
補助金等サービスチェックに対する 

改善方針及び改善状況調査 

大野城市企画政策部自治戦略課 

平成 29 年 12 月 





【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及び改善状況把

握のため 

２ 調査対象 

17 補助金等 

・平成 23～26 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                ：11 補助金等 

・平成 27・28 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        ：６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結果に対する改善方針・状況調査」（エ

クセル様式）による回答及びヒアリング 

４ 調査期間 

平成 29 年 10 月 17 日～平成 29 年 12 月 15 日 

５ 改善方針結果（17 補助金等） 

①診断のとおり改善    ２補助金等（11.8％）

②診断のとおり改善するよう検討中     ７補助金等（41.1％）

③診断を踏まえ、独自の方法で改善 ２補助金等（11.8％）

④診断を踏まえ、独自の方法で改善するよう検討中 ６補助金等（35.3％）
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■改善方針 一覧 改善方針（H29．11 月末時点） 

診
断
年
度

補助金等名称 

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

① 23 筑紫地区食品衛生協会負担金  ○   

② 23 大野城市男女共生フォーラム事業補助金   ○  

③ 24 筑紫地区歯科診療休日急患業務補助金    ○ 

④ 24 中学校・高校生交流の翼事業補助金    ○ 

⑤ 24 大野城市商店街街路照明事業補助金  ○   

⑥ 25 いこいの森ロードレース開催費補助金   ○  

⑦ 25 青少年リーダー育成事業補助金    ○ 

⑧ 25 大野城市商工業振興事業補助金  ○   

⑨ 26 介護職員初任者研修受講費助成金  ○   

⑩ 26 文化連盟運営補助金  ○   

⑪ 26 古紙等集団回収奨励金  ○   

⑫ 27 大野城市少年の船事業補助金    ○ 

⑬ 27 総合福祉まつり実行委員会補助金 ○    

⑭ 27 ＭＡＤＯＫＡれくスポ祭補助金    ○ 

⑮ 28 御笠川・牛頸川・平野川フェスタ事業補助金 ○    

⑯ 28 シニアクラブ活動促進事業補助金    ○ 

⑰ 28 学童農園補助金  ○   

合  計 
２ 

(11.8%) 

７ 

(41.1%) 

２ 

(11.8%) 

６ 

(35.3%) 
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■平成23～28年度診断分　補助金チェック　改善状況調

診断年度

23

診断結果概
要（改善検討
すべき点）

改善方針

改善状況

改善方針

改善状況

補助金等名称 所管課

筑紫地区食品衛生協会負担金 すこやか長寿課

支出した補助金に対して、補助対象事業の支出内容が極めて不透明である。具体的には、本市を含めた
５市町の補助金総額が30万円となるにもかかわらず、補助対象事業の支出額の合計が199,940円に留まっ
ている。また、補助対象事業のうち、食中毒予防講習会は、そもそも筑紫地区食品衛生協会の本来事業と
考えられるものであり、同講習会に対する補助は、必要性が極めて低い。さらに、食品衛生月間における消
費者に対する啓発ビラとうちわの配布は、「消費者の意識がどの程度向上したのか」という成果が不明であ
り、実施の必要性が確認できない。
また、筑紫地区食品衛生協会の平成22年度収支決算書では、食品衛生責任者養成講習会特別会計か
ら一般会計に対する繰入金が1,850,000円に達することや、前年度からの繰入金が531,001円、特別会計の
事業運営資金へ留保金としての操出が1,600,000円、特別会計の事業運営資金の残高が16,445,900円に達
している。この様に、協会としての収支状況が良好で、さらには特別会計に多額の積立金が存在している。
これらを勘案すると、本負担金（実態としての補助金）は、必要性がほとんど認められないことから、廃止
が望ましい。
事務事業の名称が「負担金」となっているが、実態は定額の事業費補助であることから、名称を補助金に
変更する必要がある。

平成29年度

②診断のとおり改善するよう検討中

　筑紫食品衛生協会に対し調査を実施し、事業運営留保金の使途や補助金継続の必要性に
ついて確認した結果、協会活動の必要性は認められるものの、今後とも、協会の収支状況の
確認など情報収集を行い、補助金支出の必要性を判断する必要がある。
　ただし、毎年、約900,000円の県助成金の交付を受けている団体でもあり、市町助成金の是非
を単独で判断することは難しい。また、筑紫地区の市町においても、所管部局が様々であり、
調整はとりにくい状況であるが、継続的に検討を行う。
　平成28年度予算編成においては、指摘のとおり名称を「負担金」から「補助金」に変更済み。

○平成27年度の補助金継続の必要性に関する調査結果。
【事業運営留保金について】
・留保金については、営業許可更新の該当件数が年度により偏りがあり、更新が少ない場合は
年会費が納入されず、留保金からの大幅な取り崩しが必要となることや、会員の減少による会
費収入の減収により、今後は、毎年度の取り崩しも予想されることからの資金確保であること
の回答があった。
【補助金継続の必要性について】
・活動内容は、協会の会員で有る無しに関わらず、食品衛生指導員による巡回指導や衛生講
習会を実施する事のほか、小中学校・保育所・福祉施設・病院等の調理従事者を対象とした衛
生講習会の開催なども展開するなど、公益事業としての公衆衛生の向上に資する活動も行っ
ている。
公衆衛生を推進する立場にある市町村業務の主旨に沿った活動を担っていることが認められ
た。

前回改善状
況調査
（参考）

②診断のとおり改善するよう検討中

・H22年度とH26年度収支決算の比較によると、収支状況は悪化しているものの、事業運営資
金特別会計の残高が14,743,584円であり、未だ多額の留保金の存在が確認できる。
○平成27年度に、筑紫食品衛生協会に対し、補助金継続の必要性に関する調査を実施し、文
書による回答を得た。
【事業運営留保金について】
・留保金については、営業許可更新の該当件数が年度により偏りがあり、更新が少ない場合は
年会費が納入されず、留保金からの大幅な取り崩しが必要となることや、会員の減少による会
費収入の減収により、今後は、毎年度の取り崩しも予想されることからの資金確保であること
の回答があった。
【補助金継続の必要性について】
・活動内容は、協会の会員で有る無しに関わらず、食品衛生指導員による巡回指導や衛生講
習会を実施する事のほか、小中学校・保育所・福祉施設・病院等の調理従事者を対象とした衛
生講習会の開催なども展開するなど、公益事業としての公衆衛生の向上に資する活動も行っ
ている。
公衆衛生を推進する立場にある市町村業務の主旨に沿った活動を担っていることが認められ
た。
　以上のことから、協会活動の必要性は認められるものの、今後とも毎年度、協会の収支状況
の確認を継続し、補助金支出の必要性を判断する必要がある。
　毎年、約900,000円の県助成金の交付を受けている団体でもあり、市町助成金の是非を単独
で判断することは難しいが、筑紫地区の他市町との情報交換を進め、削減に向けた働きかけを
試みる。
・平成28年度予算編成においては、指摘のとおり名称を「負担金」から「補助金」に変更済み。
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■平成23～28年度診断分　補助金チェック　改善状況調

診断年度

23

診断結果概
要（改善検討
すべき点）

改善方針

改善状況

改善方針

改善状況

前回改善状
況調査
（参考）

②診断のとおり改善するよう検討中

・平成27年度、節目となる第20回目を実施し、女性の会への事業補助による方式は終了し
た。参加者アンケートでは「大変よかった」「よかった」の合計が93％を占め、高評価を得た。

・今後については、女性の会と男女平等推進センター「アスカーラ」と協議した結果、アスカー
ラフェスティバルと事業統合し、アスカーラの指定管理事業として実施する方向性を確認して
いる。平成28年度は、平成29年度からのフォーラム・フェスティバルの統合事業の実施に向
けて準備委員会の設置を行う予定である。

・補助金交付に関しては、前年同様、市長への基本決裁により方針を決定した。上記のとお
り行う事業自体の見直し内容に従って、必要に応じて根拠法令等を整備していく。

補助金等名称 所管課

大野城男女共生フォーラム事業補助金 人権男女共同参画課

事業内容の固定化や、実行委員会の委員数の減少と高齢化など、補助金の効果が低下している。そ
の結果、補助金の目的である「男女共同参画社会の実現に向けた気運を広く醸成すること」や、「それら
を推進する女性リーダーを養成すること」に結びつく事業の内容となっていない。

本事業が始まった平成18年度から５年が経過していることから、事業自体の効果が頭打ちとなっている
ものと考えることから、今後は、本事業は廃止し、新たに効果が期待できる事業を検討する必要がある。
その場合、所管課も検討しているとおり、新規事業として男女共同参画に関連した活動団体等を対象とし
た公募型の補助金を新たに企画し、事業内容のマンネリ化の防止や、マーケティングの視点に基づく事
業効果の高い補助金としていくことが望ましい。

本補助金の根拠法令等がない状況にあることから、早急に整備する必要がある。

平成29年度

③診断を踏まえ、独自の方法で改善

・前回改善状況調査にもあるとおり、第20回のフォーラムをもって、女性の会への事業補助
（補助金交付）による方式は終了した。

・平成29年度からは、まどかぴあ男女平等推進センター（アスカーラ）の指定管理事業とし
て、「アスカーラ共生フォーラム」を開催することとしている。
　〔平成29年度については、H30.2.3（土）の開催〕
　効果検証等については、本フォーラムの開催後に改めて行っていくこととする。
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■平成23～28年度診断分　補助金チェック　改善状況調

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

改善方針

改善状況

補助金等名称 所管課

筑紫地区歯科診療休日急患業務補助金 すこやか長寿課

筑紫地区で日曜日や祝日に診療を行っている歯科医院の実態を調査の上、各市町で１つ以上の診療
実態が確認できた場合には、通常の日曜日・祝日の診療に対する補助の必要性はないことから、これに
対する補助は廃止する。８月13日～15日及び12月30日～１月３日についても、同様の調査を実施し、同
様の対応を行う。その結果、費用対効果の視点からセンター方式に対する補助が不適切となる場合は、
実施日を絞ったセンター方式による委託や、持ち回り歯科医院に対する委託に切り替える。

補助事業を続ける場合でも、収支決算の実態に合わせて、補助金額を見直す（100万円程度の減額が
可能）。また、通信費も含めて支出内容の適切性について詳細に検証する。さらには、補助事業を廃止す
る場合や、実施日を絞っての持ち回り歯科医院に対する委託に変更する場合は、平成23年度決算で他
会計繰入金支出として700千円支出されている備品修繕積立金の返還を求める。

平成29年度

④診断を踏まえ、独自の方法で改善するよう検討中

・第５次大野城市総合計画　後期基本計画において、救急医療の円滑な実施の主な取り組
みの中に、歯科休日急患診療の実施を掲げており、市民に対し、安定した歯科急患診療体
制の確保は必要であると考える。また、ちくし休日急患歯科診療所が、大野城市境付近の春
日市に立地していることからも、本市の市民に対する利便性は高い。
　※市内の歯科医師会加入医院における日・祝日の診療実態については、日曜診療が２医
院であり、うち１医院のみ祝日も診療。

・平成23年度収支計算書の次年度繰越金が1,039,999円であったものが、平成28年度収支
では、160,140円と減少している。また、平成18年の開設から10年目を迎え、備品類の経年
劣化による備品関係費の増大が問題化してきており、補助金額の適切性の観点からも補助
金減額の正当な理由が見当たらない。
　※平成23年度決算で他会計繰入金支出として700千円支出されていた備品修繕積立金に
ついては、平成27年度決算以降0千円に減少し、積立ての余力がなくなってきていることが
認められる。

・補助事業の実施内容については、今後も、筑紫地区歯科保健医療連絡協議会において、
筑紫地区自治体間の意見交換を進め、適切な事業実施が行われるよう支出内容等の把握
に努めていく。。

前回改善状
況調査
（参考）

④診断を踏まえ、独自の方法で改善するよう検討中

・第５次大野城市総合計画　後期基本計画において、救急医療の円滑な実施の主な取り組
みの中に、歯科休日急患診療の実施を掲げており、市民に対し、安定した歯科急患診療体
制の確保は必要であると考える。また、ちくし休日急患歯科診療所が、大野城市境付近の春
日市に立地していることからも、本市の市民に対する利便性は高い。
　※市内の歯科医師会加入医院における日・祝日の診療実態については、日曜診療が２医
院であり、うち１医院のみ祝日も診療。

・平成23年度収支計算書の次年度繰越金が1,039,999円であったものが、平成27年度収支
では、633,733円と減少している。また、平成18年の開設から10年目を迎え、備品類の経年
劣化による備品関係費の増大が問題化してきており、補助金額の適切性の観点からも補助
金減額の正当な理由が見当たらない。
　※平成23年度決算で他会計繰入金支出として700千円支出されていた備品修繕積立金に
ついては、平成27年度決算で0千円に減少し、積立ての余力がなくなってきていることが認
められる。

・補助事業の実施内容については、今後も、筑紫地区歯科保健医療連絡協議会において、
筑紫地区自治体間の意見交換を進め、適切な事業実施が行われるよう支出内容等の把握
に努めていく。。
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■平成23～28年度診断分　補助金チェック　改善状況調

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

改善方針

改善状況

・アンケート調査（中２及び17歳）の結果、交流の翼事業の認知度は約46％だった。また、海
外に行ってみたいと思っている青少年は約61％だった。これを踏まえて今後、海外に関心を
持っている青少年をはじめとして、多くの生徒や学生に交流の翼事業をより知ってもらうた
めの方法を検討していきたい。
本市の自己負担金85,000円は、オーストラリアの９泊１０日の本研修を含むプログラムとし
てはそもそも安価に設定しており、近隣市町村と比べても安価である。金額の設定として
は、公平性は保たれていると考える。
・個々の生徒達の学業や部活動等の活動状況に影響を与えかねないことから、青少年教
育活動団体の参加率の設定は行わない。また、任意団体への強制加入の是非も含めて、
応募条件の見直しを検討していく。なお、キャススルヒル・ハイスクールからの受入は平成
27年度から休止しているため、今後、受入が再開される時点で、補助金返還規定等の設定
について検討を行う。
・約４か月にわたる研修の成果を周知できる方法を検討し、特に海外に関心をもっている団
員以外への波及効果を図るための取組を行っていく。
・事業の効果測定については、過去の団員に対して今年度中に調査を行い、検証していく。

前回改善状
況調査
（参考）

②診断のとおり改善するよう検討中

・研修生以外の生徒に対するアンケート調査については、「夢とみらいの子どもプランⅡ」の策定・評価に係るアン
ケート（２～３年に１度実施）の中で、ニーズ調査を行っています。次回の調査はH28の７月で、その結果を踏まえ、
さらなる検証と周知徹底に努めます。また、H28のアンケートでは、中学生以上の若者に対して、海外に対する意
識を問う質問を設けており、結果によっては、国際化社会に生きる若者が、より海外に興味を持てるようなきっかけ
づくりや工夫を、翼事業を通じて実施していく必要があると考えています。
・H27の新しい取り組みとして、報告会の様子をインターネット上でライブ配信し、390の視聴数がありました。このこ
とから、翼事業に対する潜在的な興味やニーズは少なからずあると考え、今後も、興味のある方に開かれた報告
会や説明会になるよう工夫をしていきます。また、事業を知らない、興味がない生徒への波及効果を狙い、各中学
校の文化発表会における全校生徒に向けた研修報告や、まどかフェスティバルでの報告パネル展示等を継続して
行います。
・他市町の類似事業と比較して、本市の公費負担額は安価であり、費用対効果は高いと考えられますが、その額
は本研修の旅費（航空運賃等）に大きく左右されます。社会情勢に沿った負担額の見直しを行う必要があります
が、年度ごとに負担額が大きく変動することで経済状況によって公平性が損なわれないよう、金額の見直しは段階
的に行う必要があると考えています。その分、可能な限りコストカットに努め続けます。
・事後活動団体への加入や、ホームステイの受入については、事業が定着してきたためか、事情のある団員以外
は、この条件を遵守しています。しかし、事後活動団体の活動参加率については、受験や学校行事等、さまざまな
事情があることや、他団体の事業である以上、努力目標であっても、規定を設けることは難しいと考えます。しか
し、団員経験者が、国際交流協会主催のキャリア体験海外派遣に参加したり、スピーチコンテストに出場する他、
個人で南米留学をする者も出てくるなど、さまざまな形で翼事業の経験を生かした活動をしている事例があり、そ
れぞれの活動の場を尊重・支援したいと考えています。
・低所得世帯への負担金の軽減措置については、申請数によって補助額が大きく変動するため、補助金の範囲内
で実施することは現状困難です。他自治体や団体の例を研究・調査し、実施方法を検討します。

補助金等名称 所管課

中学生・高校生交流の翼事業補助金 こども未来課

研修の成果発表の場である報告会に参加した研修生以外の生徒に対するアンケート調査を実施し、
公益性の視点から交流の翼事業団員以外への波及効果を検証する。
公平性の視点から低所得世帯の子どもが参加の機会を奪われないよう、定員の一定数について、所
得制限を設けた上での自己負担額の軽減措置を検討する。
応募条件を徹底する。具体的には、「交流の翼事業終了後に、青少年教育活動団体若しくは国際交流
活動団体（TOMORROW）に加入すること」については、高校卒業までの期間など一定の年数において、
努力目標として一定以上の活動への参加率を設定する。また、「キャッスルヒル・ハイスクールが大野城
市を訪問する際に、ホストファミリーになる意思があること」については、配慮できる特段の事由が無いに
もかかわらずホストファミリーとして受け入れなかった場合の補助金返還規定等を設定する。
平成23年度実績の実質的な参加者一人当たりの市費投入額は、195千円と多額であることから、これ
らの改善の取り組みの結果、団員以外への波及効果が大きくない（公益性が低い）場合や、活動団体の
活動への参加率が低迷している場合は、本補助事業を継続する必要性が低いことから廃止を検討す
る。

平成29年度

④診断を踏まえ、独自の方法で改善するよう検討中
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■平成23～28年度診断分　補助金チェック　改善状況調

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

改善方針

改善状況

②診断のとおり改善するよう検討中

･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。
・今年度内に、各商店会に対し、今後の街路灯の維持管理方針、LED化等の改修希望、老
朽化に伴う街路灯そのものの新設等について意見聴取を行い、必要に応じ経費の積算も
行った上で、次年度以降の実施計画計上を検討する。

前回改善状
況調査
（参考）

②診断のとおり改善するよう検討中

・白木原商店会の街路灯のうち一部については、当該街路灯の設置状況等独自の要因も
あり、県への移管を平成27年度中に完了した。
・他についても、街路灯から防犯灯への切り替え、老朽化対策、ＬＥＤ化等、必要に応じ、適
宜関係者との協議を行っていく。。

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

平成29年度
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■平成23～28年度診断分　補助金チェック　改善状況調

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

改善方針

改善状況

補助金等名称 所管課

いこいの森ロードレース開催費補助金 スポーツ課

・本補助事業の目的は、「・・・、市民の健康推進・交流の場を設けることを目的とする」とされている。平成
22年度以降、1,267人から1,437人の参加者がいるので、この目的はある程度、達成しているものと考え
る。
・現状では、本補助事業の参加者以外の市民に対する波及効果の検証がされていないこと、参加者以外
の幅広い市民の本事業に対する意向や評価がされていないこと、中学生以上の参加者の実態（市民・市
民以外の別）の分析がされていないことから、補助事業が掲げている目的がどの程度達成されているの
かの判断が困難となっている。
・少なくとも、中学生以上の参加者の実態分析、参加者以外の市民の認知度や意向、周辺住民の道路封
鎖等に対する意向などを把握分析した上で、必要に応じて本補助事業の目的の見直しやロードレースの
内容（参加者の要件、距離など）の再チェックを行うことが望ましい。

前回改善状
況調査
（参考）

②診断のとおり改善するよう検討中

●本事業の目的が「市民の健康推進・交流の場を設けること」で、ある程度目的達成された
と診断結果ではあるが、目的達成されたため事業終了ではなく、継続して実施することにより
更なる市民の健康推進・交流ができるものと考える。
●市民の認知度については、市の広報誌・市と大野城市体育協会のＨＰや市内小中学校等
へのポスター掲示で周知している。
●参加者以外の市民に対する検証や意向調査は行っていないが、事業実施主体である大
野城市体育協会とも協議し、認知度や意向について、情報広報課の協力を得ながら調査の
方法・手段等について検討していく。
●平成27年度は1,451名の参加申込みがあり、うち中学生以上は842名で市内311名・市外
531名と、市外の割合が多いが、交流の場を設けるという目的には合致していると考える。
●大会開催中の道路封鎖については、ダム周辺の方々へは説明を行い、周辺道路通行者
へは事前の予告看板を設置し、理解と協力を得られていると判断している。
●なお、平成26年度から指定管理者による事業となっており、今後、指定管理者と事業実施
について必要な見直しを行っていく。なお、実施内容の見直しについては、すでに広く周知さ
れている事業であり、参加者要件・距離などの内容について、問題なく運営できているため、
混乱が起こらない様に十分に協議していく。

平成29年度

③診断を踏まえ、独自の方法で改善

●本事業は、平成26年度から指定管理者である大野城市体育協会が行うべきスポーツ振興
事業の一つとして位置づけられており、実施主体は大野城市体育協会となっている。
●本事業の実施内容については、すでに県内外に広く知れ渡っていることから、実施内容の
変更は難しいと考えるが、体育協会と協議を行い、必要に応じて見直しを行っていく。
●なお、市民の健康推進・交流の場の提供は、継続して行っていくことが必要と考えるため、
今後も体育協会と協力しながら実施していく。
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■平成23～28年度診断分　補助金チェック　改善状況調

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

改善方針

改善状況

・中学生リーダーズクラブ研修やそれいけ☆青年組研修の参加者が少ないのは、学業や部
活動等があることによるものである。受益者負担の見直しについては、研修生は宿泊費とほ
ぼ同額であり、中学生以上の指導員はその半額である現状は妥当であると考える。中学生
以上の指導員の負担額が半額であることについては、その役割と責任において妥当である
と考える。
・清掃活動、保育所や学童保育所への派遣、子ども会行事への派遣、市のイベントへの派遣
など、外部での活動も積極的に行っているところであり、その波及効果を図っているところで
ある。
・インリーダー研修生が地域のリーダーとして活動する方法や青少年リーダー研修会実行委
員会事業の実施方法及び内容については、実行委員会や関係者と引き続き協議を行ってい
きたい。
・近隣施設の早期の予約については、自然教室や修学旅行等、学校行事の予定が新年度に
しか確定しないため日程の設定が難しく、人気の施設は２年前から予約が埋まるところもあ
り、希望に沿えないことも多いのが現状である。コスト削減については、今後も努めていきた
い。

前回改善状
況調査
（参考）

②診断のとおり改善するよう検討中

・中学生リーダーの会員数はH26：30名⇒H27：27名とほぼ横ばいで、青年リーダーもH26：21名⇒H27：20名と、安定し
て推移しています。H26中学生リーダー卒業生7名のうち、5名が青年リーダーに加入しました。今後は、さらに会員数
及び会員の参加率の増加のため、ＰＲや企画内容の充実を図ります。
・補助金の交付申請額はH24以前から変わっていませんが、その範囲内で中学生リーダーや青年リーダーの活動実
績を増やし、低コストで市民や地域に貢献できるよう努めています。H27は、内部向けの研修だけでなく、長期休暇中
の学童保育所への派遣を４回、子ども会行事への派遣を１回、保育所派遣、大文字まつり出店、まどかフェスティバ
ルでの子ども向けイベントの実施、清掃活動２回等、地域の青少年リーダーにふさわしい活動を多数行い、対象者へ
の波及効果が拡大したと考えます。
・今後は、Ｈ28に行う「夢とみらいの子どもプランⅡ」中間アンケートにおいて、認知度やニーズがどのように推移した
かを分析し、さらに事業内容を見直していきます。
・本事業の支出の大部分を占めるのがインリーダー研修会です。そのうち８割以上は、施設に支払う宿泊費とバス代
となります。研修生１人あたりの宿泊にかかる料金は3,230円であり、参加費3,000円は妥当であったと考えます。一
方、大人を含む中学生以上の指導員については、その役割と責任が重いことから、参加費を1,500円としており、42人
の参加がありました。よって、大人の参加者が増えるほど、市の補助費の割合が大きくなるため、研修生に対する適
正な育成者の人数を設定し、過剰に見守りが増えすぎないようにするか、指導員の参加負担金を引き上げることを検
討します。
・また、インリーダー研修会の参加者及び実行委員は、子ども会関係者がほとんどであることから、インリーダー研修
会の運営を子ども会に移管することも視野に入れて、実行委員会の自立を促し、事務局の人的支援を減らしていきま
す。
・近隣施設の早期の予約については、自然教室や修学旅行等、学校行事の予定が新年度にしか確定しないため日
程の設定が難しく、人気の施設は２年前から予約が埋まるところもあり、希望に沿えないことも多いのが現状です。今
後も、予約は最優先で行いますが、それ以上に他の支出を削減し、場所によって補助に大きく頼ることがないよう、見
直しを進めていきます。

補助金等名称 所管課

青少年リーダー育成事業補助金 こども未来課

・今後は、所管課も課題として認識している中学生リーダーズクラブ研修やそれいけ☆青年組研修の参
加者が少ない要因を分析し、参加者数が増加し、結果として将来の地域活動を担うより多くのリーダーが
育成できる事業内容を見直す検討が必要である。その結果、参加者数の増加が見込まれないのであれ
ば、２つの研修の受益者負担の見直しも必要である。
・補助金事業の目的に対する成果及び市民に対する波及効果を具体的に確認する必要がある。もし確認
できないのであれば、事業の目的や実施方法・内容の見直しを検討するか、現状のジュニアリーダー研
修の受益者負担率12.7％をはじめとする受益者負担率が低すぎることから、受益者負担額の見直しと、フ
ルコストの削減（職員が関与する従事時間の大幅な削減、補助金額の大幅な削減など）を同時に進める
必要がある。
・自主財源比率が低い状況下で、実施事業の計画のフレームがやや弱いように見受けられる。本来は、
事業の目的・参加者のニーズなどを踏まえた自主財源を中心とした事業の企画を基本に、不足する財源
への補助金の活用や、補助金を活用することにより事業をどの様に充実させ、事業の費用対効果をどの
様に向上させるのかを検討することが必要である。
・所管課によるチェック項目のうち、「効果の検証可能性」は、今年度作成する「子どもプラン」で成果指標
を設定するものであることから、今後検証していく必要がある。
・宿泊費が当初予算を27％も上回っているが、その要因として近地の宿泊施設を予約できなかったことが
あげられている。しかし、毎年実施内容が大きく変わらないのであれば、早期に予約することで未然に防
ぐことができる要因であることから、本事業の実行委員会の事務局は、コスト削減のためにいっそう努力
する必要がある。

平成29年度

④診断を踏まえ、独自の方法で改善するよう検討中
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■平成23～28年度診断分　補助金チェック　改善状況調

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

改善方針

改善状況

②診断のとおり改善するよう検討中

･商工会は、平成29年3月に商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法
律に基づく「経営発達支援計画」の国からの認定を受けた。
・これを踏まえ商工会では、既に西鉄高架下事業に伴う地域商工業者への波及効果を踏ま
えた商工会独自の高架下活用策の検討を行っていると同時に、今後、本市経済動向の調
査・分析やそれを踏まえた市内商工業者に対する伴走型の経営支援の実施、小規模事業
者の販路開拓、特産品・推奨品の販路拡大を含めた「大野城ブランド」の確立に積極的に取
り組むこととしている。
・上記取り組みの着実な実行が、商工会会員数の拡大にもつながり、結果として市内商工
業の振興に資すると考える。市としては、商工会が新たに強化する各施策に関連し、必要な
支援を行っていく。

前回改善状
況調査
（参考）

②診断のとおり改善するよう検討中

・講評のとおり、本市商工業の発展ならびに振興に大きく寄与するものとして、当該補助金
を継続する。
・現在商工会では、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律に基
づく「経営発達支援計画」を策定し、国（経済産業省）の認定待ちの状況である（6月中に結
果が出るとのこと）。この中で、今後伴走型の経営支援業務に一層積極的に取り組むことに
よる小規模事業者の持続的発展に寄与する事業を実施するとともに、各種分析等を通じ、
本市の実情を踏まえた地域経済活性化への取り組みを行うこととしている。
・市としては、本計画の策定方針等を踏まえ、商工会との協議を十分行いながら、可能な支
援を行っていきたいと考える。

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。

平成29年度
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■平成23～28年度診断分　補助金チェック　改善状況調

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

改善方針

改善状況

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。

平成29年度

②診断のとおり改善するよう検討中

①「市内の介護事業所等における介護従事者の確保」について、アンケートによる追跡調査を
行った結果、市内の事業所に就労している人は4割であり、ある程度事業の効果はあると思わ
れる
②平成27年度に選択肢について改善済
③「受講者助成を利用している人のみ就労者助成の利用が可」という原則で実施している。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とした支援については、制度
の見直しを含め、引き続き今後の検討課題とする。
④追跡調査の結果、上位資格支援について望む意見は2.8%であったので、検討は見送ることと
する。
⑤①のとおり、ある程度の効果は認められるので、今後も引き続き制度の周知を行い、受講者
の増加に取り組みたい。
⑥助成金申請時の申請理由を見ると、「現在家庭介護をおこなっており、専門知識習得と技術
向上のため」、「将来の家庭介護に備えて」という理由が全体の30%を占めており、制度に対す
る認識もある程度はされていると思われる。

前回改善状況
調査
（参考）

②診断のとおり改善するよう検討中

①「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、アンケートによる追跡調
査を実施しており、現状把握に努め、改善の方法、方向性を探っている。
②平成27年度より、「就職活動または就労後介護職員初任者研修の資格は役に立ったか否
か」をアンケートの質問に加え「活かしてない理由」の把握に努めている。また、雇用の種類、正
規・非正規の状況把握ができるアンケートに変更した。
③「現時点では、受講者助成を利用している人のみ就労者助成の利用が可」という原則で実施
している。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とした支援を行
うか否かについては、今後の検討課題とする。
④平成27年度から平成29年度にかけて追跡調査を行う予定であり、この結果をふまえ検討し
たい 。
⑤今後も制度の周知を行っていき、受講者の増加に取り組みたい。
なお、「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、追跡調査の
結果をふまえ、検討したい。
⑥本事業は、介護事業所等に就労を希望する人に限定していない。家族介護を理由とする人
が利用しやすいよう制度の周知について検討したい。
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■平成23～28年度診断分　補助金チェック　改善状況調

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

改善方針

改善状況

②診断のとおり改善するよう検討中

・「まどか文化祭」について、平成25年度以降来場者数は横ばいであり、平成28年度も来場者
数は例年と比較して増加していないが、当日までの広報については、チラシなどによる広報に
加え、会員内で家族に限らず、知人、友人等に来場していただくようSNSを活用した周知を
行った。今後はより効果的な広報の方法を検討したい。
・イベントの内容については、芸能祭において全国レベルの団体（全国大会に出場）に出演を
依頼するなど、集客に繋がるような内容の検討を行った。総合美術展については、照明の点
け方を工夫するなど、例年とは一味違った雰囲気の会場作りを行った。また、平成29年度は
節目となる40回目を迎えるため、集客が見込まれるような記念イベント（舞台はゲスト出演、文
芸は今まで展示したことのないジャンルの作品を展示）を実施する予定。アンケート結果では、
「大変満足」「満足」との回答が全体の７割を占めているおり、ご来場いただいた方には楽しん
でいただける内容になっているのではないかと考えられるため、来場者が増加するには、当日
の呼び込み、ＰＲが重要であると考える。
・文化のたよりの発行時期については、文化連盟内で検討するよう依頼していたが、内部で調
整がつがず、発行時期は変更できていない。平成29年度も内部で調整を図るよう指導してい
く。

現在、本市の芸術文化振興を図っていく中で、文化連盟の役割を整理しているところであり、
今後は文化連盟の役割を明確にした上で、事業の見直し等、文化連盟と協議しながら検討し
ていきたい。

前回改善状
況調査
（参考）

②診断のとおり改善するよう検討中

平成27年度においては、文化連盟内で大幅な組織改革を行ったことにより、「まどか文化祭」
の事業見直しや、「文化のたより」の発行時期などについて、十分に協議することができなかっ
たため、平成28年度中に十分に協議を行い、改善に努める。

・「まどか文化祭」については、アンケート結果より、「大変満足」「満足」との回答が全体の６割
を超えており、来場者に対し、ある程度の満足度が得られていると考えている。ただし、診断結
果にあるように来場者数は減少しているため、来場者に対し、景品をプレゼントするなど、集客
に繋げる取り組みを行ってはいるが、平成27年度においても、来場者数の増には至らなかっ
たため、さらに、イベントの内容の充実を図っていくよう、協議を進めていきたい。具体的には
来場者の呼び込みに加え、芸能祭のステージ構成、総合美術展の展示物の配置方法等を見
直していきたい。

・「文化のたより」については、「まどか文化祭」のPRだけでなく、新年度のスタートや各イベント
の事業報告等の時期なども勘案し、検討していく。

補助金等名称 所管課

文化連盟運営補助金 コミュニティ文化課

本事業によって配置される事務局員は、週４日10時～16時の勤務条件にある。具体的な業務として、会員管理（会費
収受や名簿作成）、「まどか文化祭」（年１回）等の事業支援、評議委員会の開催（年１回）、理事会・専門委員会の開催
などが挙げられている。
他方、文化連盟に加盟する団体数の減少や、「まどか文化祭」の来場者数の減少が続く中、文化連盟の活動内容に
ついて改善が必要な状況にある。このため、事務局員の業務についても、５分の４人／年分の業務量が全て事務手続
きに終始している状況を改善することが期待される。具体的には、事務手続きの効率化に取り組むことで、現状では十
分ではないウェブ情報の発信力強化や、加盟団体の活動支援策の検討に時間を割くなど、文化連盟の活性化を促進
する必要がある。
本事業によって実施されている広報紙「文化のたより」発行（年２回、4,200部）については、文化連盟会員（約1,100
名）へ配布のほか、残りは各区公民館（27箇所）で回覧されている。これについて、配布された広報誌が市民や活動団
体にとって有効活用されているかの検証が、所管課側で十分なされていない状況にある。また、「文化のたより」の発行
時期（８月、２月）と「まどか文化祭」（11月）の開催時期が離れていることから、「まどか文化祭」のＰＲ媒体として「文化
のたより」の発行時期を再検討する等、有効活用する余地がある。
【今後の方向性】
本事業によって実施されている「まどか文化祭」について一般来場者の集客数が年々減少しているが（平成24年度
3,698人→平成25年度2,968人→平成26年度2,772人）、その要因として、所管課からは「天候の影響や人の呼び方」と
いう説明があった。また、「問題点・課題と改善方策」欄には、「集客面についても当該年度の反省等を振り返り、次年
度の企画に反映しようと積極的に活動している」とあるが、具体的な改善に至っていないことと、市民や参加団体側の
ニーズ分析が十分ではないことから、改善の見通しが見出せなかった。
今後は、所管課による「問題点・課題と改善方策」で示されているとおり、アンケート調査を始めとする実態調査を実
施し、徹底的な効果検証を行い、問題点・課題・改善策を検討する必要がある。その上で、「まどか文化祭」や「文化の
たより」について、改善方策の検討・実施を補助事業の条件とする。

平成29年度
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■平成23～28年度診断分　補助金チェック　改善状況調

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

改善方針

改善状況

平成29年度

②診断のとおり改善するよう検討中

【1点目】H28年度新聞発行数は約43,276千部（日本新聞協会データ参照）であり、10年前から17.3％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％低下している。
以上、紙の生産自体の減少が、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、ごみ組成調査結果（H27）によると、家庭系可燃ごみに含まれる紙（リサイクル不可な紙も含む）の割合は、平成21年度と比較して
6.1ポイント低下した。しかしながら、可燃ごみに捨てられているリサイクル可能な紙量は一定数存在するため、ターゲットを絞り、古紙リ
サイクルに関する施策を実施する予定である。
【2点目】古紙回収団体が回収してから業者へ引き渡しをするまでは、H28に追跡調査を実施。引き渡し以降の流れについては、今後把
握に努める。
【3点目】古紙回収団体の取組状況や意識については、聞き取り等で状況把握に努める。なお、「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。
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））などとなっており、平成
27年度平均単価は約7.8円／Kgだった。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）、那珂川町（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などで、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、市民のリ
サイクル意識は高いと考えられる。また、奨励金補助申請回数が増加していることなどから、本市の奨励金を活動資金とするため精力
的に取り組んでいると思われる。
　平成28年度の地区人口1人当たりの回収量は、南・中央地区で30.46kg、北・東地区で21.57kgと、北・東地区の回収率が低い。このこと
から、同地域に対して本事業の啓発を行っていきたい。

前回改善状
況調査
（参考）

②診断のとおり改善するよう検討中

①「ごみの減量について」
  古紙等の回収量が年々減少している原因として、電子化が進み、新聞などの発行部数の減少、同じく購読世帯数も減少していることに
よるものと思われる。また、市に報告のない新聞販売店などによる回収が盛んにおこなわれており、近年は新聞だけでなく、ダンボール
や雑誌・雑がみも回収しており、排出の便利さから利用者が増加していることも大きな要因の一つであると考えられる。
　なお、家庭系可燃ごみ（普通ごみ）の平成23年度と27年度を比較すると、増減はあるものの、わずかではあるが減少している。このこと
からも古紙等が可燃ごみに回ったため回収量が減少しているとはいえない。
　しかし、昨年度行った家庭ごみの組成調査では、可燃ごみに含まれる紙類の組成割合は36％であった。前回（平成21年度）の42％に
対し、わずかに減少したが、その内リサイクルできる紙類が約２/３も可燃ごみに含まれていた。このことを踏まえ、市民に分別の徹底を
周知していくことが重要だと考える。

②「資源の有効利用について」
  紙類の回収量は減少しているものの、国内の古紙回収率（古紙回収量÷紙・板紙消費量）を見ると、わずかに向上している。これは、
市町村の管理・委託の範囲以外の民間業者による回収量の増加もあり、リサイクルは着実に拡大しているものと思われる。なお、本市
団体の回収業者のリサイクル状況については、今後把握に努める。

③「清掃思想の普及向上について」
  現在、「大野城市一般廃棄物処理基本計画」の資料として、家庭ごみに対する市民の意識調査を行っており、「古紙等の出し方や古紙
等回収奨励金制度」に関する調査も含まれているので、結果を検証し対応を検討する。
　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））などとなっており、平
成27年度平均単価は約7.8円／Kgだった。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）、那珂川町（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などで、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まっていることなどから、市民のリサイクル意識は
高いと考えられる。
　また、スポーツ団体の回収量が増加していることなどから、本市の奨励金を活動資金とするため精力的に取り組んでいると思われる。
　平成27年度地区別の1人当たりの回収量は、南・中央地区は32.93Kg、北・東地区は23.12Kgで、北・東地区の回収率が低い。このこと
から、同地域に対して本事業の啓発を行い、回収量を増やして行く必要がある。
　今後は、アンケートの結果を踏まえて、さらなる検証と周知徹底が必要だと考える。

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。
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■平成23～28年度診断分　補助金チェック　改善状況調

診断年度

27

改善方針

改善状況

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。

本事業の目的は、青少年の育成と団体生活及び社会参加の意義を理解することである。研修生の保
護者アンケート調査の結果、９割以上の保護者が「子どもの成長を感じた」と回答している。具体的に
は、「自分の役割を全うするようになった」「他人にあいさつをするようになった」「自分で考えて行動する
ようになった」「ほかの活動にも興味をもつようになった」と、高い育成効果をもたらしていることを確認し
ている。
・研修地が沖縄であるのは、慰霊活動のほかに、船を使用した研修であるからである。指導員と研修生
が海により周囲と隔絶された船内での共同生活という濃密な環境が、コミュニケーション力・主体性・積極
性を高めるとともに、一日のスケジュールを共に過ごすことにより、集団としての共同体意識から、より効
果の高い団体生活を送れると考える。さらには、船は生活の場と移動手段も兼ねており、効率性を確保
している一面もある。そして、沖縄と鹿児島までの所要時間は、ちょうど２４時間である。
・指導員やスタッフからのヒアリングでも、船上の研修が団体生活を知る効果が高いと評価を受けてい
る。
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が、インリーダー研修会など、別
の事業に参加しているケースもある。研修生以外の波及効果については、具体的にどのような方法があ
るのかは検討していきたい。
参加者が減少傾向にある中で、事業周知の方法を見直していきたいと考える。具体的には学校だけで
はなく、子ども会の協力を得ながら、より多くの人に知ってもらえるような方法をとっていきたい。なお、新
たなプログラムの企画立案については、行程の効率性・研修生の安全確保などの課題があることから、
今後の検討課題としていきたい。
団服・団帽製作費や映画制作費については、安価な方法を徹底するよう団体に打診をしている。なお、
映画制作費については、行程中の映像撮影の人件費も含まれていることから、一定の費用が生じるもの
と考えている。

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

平成29年度

④診断を踏まえ、独自の方法で改善するよう検討中

診断結果概
要（改善検討
すべき点）
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■平成23～28年度診断分　補助金チェック　改善状況調

診断年度

27

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

総合福祉まつり実行委員会補助金 福祉課

【全体講評】
「補助事業の目的」には、「高齢者・障がい者・児童福祉などに対する正しい理解と普及啓発を図るとともに、市民
の地域福祉活動を促進することを目的とする。」とある。これに対して、所管課の考えとして、これまでは特に「関係団
体の交流促進」を主な目的として位置づけ、一定の成果を挙げ目的が達成されてきた状況にある。一方、所管課の
分析では、総合福祉まつりが一般市民にはほとんど認知されていない状況と推測される。来場者アンケート調査結果
からも、参加者のほとんどが関係団体の会員と推測される状況にある。
【今後の方向性】
所管課の検討結果の通り、関係団体の交流促進というこれまでの目的は達成されたものと判断し、今後は、より幅
広い一般市民を対象に、補助事業の目的に掲げている「高齢者・障がい者・児童福祉などに対する正しい理解と普及
啓発を図るとともに、市民の地域福祉活動を促進すること」に資する内容に変更するよう、被交付団体に対して要請し
ていくことが適切である。
その際、総合福祉まつりとして実施される各イベントの目的をより特定化し、民間と協力した介護予防体験フェア
や、子育て支援団体・サービスの紹介や体験イベントを行う子育て応援イベントなどに見直した方が、イベントの趣旨
が分かりやすく、ターゲットとなる市民の参加が期待できる。このように市として、総合福祉まつりの目的をどこに位置
づけるのか、また、誰をターゲットとするのかを十分に検討した事業の見直しが重要と考える。
【その他】
今後、より幅広い一般市民への普及・啓発を目的とした事業内容に変えていくのであれば、現状の「総合福祉まつ
り」の名称について、関心・参加意欲を向上させる内容に見直すことが望ましい。

診断結果に基づき次のとおり改善した。
【高齢者（民間と協力した介護予防体験プログラム）】
・高齢者の閉じこもり、うつ、認知症予防を目的に公民館で実施している「音楽サロン」の実施。
・福祉用具体験＆福祉情報発信コーナーの実施。
【障がい（正しい理解のきっかけづくり）】
・市内障がい者施設による演劇、合唱、合奏ステージの実施。
・盲導犬＆ユーザーによる講演会、視覚障がい者による楽器演奏会の実施。
【児童福祉（子育て支援団体・サービスの紹介や体験イベントを行う子育て応援プログラム）】
・子育て支援団体・サークルの活動紹介パネル展示、子育て世代のママたちの手作り商品販売やワーク
ショップの実施。
・親子工作体験の実施。
【市民の地域福祉活動を促進すること】
・ボランティア体験プログラムの実施。
・赤い羽根共同募金啓発プログラムの実施。
【ターゲットとなる市民】
・市内小中学校の児童・生徒。
【その他】
・「大野城市ふくしフェスティバル」に改称。
・平成２９年度　延べ来場者３,８００人

【事業効果】
・各プログラム及び全体アンケート調査を基に検証していく。

①診断のとおり改善

平成29年度
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■平成23～28年度診断分　補助金チェック　改善状況調

診断年度

27

診断結果概
要（改善検討
すべき点）

改善方針

改善状況
平成29年度

④診断を踏まえ、独自の方法で改善するよう検討中

１．全体講評からの改善状況
　　①平成２８年度から、各地区（４地区）ともに、来場者アンケートを「チャレンジシート」
        （体験コーナーを記入した会場案内の用紙）を利用して実施し始めた。

　　②平成２７年度の補助金チェックを受け、指摘事項について、各地区実行委員会事務局と
       企画前の段階で、市スポーツ課担当と協議を行っている。
　　　　〔改善している状況〕
　　　　　イ。体験コーナーの種目について
　　　　　　　・幼児コーナーが誕生し、親子づれでの参加が増加している。
　　　　　ロ。区対抗戦について
　　　　　　　・参加動員から、自発的参加のための魅力づくりの検討を続けている。
　　　　　　　　（れくスポ祭とのことから、祭りの要因も持たせるためにバザーの充実も図っている）
　　　　　ハ。軽・ニュースポーツの普及の効果
　　　　　　　・各地区コミュニティ運営委員会が主催するスポーツイベントが全てニュースポーツ競技に
　　　　　　　　変わった。　また、各区（自治会的な組織）や団体での催しについても、ニュースポーツが
　　　　　　　　取り入れられている。〔多いのは、グラウンドゴルフ、ペタンク（以上は団体として組織化
                もされている）、ユニカール、アジャタ、輪投げなど〕
　　　　　ニ。事業の経費について
　　　　　　　・補助事業に要する経費（予算・決算）表を用いた、補助金申請、実績報告を行っている
　　　　　　　　ことにより、食料費やバザー補助に関し減額指導を行っている。
　　　　　　　・バザーにおける商品の値段についても、事業経費を考える上で今後協議を進めて行きた
　　　　　　　　い。
　　　　　ホ。現在実施し始めたアンケートの内容を更に修正し、効果等が読み取れるよう、各地区と
　　　　　　　 内容の充実に向けて、更に協議を進めて行きたい。

　　　③事業の市民へのＰＲについて
　　　　　　・市及び体育協会では、市広報誌を活用したＰＲを実施。
　　　　　　・各コミュニティ運営委員会と構成団体である区（自治会）ではチラシの全戸配付や小学校
　　　　　　　の協力をいただきチラシの配付を実施。ポスターの作成など、各地区とも力を入れてい
              る。
※市の担当課、市体育協会と各地区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。

補助金等名称 所管課

ＭＡＤＯＫＡれくスポ祭補助金 スポーツ課

【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。
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■平成23～28年度診断分　補助金チェック　改善状況調

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

補助金等名称 所管課

御笠川・牛頸川・平野川フェスタ事業補助金 環境・最終処分場対策課

【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、「・・フェスタを通じて川沿いの清掃活動を行うことにより、川に親しむ機会を設け河川浄化
に対する理解を深める」とある。参加者に対するアンケート調査結果の分析内容も含めて、市民が主体的に実施する
清掃活動を行うことで、河川浄化に対する理解を深めるとともに、河川の環境改善、不法投棄対策など、本補助事業
の効果は確認できる。
・一方で、近年は参加者数が横ばいで、参加者が固定化しているとの意見や、参加者アンケートの分析結果から改
善が必要な項目として学生の参加者が少なかったことがあげられていることから、より多くの新しい市民に本フェスタ
に参加してもらえるような創意工夫が必要である。
・また、相乗効果による認知度の向上と参加者数の増加を目的に、まどかフェスティバルの一環として同日に開催し
ているが、その意図や意義、本フェスタの内容や、清掃活動終了後に大文字公園で開催されている他のまどかフェス
ティバルのイベントに参加してもらいたいなどの情報が、どの程度の市民に十分に理解してもらえているのかも不明
である。

【今後の方向性】
・今後は、参加者に対するアンケート項目を追加し、リピート率、参加を決めた理由、参加者が増えない理由などの把
握分析を行うとともに、広く一般市民を対象とするアンケート調査で、本フェスタの認知度、目的に対する評価、過去
の参加実績、参加しない理由などを把握・分析し、新しい参加者や学生の参加者を増やすための改善策を講じる必
要がある。また、参加経験者が口コミで新しい参加者を連れてくることを促進する何らかの対策も望ましい。
・さらには、まどかフェスティバル全体のポスター・チラシとともに、本フェスタに特化したポスターも作成し、一体的・総
合的に市民の理解促進と関心向上に取り組むことが望ましい。

平成29年度

①診断のとおり改善

・平成29年11月5日にフェスタを開催し、11月21日に実行委員会の反省会を実施した。。
・市内小中学校１５校の全児童生徒ににフェスタチラシを配布した。また、家庭へはまどかフェスティバ
ル市広報折込パンフのほか、フェスタチラシを回覧板で全戸へ周知した。そのほか、３００以上の市内
事業所へフェスタチラシを持参して、参加案内を行った。
・フェスタ５コース全てにのぼりを計２００本設置し、開催案内看板を各スタート地点に設置した。
・フェスタチラシにまどかフェスティバル同時開催記事を掲載し、各種イベントを紹介した。
・学生の参加者を増やすために、実行委員が県立筑紫中央高校へ参加依頼を行い、実行委員会事
務局が市内中学校５校の野球部に参加を依頼した。
・フェスタ閉会式では、フェスタ参加者拡大に向け、参加者のSNSを含む口コミ依頼についてアナウン
スを行った。
・アンケートではリピート率や参加理由について把握できるよう設問を増やした。

以下のとおり、フェスタ実行委員会の反省会においてフェスタがさらに盛り上がるよう評価分析を行っ
た。
①天候にも恵まれ、過去最多の５２０人の参加だった。
②３校の中学校野球部に参加いただいた。
③初参加者は１６２名で約３５%であった。
④参加を決めた理由は、地域貢献やまちをきれいにしたいが大半を占めており、次いで会社や団体
の行事として参加している方が多く見られた。
⑤高校生、大学生の参加者は５人で、変わらず少数であった。

参加者の達成感や満足度を高めることにより、口コミで初参加者の拡大を図ることとしたい。
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■平成23～28年度診断分　補助金チェック　改善状況調

診断年度

28

改善方針

改善状況

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

平成29年度

④診断を踏まえ、独自の方法で改善するよう検討中

・シニアクラブは、老人福祉法において地方公共団体による援助を行うべき団体として位置づけられてい
る。また、６０歳以上であれば誰でも加入できること、地域での社会貢献活動を積極的・自主的に行って
いることからも、公共性の高い団体であるということができる。
・市がシニアクラブに期待する役割や成果には、活動を通じた地域社会の中での互助活動の促進や、高
齢者団体としての人的な支援・協力も含まれていることからも、診断結果にあるような補助対象事業の見
直し（特定の事業に特化する等）は現実的に困難な状況である。
・そこで、補助対象事業の見直しではなく、補助金額の適正化等、実態に見合った補助金のあり方につ
いて今後検討したい。
・また、煩雑な補助金申請事務については、担当者の負担軽減のための方策を今後も研究していく。

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。
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■平成23～28年度診断分　補助金チェック　改善状況調

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

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。

平成29年度

②診断のとおり改善するよう検討中

　補助金の支出内容に関しては、平成29年度の申請から、肥料代等の実費以外の部分について支払
額の基準を定めることとした。実地指導料に関しては、本市の講演等における謝金の支払基準を参考
に1回あたりの金額を統一し、回数に応じて支払を行うこととした。また、管理手数料は、農地の面積に
応じて、金額を定めることとした。

　実施していない8校に本事業を広げていくことについては、各小学校周辺の農地の状況を確認してい
る状況である。学童農園として利用するためには、学校からの距離や途中の交通状況の安全性、子
どもたちが活動するのに必要な面積と農地所有者の協力などの条件が整う必要がある。
　今後、これらの条件を満たす適切な農地が見つかった場合、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。
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大野城市 

企画政策部自治戦略課 



大野城市 

企画政策部自治戦略課 


