましては、補助率は高いのですけれども、

ただし、１０分の１０というような状況ではございませんので、例えば６分の

５ですとか、８割ですとかそれぞれあるかと思うのですけれども、一部ではあ

るのですが負担がございますので、やはり節約された方がその団体も、ご自身

で払わなければならないものが減ってくるという意味では、節電に努めるとい

うような計画にはなるのかなというように考えております。 

○会長 実際に補助額は下がっていますか。 

○事務局 補助金の補助額につきましては、平成２７年度の予算額で２,９５２

万円で、平成２８年度については２,５８０万９,０００円となっておりまして、

こちらは昨年度の予算額ベースでいくと、３００万円ほど減額はされておりま

す。以上です。 

○会長 それは、この４番に当たる補助金の全体ですか。 

○事務局 商店街街路灯については３００万円の減額となっております。 

○会長 ということは、その財政当局としてはどうでしょうか。やはり１０分

の１０ではない以上、それなりに節減は図られているという認識か、やはり節

減することのインセンティブはちょっと減殺されているのではないだろうかと

いう認識か。 

○事務局 今、予算ベースでは減額という風になっておりますけれども、それ

は毎年毎年の補助金審査委員会の中で減額していくというのはありますので、

一方で今、会長がおっしゃった環境の部分からの面と、その一方として商店街

の活性化という部分で、市がこういうところを補助していくという、そういう

趣旨もこの補助金についてはございますので、ただ、率としては他の補助金よ

りも圧倒的に補助率としては高いという風には認識は、財政当局としては持っ
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ている。 

○会長 分かりました。他にございませんか。 

○委員 公会堂の設置費の補助金のことなのですが、これは内容を見ますと、

新設、それから改修、補修、敷地助成ということで、敷地助成はこれは経常的

に出る補助金ですよね、毎年出るということですね。それで、例えばこれはそ

れぞれの自治会がお持ちの集会所とか公会堂といわれているものに対する補助

金だろうと思うのですけれども、この分譲住宅、マンションなんかで同じよう

な役割を果たしている集会所、マンション内にある集会所、こういったところ

との公平性ということについて何か議論をされたことはありますか。 

 要は、これは戸建て住宅の集まった自治会の集会所というか公会堂ですよね。

それと同じような役割を果たしているマンションなんかで、マンションの価格

の中に含まれていると思うのですが、そこを当然維持するための経費というの

は管理費等で賄われていると思うのですけれども、その辺等の公平性、この辺

について何か議論をされたことはありますか。 

○事務局 ちょっと過去の議論で具体的にどのようなことがあったかというと

ころは把握していないのですけれども、直接この補助金の目的が、公会堂その

ものの改修の費用を持つというよりは、それはそこを所有されている自治会さ

んが活動しやすいようにというところの環境を整えるというような側面的な助

成というような形でございますので、本市としては形式上はそこの自治会です

とか、町会が持っていらっしゃる集会場等に対する助成というような形なので

すが、目的としては自治会さんたちの活動に公益性を認めてというようなとこ

ろでございますので、大多数のマンションの組合の方々の活動の方が、我々行

政にとって必要性が高いというような状況でございましたら、補助金の形にな

るか別の形になるか分かりませんけれども、何らか市として援助するというよ

うな考え方はあるかなという風に思うのですけれども、一応こちらの補助金に

つきましては、１つの手段としてここについてはお金を払っているのですが、

目的については自治会との関連性の中で援助していくというような形かなと思

っております。 

○会長 他にございますか。 

〇委員 団体なのですが、青少対などは学区の数でおおよそ検討がつくのです
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が、障害者の家族会というのは、おおよそ幾つくらいあるのでしょうか。 

○事務局 こちらは、予算事業ベースでは１つになっているのですけれども、

団体の数ですと１１という数になっております。 

○会長 それでは、私の方からもう１つ、最後の６番の人件費を対象とした補

助金なのですけれども、これはちょっとより詳細に伺ってみるとまた事情は違

うのかもしれませんが、外郭団体への経常経費に助成するという中では、一番

本来団体の自主財源で補ってもらう部分だと思うのですね。いわば人を雇うと

いう一番根幹の部分で。なので、人件費で助成していて、その一方でその団体

で繰越金が生じていたりとか、積立金を積んでいたりというようなことだと、

やはり矛盾を生じている色彩が強くなると思うのですが、その辺り人件費に対

する補助というのが、特に何か赤字欠損が生じているいないに関係なく、この

人件費について補助をやっているという経緯といいますか、本来であれば一番

自主財源でやってもらうべき分野だと思うのですが、今も結構こういう人件費

相当で積算をして補助をやっている例というのが結構あるのか。 

 それから、外郭団体の場合に市の給与体系に準じた人件費とありますけれど

も、これはその団体の給与の実費には関係なく、いわば市の給与体系で計算し

て助成しているということなのでしょうか。その２つについてちょっとお伺い

したいのですが。 

○事務局 詳しい話はちょっと次回以降に改めて個別にやりたいのですが、今

ご質問いただきました２件目の人件費の関係なのですけれども、団体の方で市

が交付する補助金とは別に、独自の人件費の積算基礎を持っているというより

は、市の人件費に準じた表をそのまま使っていただいているという形でござい

ますので、基本的にはこちらから交付した額はそのままそこの団体の職員の方

に、その額で払われるという形になっております。 

○事務局 よろしいですか。設立の経緯というところなのですけれども、１番

のグリーンプラザですとか、芸術劇場、あと郷土の森につきましては、その当

時市が公共施設として市民サービスの一環として立ち上げた建物で、その管理

運営をしてもらっていますけれども、その際に市が直営で管理運営するのでは

なくて、こういう団体に出資をして団体を設置することで、その団体に運営を

委ねることに効率性があるということで、そういう経緯の中で設置をしており
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ますので、そこについては一定の補助、今お話しした人件費を含めたものがあ

って成り立っているという団体になっているということ理解しております。 

 詳細については、また次回以降でお知らせさせていただきます。 

○会長 これは今のケースで言うと、例えば派遣法に基づいて市から派遣して

いるとかそういうことではないわけですね。 

○事務局 そうではなくて、自治法に基づいて市が一定額以上出資をして設置

をした団体ということです。 

○委員 恐らく当時の手法からいくと、公共的団体あるいは市が直営で管理す

るしかなかった。その後、今の指定管理者制度なんかができたのですけれども、

当時はそうせざるを得なかったという事情があるのかなと。 

○会長 今のような形でいくと、実際は市の給与単価に合わせていると、おの

ずと合わせる結果になるというわけですね。 

○事務局 現状ではそういう市の給与体系の中で、給与の支払いというのがな

されていますが、今、委員からお話いただいたように、指定管理者制度という

制度が出てきていますので、収入も当該団体の収入の中である程度経営努力で

足るといいますか、利潤が出た分については団体が収入にできるという規定が

出ていますので、可能性としてはそういうところを含めて、今後そこの部分が

変わっていくというような可能性はなくはないと思いますけれども、現状では

そういう目的を持った団体ですので、市の補助金の中で給与が基本的には支払

われるというのが実態になっております。 

○会長 他に何かございますか。 

○委員 ２番の極めて公益性が高いと認められている対象先に対しての補助率

は最大１００％という形で書かれていらっしゃいます。そうなると、いわゆる

市の行政の代行執行みたいな位置付けにとられるのかなと思うのですけれども、

２分の１もありますが１００％もありますよと。そうしますと、もう補助金と

いう理解ではなく運営費の供出という形ではなかろうかなと思うのですけれど

も、こういう場合も補助金という範疇に括られてなさっているわけですか。 

○事務局 今１０分の１０補助がナンバー２のところの、具体的にはそこのお

話だと思うのですが、補助金自体は私ども毎年度というか、方針として２分の

１補助が基本ベースという風に理解しております。それで、補助金としてお出
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しする以外に、市から事業なりの委託という形でお金をお出しするというケー

スがございます。いつも時に応じて議論になるのですけれども、委託でお願い

するのか、補助でお願いするのかというところがあります。当該事業の性質な

りで精査しておりまして、この個別の件につきましては、２の２つ目の補助金

につきましては、従来委託で出していたものを、全体を見回す中でこれは補助

に切り替えていきましょうということでこの補助金になっておりますので、当

面は今まで団体として、委託料として収入していた額をベースにして補助をス

タートしていこうという経過がございますので、そういう中で委託料の時と同

額ということでスタートをしておりますので、今後については補助金審査委員

会等で審査をする中で、精査をしていくという風になっていくと思われます。 

○会長 今、冒頭事務局から説明していただいたように、資料１６の実際の裏

打ちになっているのが参考の１２の方になるわけですね。それで、参考の１２

について、委員から更にご質問やご意見があればそちらもいただきたいと思い

ますが、私の方からまた参考１２について質問ですけれども、要は積算の実績

とできるだけ一致しているかどうか、要するに実績と補助金額が忠実に一致し

ているかどうかということでいくと、１番、２番はややそれとは違う、これま

での定率なルールとかそういうところで決まっていくようなところもあるよう

ですけれども、３番の工事費、修繕費というのは、これは全体の金額は大きい

ですが、これは全体でいうと実績額そのものが補助金額になるというそういう

ような理解でいいでしょうか。防犯カメラとか云々のものはですね。 

 要は、ある意味で実績にぴったり一致しているようなものなのか、それとも

やはり補助金の予算、積算と実績はまた違うのか、その辺りはどうなのでしょ

うか。 

○事務局 基本的にはまず予算を立てる時には、その時点での各団体の要望額

ということで、各団体から市に対して要望を出しておりますので、予算確定し

てから実際に事業を執行していく中で、経費が抑えられたという部分もありま

すので、そういったものにつきましては実績報告に基づいて、必要に応じて市

に返金という形で実績報告書を出していただいております。 

○会長 では、返金もさせているわけですね。 

○事務局 そうです。 
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○会長 ということはこれ決算ベース、これは予算ベースの数字かもしれませ

んが、最終的には補助金の決算は実績と一致した決算額になっているというこ

とですね。 

○事務局 そうです。 

○会長 あと４番は先ほど来、議論があるにせよ、これは一応実績に応じた電

気料金の補助ということになるわけですね。５番もこの交通費、宿泊費はこれ

は実績に応じた補助金ということでいいでしょうか。 

○事務局 はい。 

○会長 分かりました。そうすると、何と言いますか、資料の１６自体が、い

わゆる通常の事業費補助とはやや違う性質の補助金というのを今ピックアップ

してもらったわけですが、これらについて今少し内容等もご説明していただい

たわけですけれども、それを踏まえて何かこれから、こういうような補助金の

見直しをしていくとすれば、どういった点に留意をして見直しをしていくべき

だろうというような、そういう方向性についてのご意見等もあれば委員からい

ただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○委員 いずれの補助金も公益的な目的であるということは、これを見て分か

ると思うのですね。ただ、例えば１０分の１０というようなところで、本当に

その率でいいのかどうかというところについて、やはり見直す必要があるのか

なと。あと、出来るだけその団体が少しでも自分たちの財源でもって運営をし

ていくというようなところにシフトしていくようなそんな形が、全部これをや

めてしまうとかそういうことではなくて、目的はもう十分公益性があるという

ことはわかりますので、そういった面で今申しあげたようなところを注意して、

補助を見直していくというところかなという風に私は考えております。 

○会長 今、委員からご指摘を、ご意見いただきましたけれども、事務局とし

てはいかがですか。これらの資料１６に挙げてもらったような類型の補助金の

中で、外郭団体の少し自主財源を有効に活用してもらいたいという意味でいく

と、少し見直しの余地が大きいような類型の補助金というのは、この中で言う

と、強いて言うとどういうものかというのは何かありますか。 

○事務局 一応、今回やらせていただきました一番下の６番の人件費を除いて

ですけれども、事務局としては１つの試みとしてこういう区分に類型を、一般
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の事業費補助とはちょっと異質といいますか、性質が異なるものを例として挙

げさせていただきましたので、今、委員からもお話がございましたように、高

率の部分もそういうような見直しの視点の１つとか、そのほか今日、説明とか

資料の中に、色々な分けた区分のそれぞれの問題点というとあれですけれども、

事務局の方で持っている視点としてここに挙げさせていただきましたので、そ

の辺を１つの委員の皆様の来年度以降への評価区分を考える中で、こういう視

点も加えていただいて、本日の議論でこれがいいのではないかというのはなか

なか難しいかもしれないのですけれども、今後、この検討協議会委員会を進め

ていく中で、こういう視点の中で、こういう評価を加えていった方がいいので

はないかとか、そういうご意見をいただければなという風に考えております。 

○委員 この特異なる類型のみならず、一般の補助対象でも構わないのですけ

れども、いわゆるこれを利用する受益者、市民の声ですね。これをどうやった

ら反映できるのかなと。この声というのは非常に大きな問題だと思うのですね。

補助金の額そのものを左右するといいますか、いわゆるアメとムチではないで

すけれども、削る方法だけではなくて、非常に市民のいわゆる有用性があれば、

逆に伸ばしていくべきだと思うのですね。その辺の客観判断を取る指標として、

やはり市民、受益者の声というのはどうやったら吸い上げられるのかというの

が、非常に今後の大きなテーマではないかと思うのです。 

 その方策としていろいろなやり方があると思いますが、利用の都度のアンケ

ートでも結構ですし、直接のヒアリングでもいいですし、それをいろいろなパ

ターンに分類されて、定期的に例えば半年に１回ですとか、その声の集約、吸

い上げをなさって、例えば年度末でもそこで内容をもう一度見直してみるとい

うことが、１つの次年度の予算補助額を決める大きなファクターになっている

のではないかなと思うのです。そういう声を大事にするということは、市政反

映でも非常に大きな問題だと思います。そこをどうやって受益者の方々の声を

まとめるかという、ちょっと少し方法論を考えていければなと思いますので、

今後のテーマだと思うのですが、私はちょっとずっと逆に市民の立場から、ど

うしたらそういう声が反映されるのかと思っていた部分もありますので、ぜひ

行政側の皆様も、そういう視点をもうちょっとどこか念頭に置いていただけれ

ばと思います。 
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○会長 ありがとうございました。それでは、いろいろこのテーマについては

委員の皆さんからご意見をいただきましたので、またこの点についてご意見が

あればいただきたいと思いますが、とりあえずその次のテーマ、第２番目のテ

ーマの方に進みたいと思います。 

 それでは、議題の２について、事務局の方からご説明をお願いします。 

○事務局 それでは、「事業の費用対効果・目標達成度を測る成果指標の設定」

につきまして、説明いたします。 

 恐れ入りますが、資料１７「行政活動の成果を測る指標」をご覧ください。 

 第２回及び第３回会議の審議の中では、補助金事業を適切に評価する上では、

団体の活動実績や補助金の費用対効果を定量的に把握するための指標を設定す

ることが重要とのご意見をいただき、新たな評価区分の設定に繋がる論点の一

つとして取り上げておりました。そこで、まずは補助金事業を含む様々な行政

活動を評価する上での指標の考え方、及び事例につきまして、説明いたします。 

 はじめに、「１ 活動指標と成果指標の考え方と事例」でございますが、行政

活動におきましては、活動のために必要な経営資源が「投入」され、それを用

いて「活動」が行われて行政サービスが生まれ、このサービスが市民に提供さ

れることによって「成果」が現れるという一連の流れがございます。さらに、

「成果」につきましては、行政活動によって直接的に生み出される「初期アウ

トカム」から、市民満足や公共の福祉の実現などの「最終アウトカム」に至る

まで、段階的に波及してまいります。資料に記載している交通安全に関する事

例の中で、一番上の「交通安全施設設置」という事務事業を基に具体的に説明

いたしますと、まずは「交通安全施設設置件数」という活動指標があり、その

上位の成果指標でございます初期アウトカムは、「交通安全施設設置率」となっ

ております。また、他の２つの事務事業の影響も含めまして、更に上位の施策

「交通事故の減少」や最上位の政策「安全で快適な生活環境」が実現されると

いう流れでございまして、施策に関する成果指標でございます中間アウトカム

は「交通事故発生件数」、政策に関する最終アウトカムは「安全で快適なまちで

あると感じる市民の割合」となっております。ただし、施策につきましては、

記載のとおり警察による取締りの強化や罰則規定の強化などの外部要因の影響

もあり、政策につきましては、防災や防犯など他の施策も含めて総合的に達成
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されるものでございますので、成果指標の設定に当たりましては、どのレベル

の取組の成果を補足するのかを明確にするとともに、他の要素の影響を適切に

見積もることがポイントとなり、複数の指標を設定して総合的に成果を捉える

ことが必要とされる場合もございます。また、特に上位の指標につきましては、

実態把握に要する事務コストも考慮する必要がございます。 

 続きまして、「２ その他の成果指標の事例」でございますが、こちらも一般

的に取り上げられることの多い事例でございまして、表の中央が活動指標や初

期成果指標、右側がより上位の中間指標や最終成果指標となっております。各

事業の狙いや目標に応じまして、記載のとおり、その成果や目標達成状況を測

るための指標の段階も変わってまいります。 

 成果指標に関する概論は以上でございまして、続いて本市の補助金事業にお

ける成果指標の事例につきまして、説明いたします。 

 恐れ入りますが、資料１８「事務事業点検で活用した補助金事業に対する成

果指標の事例」をご覧ください。 

 第３回会議におきましては、平成２３年度から平成２５年度にかけて実施し

た事務事業点検で使用したシートを参考事例の一つという位置付けで配布いた

しましたが、審議の中では、各補助金事業の成果目標と目標達成状況を過去の

推移を含めて把握することは、評価に当たって有効ではないかとのご意見をい

ただきました。そこで、他の補助金事業に対しても適切な成果指標を設定する

ための議論のたたき台として、事務事業点検の対象となった幾つかの補助金事

業の指標を示しております。なお、裏面の１ページから８ページまでが具体的

な評価シートでございますので、併せてご確認願います。 

 はじめに、「１ 公会堂設置費等補助金」でございますが、事業概要は「公会

堂を所有または新設しようとする自治会・町会に対し、公会堂の新設や改修、

補修等に要する経費の一部を助成」するものでございまして、「自治会等が所有

し活用する公会堂を、良好で安全な状態に保つこと」及び「活動拠点である公

会堂の維持を通じて、自治会の加入者を増やすこと」という２つの目標に対し

まして、“公会堂設置数”及び“自治会加入者世帯数”という２つの指標を設定

しております。 

 続きまして、「２ 商店街共同施設電気料補助金」でございますが、事業概要
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は「商店会等に対し、管理する装飾街路灯・アーチ等の電気料の一部を助成」

するものでございまして、「商店街で街路灯を点灯することで、夜でも明るく、

安全に商店街へ買い物に行くことができる環境を整え、商店街の活性化を図る

こと」という目標に対しまして、“府中市内売場面積”及び“府中市内年間商品

販売額”という２つの指標を設定しております。 

 続きまして、「３ 観光事業費補助金」でございますが、事業概要は「府中観

光協会に対し、観光パンフレットの作成等の観光情報提供事業や、写真コンク

ール・特産品開発等の観光振興事業に要する経費の一部を助成」するものでご

ざいまして、「多くの方に府中市を訪れてもらうこと」及び「来訪者の消費を喚

起することで、市内商業等の活性化を図ること」という２つの目標に対しまし

て、“観光情報センター来館者数”及び“観光協会推奨品数”という２つの指標

を設定しております。 

 最後に、「４ コミュニティバス運行事業費補助金」でございますが、事業概

要は「京王バス中央株式会社に対し、コミュニティバスの運行等に必要な経費

の一部を助成」するものでございまして、「平成２９年度までに乗客者数を２０

０万人に拡大すること」及び「事業の運営経費に占める市からの補助金の割合

を２０％台とすること」という２つの目標に対しまして、“乗客者数”という指

標を設定しております。 

 なお、参考資料１１におきましては、個別の評価シートは添付しておりませ

んが、資料１６で取り上げました４つの補助金事業も含めまして、事務事業点

検の対象となった補助金事業の成果指標につきまして、施策分野別にまとめて

おりますので、ご確認願います。 

 最後に、本日配布いたしました参考資料１３「平成２６年度事務事業評価で

活用した補助金事業に対する指標一覧」の概要につきまして、説明いたします。 

 こちらは、本市が行政評価制度の一環として毎年度実施しております事務事

業評価で活用した指標のうち、補助金事業に対するものを抜粋した一覧でござ

います。表の左から２項目目が団体補助金や個人補助金等の分類、３項目目が

施策分野、４項目目が平成２８年度の予算事業、右から２項目目が平成２６年

度の事務事業評価で活用した指標、一番右側が各指標の特徴等でございます。 

 なお、複数の予算事業に対して同じ指標を設定している事例もございますが、
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本市におきましては、一つ一つの予算事業ではなく、場合によっては複数の予

算事業をまとめた上位階層の事務事業という単位で行政評価を行っていること

によるものでございます。具体例で申しますと、１ページの「Ｎｏ２ 老人ク

ラブ補助金」及び「Ｎｏ３ 老人クラブ連合会補助金」につきましては、２つ

の予算事業をまとめて「老人クラブ補助事業」という１つの事務事業を設定し、

評価の対象としております。 

 なお、表の一番右側に記載しております指標の特徴等といたしまして、幾つ

かの区分に分類して集計した試算結果につきまして、４ページの右下に示して

おります。対象となる平成２８年度補助金事業１２０件のうち、平成２６年当

時には事業が存在していなかった「対象外」が４件、同じ事務事業の中で他の

予算事業に関する指標を設定している「別事業指標」が３件、大変お恥ずかし

い状況でございますが、指標の設定ができていない「≪未設定≫」が４５件、

補助金の交付件数など評価の参考とはなり難い「投入指標」が１３件、先程の

資料１７で説明いたしました「活動指標」が２２件、団体への加入率など事業

の成果を測る前提条件のみを表す「下位成果」が１３件、最上位の政策目標の

みを設定している「上位成果」が１件、妥当だと思われる指標が１９件でござ

います。なお、こちらはあくまでも事務局の試案でございますが、議論の参考

にしていただければと存じます。 

 このように、現状で指標が未設定の事業はもとより、より適切な指標を定め

る必要のあるものもございますので、今後、各補助金事業の見直しや改善に向

けた客観的な評価・検証を行う上で不可欠な指標の設定等につきまして、ご審

議いただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○会長 ご説明ありがとうございました。それでは、今、事務局の方から生活

指標を使った補助金、そういうメニューを将来的には充実させていきたいとい

う問題意識で、資料の１８、参考の１１、それから１３、そういう資料を説明

してもらいましたが、それでちょっと議論する上でのイメージをもう少しはっ

きりさせる上で、私の方から質問をちょっと最初にさせていただきたいと思い

ますが、資料の１８で、いずれも実際に補助金の査定に当たって何らかの成果

指標を使っているということでいいわけですか。 



‐23‐ 

○事務局 これは毎年度の予算の査定で使用しているというよりは、平成２３

年度から２５年度３年間にかけまして、特別に実施した事務事業点検という過

去の外部評価で活用した指標の一覧となっております。 

 以上です。 

○会長 そうすると、例えば現時点といいますか、昨年度の補助金の査定をす

る際には、ここにあるような事務事業点検の結果というのは活用をしているの

ですか。 

○事務局 本日の資料ではお配りしていないのですが、前回、補助金の予算の

査定に使う補助金の審査の資料のサンプルを示させていただいたのですが、具

体的にはそちらの中で特定の指標を選定するというような項目はございません

ので、結論から申しますと、こちら過去に使った指標というものが、補助金等

審査委員会による予算の審査には使われておりません。 

 なお、本日お配りさせていただきました参考資料の１３につきましては、補

助金の予算審査とは別の行政評価という制度で、担当課による毎年度の自己評

価の中で設定をしているものでございまして、説明でも申しあげましたとおり、

設定できていないので不十分な例もございますが、中には指標設定をしてその

推移につきましても、毎年度確認しているというようなものでございます。 

○会長 そうすると現状の補助金の予算編成では、まだ本格的にはこういう成

果指標というのは使っていないけれども、これから近い将来実現可能であれば

そういう成果指標を活用した補助金編成というものも考えていきたいという問

題意識を持っているということでいいですか。 

○事務局 はい。補足なのですけれども、本日一番初めに説明をさせていただ

いた参考資料１０のところなのですけれども、例年の補助金の予算審査につき

ましては、今と同じように補助金等審査委員会の方で行うというところがベー

スになりまして、ただ、その中での調票の改良ですとかそういった形で成果指

標を設定するというような考え方も必要であるとは思っているのですけれども、

それとは別に、例えばある３年とか４年とか年限を区切って、平成１７年から

２０年までやったような補助金の評価に特化した特別な評価作業、総点検を実

施する際には、個々にきちっと指標を設定して、その成果について後から進捗

を追っかけていく必要があるという風に考えています。 



‐24‐ 

○会長 そうすると、今のご説明ですと、毎年度の補助金の予算編成自体に即

使うというよりは、定期的な補助金の実績の評価とか、補助金に対する評価等

にこういう成果指標を使っていきたいというような意識ということでよろしい

でしょうか。 

○事務局 冒頭、担当の方からも説明がありましたとおり、当然、将来的には

ここで皆様にご議論いただいた見直しの視点ですとかを、補助金の予算の編成

の中でそういう視点を見ていくというのがあるかとは思いますけれども、当面、

来年度以降、先ほども冒頭で申しあげました平成１７年から２０年に一度、補

助金全体のローリングをかけているのですけれども、今、委員の皆様にお願い

したいのは、そこのローリングする時の視点を今ご検討をいただいているとい

うような形でお願いしていると。今、我々がいろいろ評価区分も参考になる資

料をお出ししているのですけれども、それらについても冒頭で申しあげました

色々な見直しの視点を今皆様にご議論をいただいて、その辺の考え方をちょっ

とアドバイスいただければなと。将来的に会長がおっしゃるとおり、それを今

実際に補助金審査委員会の調書の中に、過去にやった評価区分の調査なんかも

参考に入れ込んでいるということもしておりますので、そういうことも考えら

れるかとは思うのですけれども、当面は来年度以降、もう一度補助金全体をロ

ーリングにかけたいというふうに我々は思っておりますので、そのローリング

をかける時の見直しの視点というのを、この補助金検討会で今回、今までもや

っているのですけれども、それに付け加えて、色々な年数も経っておりますの

で、違った視点を皆様からアドバイスをいただければなという風に考えており

ます。 

 以上でございます。 

○会長 ということは、参考１３という資料で平成２６年度の事業評価として

扱った指標の一覧から共有してもらっていると。こういうものを踏まえて、今

おっしゃったようなこれからのローリングをしていく際には、より有効な指標

があるのではないかとか、あるいはこういったような体系を組み替えた方がい

いのではないかとかそういう視点で議論をすればいいということですかね。 

○事務局 そうです。 

○会長 ということですので、参考の１３、これが一応市としての各分野に渡
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る施策について、実際に設定をした指標の一覧ということになります。これら

を基にこれからのローリングを行う際には、こういったような考え方が必要で

はないかというような、そういうご意見をいただければと思います。ご意見を

お願いしたいと思います。 

○委員 恐縮ですが、言葉の定義でちょっと耳慣れないものがあります。先ほ

ど事務局の方からご説明がありました、参考資料１３の一番最後４ページの特

徴のところをご説明いただきましたよね。もう一度、投入指標ですとか、下位

成果とか上位成果とかを、もう少しかみ砕いて説明いただけますでしょうか。 

○事務局 それでは、参考資料１３の４ページの右下に、欄外にまた別表を作

っているのですけれども、先ほどの説明と繰り返しになるところもあるかと思

いますけれども、対象外というのはこちらの平成２６年度にはなかったという

理由で除外されるというようなものでございます。 

 別事業の指標と申しますのが、先ほど、例えば例を挙げさせていただいた老

人クラブにつきましては、１つの事務事業、評価の対象としている事務事業と

いうパイの中に２つの予算事業がある。他の事務事業につきましては、もっと

より数の多い予算事業がぶら下がっていて、まとめて１つの事務事業という風

になっているものもございます。その中で今回ターゲットとしている補助金で

はない内容に対する指標を設定しているという形でございますので、例えば見

直しの方向性としては、こういったものでひとまとめにしておりますと、補助

金という観点から評価する上では、参考となる指標がないことと同じでござい

ますので、改めて設定をする必要があるという風に考えられるものでございま

す。 

○委員 ということは、１つの括りの中ではあるけれども、その中でピックア

ップして別事業として取り上げましたのが、この別事業指標という形なのです

ね。 

○事務局 そうですね。１つの括りの中で他の項目も幾つか含まれていて、そ

の中で今回狙おうとしている補助金を選ばなかった、補助金以外の事業に対す

る指標を設定してしまっているというような事例でございます。 

 それから、投入指標というのは、単純に申しますと、例えば補助金の交付額

とか交付件数、市が予算をどれだけ投じているかというだけの形でございます
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ので、そこの事業の中身ですとかそういったものを客観的に検証するというも

のには不十分というような形かと考えております。情報の１つとしては整理で

きるのですけれども、評価検証には馴染まないというような状況でございます。 

 それから、活動指標というのは、先ほど冒頭説明させていただきました活動

指標から、初期成果指標、中間成果指標、最終的な成果指標という階層の中で、

一番下位に当たるようなものでございます。活動指標というのはそういうこと

でございまして、その下の下位成果と上位成果というのも同じように、本来は

中間成果指標を中心に、より下位や上位を組み合わせて総合的に捉えるのが望

ましいかなと思うのですけれども、レベルの低い成果指標のみを設定している

ですとか、逆に上位の成果指標のみが設定されている場合には、ターゲットと

している補助金事業の成果を測る上では不十分かなという風に思っているとこ

ろでございます。 

 例を申しあげますと、上位成果につきましては、ちょうど１ページの一番上

がそうなのですけれども、対象となる補助金事業が地域子育てひろばの活動支

援事業なのですけれども、それに対して設定している成果指標が、「安心して出

産し、子育てできると感じている市民の割合」でございますので、先ほどの資

料の１７の中でも説明をさせていただいたのですが、他の複数の事業や施策の

影響を受けて、最終的に目指すべき成果という形が、こちらの指標でございま

す。この「安心して出産し、子育てできていると感じている市民の割合」が高

まるためには、もちろん子育てひろば活動支援事業の貢献も１つとしてはある

かと思うのですけれども、それ以外の様々な事業や施策、または行政が関与で

きない他の影響も含めまして、最終的にはこの指標が達成されるというような

状況だと思いますので、これ単体のみで当該補助金の効果ですとか、そういっ

たものを客観的に掴むにはちょっと不十分ではないかというような問題意識を

持って、このような特徴に分類させていただいたものでございます。 

 以上です。 

○会長 よろしいですか。それでは、委員からご質問なりご意見を受けたいと

思います。 

〇委員 こちらの参考資料１３は、行政評価の段階で設定されているというこ

とで、恐らく事業の内容とかをよく把握された方が考えられて、設定した結果
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であって、なかなか未設定のものは捉えづらいなと悩まれているのかなという

風に思います。ということは、基本的にはこの評価の指標というのは、やはり

一番現場に近い方が、今おっしゃっていたように、より評価として妥当な中間

から全体を見るみたいなそういう視点で、より評価に適した指標に作り上げる

ところは、まずその事業評価の段階で行って、年度ごとの見直しの際に、その

評価がこれで果たして事業評価で、業績評価で行った指標の取り方が妥当なの

かどうかというのを、更にそれを受けての見直しという形でやっていかれるの

がいいのかなという風に思います。 

 ちょっと二重に指標を作ってしまって、評価のためだけにまた新たに情報を

集めるとか、あと実態があまりよく分かっていない方があれこれ言うのは、や

はりこれ個別に突っ込んでいかないと見えてこないところであるかなと思いま

すので、そういう見直しの方法もあるのかなと思います。 

○会長 補足を私の方からちょっと意見なのですけれども、参考１３の今の事

務局の説明も聞いて改めて見てみると、投入指標というのはあまり意味がない

ですね。要するに補助金の交付件数とかそれ自体だとか、何かを測ったという

ことにならないので意味がないというのと、そうすると未設定と投入指標とい

うのを、むしろ今、８ベースだと、ゼロベースだと考えるとすると、相当まだ

ゼロベースのものが多くて、これから今はむしろ１から構築していかなければ

いけないというような感じに近いと思うのですが、その際に先ほど資料１７の

２番のところで説明があった、その活動初期成果指標というのが、これがいわ

ゆる工学上で言うアウトプットとか業績と言われるものですよね。それから、

右側の中間、最終成果指標というのはアウトカムとか成果と言われるものです。

それで、参考１３の中にもこのアウトカムに当たるものと、アウトプットに当

たるものが、今、併存しているというか混在しているということだと思うので

すが、理想的な形で言うとやはりアウトカムの成果指標を参考１３でいうと、

各施策分野ごとにざっと体系的に揃えていきたいということになるのでしょう

か。市としてはアウトカムの指標を揃えていきたいという認識ということでい

いのか、それとも先ほどの説明だと、アウトカム指標だと何かちょっと曖昧に

なってしまうのではないかというような感じの説明もあったのかなと理解した

のですが、その辺りはどうなのですか。 
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○事務局 原則としては適切なアウトカム指標が設定できればベストだという

風に考えています。ただ、先ほど申しあげましたとおり、アウトカムの設定も

なかなか難しい状況もございまして、ちょっと上位により過ぎてしまいますと、

他の要因の影響を正しく見積る必要があるというようなこともございますし、

一方では、アウトプット指標そのものも不要ではない、基礎データとしては必

要というところでもございますので、アウトプット指標と適切なアウトカムが

設定できるというような形が理想の状況ではないかという風に考えております。 

○会長 そうすると、まずは基本的には餅は餅屋のところもあって、各部の方

にこういう分野で、一番効果的なアウトカムというのはどういうものがあるだ

ろうかということを本格的に募集して、それで協議をして、アウトカムという

のを揃えていくということがやはり現実的かなと思いますけれども、その際に

またそれだけで済ませるのではなくて、やはりアウトカムについて市民の方の

意見を聞くとか、そういう意見聴取をするような機会もつくって、それででき

るだけ実社会に近いといいますか、実践的なアウトカムの指標を作っていくこ

とかなと、総論的な方向としてはそういう形が一番妥当かなという風に思うの

ですけれども、せっかくの機会ですので、委員の方々からも、この分野のアウ

トカムについてはこういうことが、こういう指標がいいのではないかとかそう

いうことで結構ですので、ぜひ忌憚のないご意見をいただければと思います。 

 例えば福祉の分野とかはいかがでしょうか。ここには挙がっていないもので、

大体こういうアウトカムを考えた方がいいのではないかとか、そういったよう

なご意見があれば、ぜひお伺いしたいと思いますが。 

 例えばこの施策分野でいくと、補助金額が大きいのはどの分野になりますか

ね。産業関係ですか、都市産業の中で。 

○事務局 第２回会議の参考資料の１でお配りをさせていただいたのですけれ

ども、施策分野別の事業数ですとか構成比、予算額等をご説明した表があるの

ですが、予算額ベースで見ますと、健康・福祉分野が金額の比率では６割弱、

それから文化・学習分野が２割弱、都市基盤・産業分野が約２割という風な形

になっています。 

○会長 そうすると、健康・福祉分野が多いわけですね。そうすると健康・福

祉分野でかなり今のところ、現段階では未設定という分野もかなりあると。こ
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ういった点で何か指標について。 

〇委員 私立幼稚園の入園料とか保育料とか、就園奨励費、この辺りは補助金

について上限とかの検討をする余地はあるのでしょうか。そういう固定的な評

価をしなくても実態は変わらないのか、することで何か変わるのかそういうも

のってこの中には結構あるものなのでしょうか。 

○会長 事務局、いかがですか。 

○事務局 入園料補助、保育料補助というのは実態としてはなかなか把握する

のが難しい、設定するのか難しいというようなことで、指標についても未設定

という状況なのですけれども、委員おっしゃるとおり補助金の額としては定額

といいますかそういう風になっておりますので、そこの評価をどうするかとい

うのはちょっと難しい部分があるのかなということは感じておりますけれども。 

〇委員 評価は必要ないということではなくて、やはり評価はする必要がある

のでしょうか。 

○事務局 そうですね。一応評価をする必要があるとは感じるのですけれども、

そこの指標の設定とかその辺はちょっと考えなくてはいけないのかなと。 

〇委員 例えばその評価をして、減額の余地があるものなのですか、こういう

ものというのは。交付額を、例えば５万円の補助をしていたのを４万円にしま

しょうとか、そういう余地があるということですか。入園料の補助とか就園奨

励費とかその辺りは、例えばもう施策的に都とかで決まっていて、ある程度こ

ういうのは市としてやらなければいけないということで、負担金ではないので

すけれども、予算的には対象者の方が何人いるかというのは年度によって違う

ので予算も立てづらいところもあると思うのですが、そうではなくて、補助金

として支出するという行為を見直すという余地があるものなのでしょうか。 

○事務局 そこはありますし、今おっしゃった金額の部分も見直す余地はある

と思います。 

〇委員 例えば減額するというのは、どういうことだったら減額しなければい

けないとかというところが。 

○事務局 そこの評価指標を設定するのはなかなか難しいかなということは課

題としてあると思うのですけれども、補助金を減額するとか、極端な話なくす

とかということはあり得る話です。 
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〇委員 あり得るということですか。 

○委員 成果指標、最終的にアウトカムを設定するというのは、これは一番有

効なやり方だと思うのですけれども、例えば資料１７で見ますと、その他の２

番のところのその他の成果指標の事例というところで、例えば１番の手話講習

会、活動初期指標がこうあって、最終指標がボランティア登録者数。ただ、ボ

ランティアに登録しただけでは意味がないので、その人たちがどれだけ活動し

たかということが最終的なアウトカムの設定としてはいいのではないか。だか

ら、やはりそういう視点を各所管がお持ちになって、自分のところの支出して

いる補助金はどういう効果があったかというところを、やはりそこまで考えて

いただいて指標を設定していただくというのがいいのかなと思います。 

 ただ、その次の防犯パトロールのところで犯罪発生件数、そして市民が安全

と感じる割合、この市民が安全と感じる割合とか、あるいは子育てしやすいと

感じる割合とかいう設定は、ではどうやってそれを調べるのかというと、世論

調査とかああいうことになります。そうすると、府中市の場合は世論調査を毎

年やられているのか、あるいは何年かに一遍やられているのかわかりませんけ

れども、その方法を定点的に何回か設定をしていかなければいけない。全ての

項目についてそういったことをやるということは、これは非常に手間も、それ

からコストもかかるわけですから、この辺でやはり判断しやすいような成果指

標、アウトカムを設定する。そういったことを各所管の方に、設定をする際の

注意事項としてお示しすることで、具体的にはやはりそれぞれ自分が持ってい

る事業に対して、どういうものが効果的なのかというのは現場の方でないと分

かりませんので、そういうやはり幾つかの視点を示すことによって設定される

のがいいのかなという風に思います。 

○会長 ありがとうございました。 

○委員 私も先ほどちょっと申しあげた点に重複するのですけれども、いわゆ

る市民の満足と書かれていらっしゃいますよね。ということはやはり対象は市

民なので、市民不在の動きというのは独りよがりになってしまいがちです。し

たがって、補助を交付する対象先に対して、補助を出すがそういう市民の満足

調査も合わせてしなさいということを一種義務づけられる。そのタイミングで

すとかやり方はいろいろ方法論があると思います。その補助金の交付と合わせ
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て、先ほど申しあげた受益する市民に対してのインセンティブをどうやって上

げていくか、方向性もそれによって、彼らも取り得るでしょうし、それがフィ

ードバックされれば市の行政側にも反映されるということで、これをやはりう

まく回していくことによって堅実な、適正な動きになっていくのではないかな

と思うのですけれども、そういう手法として考えたらいかがかなと思います。 

〇委員 もう１個、コミュニティバスの運行補助事業のところ、資料１８の４

番のところに、事業の運営経費に占める市からの補助金割合を２０％台とする

ことという風に書いてあるのですが、これについて成果指標のところでは、や

はりこれを評価するには経費に占める補助金の割合みたいなものも、成果の指

標として加える必要があるのではないかと思いますけれども、これはそんなよ

うなことでよろしいでしょうか。乗客数だけではなく。 

○事務局 過去に使った資料として、成果指標をそのまま適正ではない部分も

含めてという形でお示ししておりますので、今、委員がおっしゃいましたとお

り、２つの目標に対してそれぞれ本来は指標がなければいけないということで、

特に後段の市からの補助金の割合というのは、先ほどのコストもかからずに明

確に捉えられるものでございますので、本来は設定しなければいけなかったと

いう風に考えております。 

〇委員 この今の２０％台というような指標は、今お話がありましたように、

経費を削減するという意味では結構重要な指標であると思うので、できれば取

り入れられるところは、そのような割合の推移みたいなものも入れていただけ

れば、多分コストの削減の効果が見やすくなるのかなと思います。 

○会長 何か福祉の関係でございますか。 

○委員 先ほどの団体数を聞いたというのは、要するに家族の会に入っていな

ければ、もちろんその補助金はもらえないと思いますが、入っていない家庭が

かなり多いのではないかという心配を、私の立場からするとちょっと疑問にな

ってしまうのですけれども、その家族の会に皆さんか所属できるとは限りませ

んよね。だから、そうなってくると今度私が心配になってしまうのは、団体で

はなく個人の方にちょっと気持ちが行ってしまうというか、そういうところは

あります。 

 コミュニティバスにこだわるわけではないですが、私もあまりたくさんの線
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に乗せていただいているわけではないのでよく分からないのですけれども、そ

の時間帯とかいろいろな時間帯にちょっと乗る用事があったので乗ってみたの

ですけれども、その時間によっては全くがらがらな時と、いっぱいで立ってい

る場所がないくらい混んでいる時とかがあるので、何かその例えば、うまく言

えないのですけれども、せっかく補助金が出ているので、もうちょっと円滑に

運ぶような方針を立てていただくとか、休日限定とかそっちの方の、例えばま

た新たに利用者のアンケートとかを取って、また参考にするのも良いのではな

いかと思います。 

○会長 他にございますか。 

 では、よろしければ一応皆さんにもこのテーマについて一通りご意見をいた

だいたと思いますので、それでは、一応このテーマについてもこれで締めくく

りという風にしたいと思います。よろしいでしょうか。 

 それでは、最後に、本日の議題２のその他について、事務局から説明をお願

いします。 

○事務局 それでは、事務局から１点につきましてお伝えいたします。 

 次回の第５回会議の日程等の確認でございますが、８月２４日水曜日の午後

３時から、こちらと同じ北庁舎にございます第１会議室で開催いたしますので、

よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○会長 では、皆さんご都合はよろしいですか。 

 それでは、今の件について何かご質問、ご意見はございますか。よろしいで

すか。 

 それではないようですので、以上をもちまして本日の第４回の会議を終了し

たいと思います。長時間に渡り、どうもありがとうございました。 

－－了－－ 

 


