
平成26年度包括外部監査指摘事項等に係る対応

平成29年11月

浜    松    市

（中小企業支援事業に関する事務の執行について）



内　　　　　　容 件数

法令等に違反し、又は不当と認められるため、是正を求め
ること又は３Ｅ(経済性・効率性・有効性)の視点から、改
善を求めること。

24

「指摘」には当たらないが将来的に改善を検討することが
望ましいもの、又は包括外部監査人としての提言を述べる
もの

13

内　　　　　　容 件数

◎ 措置済
指摘事項に対して、措置を講じたもの又は一部について措
置を講じたもの

23

― 非措置

指摘事項に対して、法令の趣旨等から措置できないもの、
制度の趣旨・費用等を鑑み現行が適当であるなど措置しな
いもの又は外部状況等により措置する必要がなくなったも
の

1

○ 対応済
意見事項に対して、対応したもの又は一部について対応を
したもの

11

― 非対応

意見事項に対して、法令の趣旨等から対応できないもの、
制度の趣旨・費用等を鑑み現行が適当であるなど対応しな
いもの又は外部状況等により対応する必要がなくなったも
の

2

空欄 措置対応中
指摘又は意見事項に対して、措置又は対応を継続している
もの又は今後行う予定のもの

0

         措置欄（平成29年6月末現在）

区分

監査結果

区分

指摘

意見



1 意見 (１) 今後の方向性について 32
産業総務課
産業振興課 ○ Ｈ28

2 意見 (２) 補助金事業の事後評価 33
産業総務課
産業振興課 ○ Ｈ28

3 指摘 (ア)
当初計画を適時に修正できる体制の構築の必要
性

45 産業振興課 ◎ Ｈ27

4 指摘 (イ) 報告書形式の見直しの必要性 46 産業振興課 ◎ Ｈ28

5 指摘 (ウ)
公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構
の予算管理体制

47 産業振興課 ◎ Ｈ27

6 指摘 (エ)
公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構
の財政的基盤について

47 産業振興課 ◎ Ｈ29

7 指摘 (オ)
浜松市新産業創出事業費補助金交付企業のフォ
ローについて

49 産業振興課 ◎ Ｈ27

8 指摘 (カ) 内部牽制機能の強化とその管理の必要性 49 産業振興課 ◎ Ｈ28

9 意見 (ア)
公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構
の人材確保について

50 産業振興課 ○ Ｈ28

10 意見 (イ) 産業振興課の人材確保について 50 産業振興課 ○ Ｈ27

11 意見 (ウ) 外部監査の検討 51 産業振興課 ○ Ｈ28

12 指摘 (ア) 総合調整機関の明確化の必要性 54 産業振興課 ◎ Ｈ28

13 指摘 (ア)
はままつ次世代光・健康医療産業創出拠点負担
金の報告書の記載内容

65 産業振興課 ◎ Ｈ27

14 指摘 (イ) スタートアップ都市推進協議会負担金の規約 66 産業振興課 ◎ Ｈ27

15 指摘 (ウ)
本件各負担金の支出手続きについて
改善事項１：情勢の変化に応じて負担金支出を
取りやめる仕組みを設けること

67 産業振興課 ◎ Ｈ28

16 指摘 (ウ)

本件各負担金の支出手続きについて
改善事項２：浜松市において負担金交付先に対
して達成を求める数値目標を設定するととも
に、負担金交付先との認識の共有に努めること

68 産業振興課 ◎ Ｈ29

17 指摘 (ア) 補助金支出後の対応 81 産業振興課 ◎ Ｈ28

18 意見 (ア) 補助金支出後の支援 82 産業振興課 ○ Ｈ27

19 意見 (ア) 補助金交付対象企業 94 産業振興課 ― Ｈ29

第３　浜松市の中小企業支援事業の概要

４　総括的意見

第４　抽出した中小企業支援事業

１　産業イノベーション支援事業

２　地域イノベーション戦略推進事業

３　産学官連携促進事業

主管課 区分
措置等
決定年度

№
報告書
の頁

監査
結果

監査項目

４　成長産業創出支援事業

５　企業立地推進事業



主管課 区分
措置等
決定年度

№
報告書
の頁

監査
結果

監査項目

20 意見 (イ) 新規雇用者 95 産業振興課 ○ Ｈ27

21 指摘 (ア)
中小企業海外ビジネス展開支援事業費補助金
 ① 事業の周知

104 産業振興課 ◎ Ｈ27

22 指摘 (ア)
中小企業海外ビジネス展開支援事業費補助金
 ② 目的適合性

104 産業振興課 ― Ｈ27

23 指摘 (イ)
海外レンタルオフィス･レンタル工場設置可能性
調査

104 産業振興課 ◎ Ｈ28

24 指摘 (ウ) 海外販路開拓支援事業 105 産業振興課 ◎ Ｈ28

25 指摘 (エ)
 アセアンサポートデスク設置事業
 ① 委託事業者の選定

105 産業振興課 ◎ Ｈ28

26 指摘 (エ)
アセアンサポートデスク設置事業
 ② アセアンサポートデスクについて

106 産業振興課 ◎ Ｈ28

27 指摘 (オ) 海外ビジネス展開支援事業全体について 106 産業振興課 ◎ Ｈ28

28 意見 (ア) 海外レンタルオフィス賃料補助事業 107 産業振興課 ○ Ｈ28

29 意見 (イ) 各事業および外部機関事業との連携について 107 産業振興課 ○ Ｈ28

30 意見 (ウ) 事業の見直しについて 107 産業振興課 ○ Ｈ29

31 指摘 (ア) 補助対象除外事項について 114 産業振興課 ◎ Ｈ28

32 指摘 (イ) 浜松市ソフトインキュベートルームについて 115 産業振興課 ◎ Ｈ27

33 意見 (ア) 各融資制度における一層の利用促進について 126 産業総務課 ○ Ｈ27

34 意見 (ア) 補助金拠出における費用対効果について 131 産業総務課 ― Ｈ27

35 指摘 (ア) 補助対象としている事業の有効性について 135 産業総務課 ◎ Ｈ29

36 指摘 (ア) 新規雇用者について 138 産業総務課 ◎ Ｈ27

37 指摘 (イ) 特命理由について 139 産業総務課 ◎ Ｈ27

10  中小企業活性化対策事業費助成事業

11　中小企業経営力強化支援事業

６　海外ビジネス展開支援事業

７　創業支援事業

８　中小企業金融支援事業

９　マル経融資償還利子助成事業



№１
監査内容 32

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

産業総務課
産業振興課

成長６分野を中心とした地域産業へのきめ細かな支援に取
り組むとともに、農業、商業、工業の連携促進や海外展開な
ど、成長市場を果敢に取り込み、新たな分野への積極的な参
入を図ろうとする意欲的な企業を支援してまいります。

○ 平成28年度

№２
監査内容 33

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

産業総務課
産業振興課

現在、活用企業には補助金申請時に具体的な成果目標の設
定を義務付けており、市としてはあらゆる機会を捉え、成果
目標の確認を促してまいります。
また、市におきましては、補助事業完了後の成果目標を設

定し、目標達成に向けて、公益財団法人浜松地域イノベー
ション推進機構とともに継続的な支援を実施してまいりま
す。

○ 平成28年度

報告書の頁

報告書の頁
（２）補助金事業の事後評価
  補助金制度を利用した後の、各企業の取り組みが産業支援制度では重要である。
特に新産業創出事業費補助金については、支援側、支援される側双方に具体的な成
果目標を持つことを検討してもよいのではないかと考える。

対応方針

対応方針

 (１）今後の方向性について
  今後の中小企業支援も当初の６つの産業分野を重点分野とする点は変わらない
が、浜松地域の事業所等の状況変化に対応していくとのことである。
  今後はものづくり産業への支援を続けつつ、現状の制度が利用できる分野を拡大
していく方向を検討してもよいのではないかと考える。



№３
監査内容 45

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

産業振興課

各事業ごとに市、公益財団法人浜松地域イノベーション推
進機構の担当者を配置し、工程表を活用して適切に工程管理
を行うことで、適時に修正できる体制をとります。
具体的には、月１回の工程表提出を制度化するとともに、

軌道修正する場合は、公益財団法人浜松地域イノベーション
推進機構の責任者が決裁した書類の提出を義務付けます。

◎ 平成27年度

№４
監査内容 46

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

産業振興課

事業報告書は、委託契約の仕様書及び企画書に沿った様式
に修正します。
予算の執行状況については、平成26年度から４半期ごとの

報告を必須にしており、市と公益財団法人浜松地域イノベー
ション推進機構で適切な予算管理を行います。 ◎ 平成28年度

対応方針

対応方針

報告書の頁
 (ア）当初計画を適時に修正できる体制の構築の必要性
  公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構は、平成26年度から「事業工程
表」を導入し、工程表によって予算額、執行額、執行率、執行残額を把握する体制
を整えている。今後はこの工程表の精度をあげ、有用な支援事業を実施できる体制
作りが必要である。

報告書の頁
(イ）報告書形式の見直しの必要性
　現状の事業報告書では当初の計画の執行状況または予算等の乖離状況を一目で知
ることはできない。
　事業報告書の形式は委託事業の仕様書もしくは企画書にそった形で予算の執行状
況も記載して報告する必要がある。



№５
監査内容 47

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

産業振興課

各事業ごとに市、公益財団法人浜松地域イノベーション推
進機構の担当者を配置し、工程表を活用して適切に工程管理
を行うなど、予算執行の適正なルール作りを行い、年度途中
でも予算の執行状況を把握できる体制を整えます。
具体的には、月１回の工程表提出を制度化するとともに、

軌道修正する場合は、公益財団法人浜松地域イノベーション
推進機構の責任者が決裁した書類の提出を義務付けます。

◎ 平成27年度

№６
監査内容 47

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

産業振興課

公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構の運営基盤
に大きな影響が出ないように、基金返還による運用益の減に
ついては広域事業を強化し、関係機関と調整を取り補填に努
めるとともに、適切な対応を図ります。

◎ 平成29年度

対応方針

報告書の頁
（エ）公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構の財政的基盤について
  公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構は、「資金運用規程」を改訂して
外国債券の保有を制限する規程を設け、資金運用規程に従った機構の資金の適正か
つ確実な運用に努めているが、浜松市の産業支援事業を有用な事業とするために
も、基金返還による債券の評価損の実現及びその補填の問題を適切に解決する必要
がある。

対応方針

報告書の頁
 (ウ）公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構の予算管理体制
  予算を超過する支出が発生することで、当公益財団法人の財務状態が悪化するこ
とは避けなければならない。よって、年度の途中においても予算の執行状況を把握
する体制を整えておく必要がある。



№７
監査内容 49

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

産業振興課

平成27年度から、補助金交付企業へのフォローについて仕
様書に明記します。

◎ 平成27年度

№８
監査内容 49

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

産業振興課

　各事業ごとに市、公益財団法人浜松地域イノベーション推
進機構の担当者を配置し、月１回の工程表提出を義務付ける
など、予算執行の適正なルール作りを行い、予算の執行状況
を把握できる体制を整えます。
　なお、公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構で
は、監事のうち１名は、公認会計士を選任しており、専門的
な立場で監査に当たっています。

◎ 平成28年度

対応方針

報告書の頁

報告書の頁
 (カ）内部牽制機能の強化とその管理の必要性
  他の外郭団体以上に当公益財団法人の収支報告体制、事業遂行体制において内部
牽制機能が十分に働いているかどうかを随時確認し、それが不足していると判断さ
れる状況があれば、適時に修正を求める必要がある。

対応方針

（オ）浜松市新産業創出事業費補助金交付企業のフォローについて
  委託事業として当公益財団法人に委託すべきものであれば、仕様書等に明記し、
その遂行を求める必要がある。



№９
監査内容 50

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

産業振興課

地域のニーズにマッチしたコーディネーターを配置するよ
うに要請してまいります（入替え、採用、特任コーディネー
ター制度の導入等)。
また、プロパー人材の育成、強化を図り、適切な事業遂行

をコーディネーターとともに実施できるように支援してまい
ります。

○ 平成28年度

№10
監査内容 50

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

産業振興課

積極的に国、支援機関、金融機関等への研修派遣を行うな
ど、必要なノウハウを持つ人材の育成を進め、中長期的な体
制づくりに努めてまいります。

○ 平成27年度

（ア）公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構の人材確保について
  企業経験を持つプロパー職員が増えており、コーディネーターをサポートする体
制も整いつつあり、厳しい財源の中で、法人のノウハウと強みを蓄積できる状況を
作っている。この状況をできる限り継続し、益々のノウハウ等の蓄積と産業支援機
関の強化を期待したい。

対応方針

報告書の頁

報告書の頁
（イ）産業振興課の人材確保について
  外部への出向により必要なノウハウを得ることが望ましい。ただ、そのノウハウ
等を活かすためにも短期的人事異動ではなく、中長期的に職員が配属され、有用な
産業支援事業が行える体制づくりを期待したい。

対応方針



№11
監査内容 51

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

産業振興課

当公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構は、静岡
県及び浜松市の外郭団体として、静岡県財政援助団体等監
査、公益法人認定法に基づく立入検査、静岡県議会への決算
等の報告、浜松市出資団体監査が定期的に実施されているな
ど、外部から多数の監査等を受けております。会計監査人に
つきましては、当公益財団法人浜松地域イノベーション推進
機構は収益事業を行っていないなど、法的に設置を要しない
団体であることから、今後も同様の監査体制をとることとし
ています。
なお、監事の内１名は公認会計士を選任し、専門的な立場

で監査に当たっておりますが、定期的に事業内容等について
外部からの意見を求めることにより監査機能の強化を図って
まいります。

○ 平成28年度

№12
監査内容 54

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

産業振興課

規約を変更し、総合調整機関の役割を定義付けして、公益
財団法人浜松地域イノベーション推進機構を総合調整機関と
して明確に位置づけます。

◎ 平成28年度

報告書の頁
（ア）総合調整機関の明確化の必要性
  負担金の交付先をイノベーション推進機構と位置づけし直すか、または規約を変
更してイノベーション推進機構を協議会の執行機関と明確に位置づけ、イノベー
ション推進機構の活動をそのまま協議会の活動と評価しうる法形式を整える（この
場合は協議会の活動にかかるイノベーション推進機構の支出がそのまま協議会の支
出となる）ことが必要である。

（ウ）外部監査の検討
  公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構は他の公益財団法人と比べて、市
との関係性が強い。指摘事項で述べた内部牽制機能の強化に加え、外部監査体制も
とられていれば、さらに事業の透明性は図れる。今後、さらに公益財団法人浜松地
域イノベーション推進機構の産業支援事業での比重が高まるのであれば、検討する
余地はあると考える。

対応方針

報告書の頁

対応方針



№13
監査内容 65

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

産業振興課

拠点の成果がより明確になるように、記載方法を調整しま
す。

◎ 平成27年度

№14
監査内容 66

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

産業振興課

スタートアップ都市推進協議会に規約の改訂及び補足を働
きかけてまいります。

◎ 平成27年度

報告書の頁
 (イ）スタートアップ都市推進協議会負担金の規約
  スタートアップ都市推進協議会の規約が定める会費と浜松市の負担金が同一であ
るかが、規約及び予算書上、判然としない。浜松市は、協議会に働きかけて、上記
規約の改定・補足に努めるべきである。

対応方針

（ア）はままつ次世代光・健康医療産業創出拠点負担金の報告書の記載内容
　拠点の活動と拠点の支援先の活動とを区別して記載する必要がある。

対応方針

報告書の頁



№15
監査内容 67

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

産業振興課

　全庁的な負担金見直しの中で、基準に沿って是正します。
本市が主体性を発揮できる負担金については、事業効果を検
証し、適宜見直しを行います。

◎ 平成28年度

№16
監査内容 68

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

産業振興課

各負担金の支出団体との協議の場で、目標の設定について
提案・協議を行い、認識の共有を図ってまいります。

◎ 平成29年度

報告書の頁
 (ウ）本件各負担金の支出手続きについて
  改善事項２：浜松市において負担金交付先に対して達成を求める数値目標を設定
するとともに、負担金交付先との認識の共有に努めること

対応方針

 (ウ）本件各負担金の支出手続きについて
  改善事項１：情勢の変化に応じて負担金支出を取りやめる仕組みを設けること

対応方針

報告書の頁



№17
監査内容 81

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

産業振興課

今後も事前の書類審査及び各分野の有識者による審査会に
おいて、申請案件の将来性について慎重な審査を行ってまい
ります。
補助金交付後におきましては、事業化が図られるまで、市

と公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構において継
続して支援を実施してまいります。また、補助金交付後５年
間は、状況調査を行い、進捗状況の把握に努め、相談に対応
できる窓口や体制づくりを行ってまいります。

◎ 平成28年度

№18
監査内容 82

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

産業振興課

　目標を達成できていない案件については、市と公益財団法
人浜松地域イノベーション推進機構が連携して、積極的な相
談、指導等のフォローを行ってまいります。

○ 平成27年度

対応方針

 (ア）補助金支出後の対応
  補助金の有効活用の観点から今後も慎重な審査が必要である。

対応方針

報告書の頁
 (ア）補助金支出後の支援
  売上目標値を達成できていない補助金取得者については、積極的なコーディネー
ターによる相談、指導等のフォローが望ましい。

報告書の頁



№19
監査内容 94

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

産業振興課

平成23年度に設備投資額の補助要件を２億円以上から５千
万円以上に引き下げ、企業が活用しやすくしており、現時点
では更なる引き下げは考えておりません。
企業立地を促す方法として、今後も、企業ニーズや、経済

状況等を踏まえ、国、県の動向も注視したうえで、補助対象
を継続的に検討してまいります。

― 平成29年度

№20
監査内容 95

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

産業振興課

　要綱改正により平成26年度から補助採択要件として、新規
雇用者１人以上の増加を義務付けていることから、対応済み
です。

○ 平成27年度

報告書の頁
 (イ）新規雇用者
  用地取得費の補助額が多額であるのに、雇用の増加を求めないのは、趣旨にそぐ
わないのではないかと考える。よって、新規雇用を促すことが望ましい。

対応方針

報告書の頁
 (ア）補助金交付対象企業
  設備投資額のハードルが高いという理由で活用されないのであれば、ハードルを
下げて補助対象を広げ、企業立地を促すことを検討してもよいのではないかと考え
る。

対応方針



№21
監査内容 104

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

産業振興課

　急激に円安が進んだことで、投資計画の再考が必要となっ
た企業や進出計画の進行をちゅうちょしている企業も存在す
るため、それら潜在的な支援対象者に対する制度周知が肝要
であります。
　こうしたことから、平成27年度からはコーディネーターに
よる個別支援との連携を目的として、公益財団法人浜松地域
イノベーション推進機構への委託事業化を実施し、更なる活
用促進を図ってまいります。

◎ 平成27年度

№22
監査内容 104

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

産業振興課

　本補助金は、海外進出に向けた事前調査の実施を促すた
め、調査費用の２分の１を補助するものであり、海外進出に
向けたインセンティブとして用意したものではありません。
今後とも幅広い企業が利用可能な制度として継続してまいり
ます。 ― 平成27年度

対応方針

 (ア）中小企業海外ビジネス展開支援事業費補助金
  ②目的適合性―「海外需要を取り込み、国内事業の活性化を図ろうとする意欲的
な中小企業を支援する」という補助金の交付目的からすると、50万円を限度とする
補助金を交付する必要性・実効性は感じられない。例えば、補助対象者について、
一定の資力基準を設けてもよいのではないか。

報告書の頁

報告書の頁

（ア）中小企業海外ビジネス展開支援事業費補助金
  ①事業の周知―需要が少ないのであれば、事業継続の必要性を再考すべきであ
り、補助金の周知が不十分であるのなら市が展開しているさまざまなチャンネルを
利用して周知を図ることが必要である。

対応方針



№23
監査内容 104

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

産業振興課

　今後、同様の調査を実施する際には、既存調査結果の活用
及び共同調査の実施を検討してまいります。

◎ 平成28年度

№24
監査内容 105

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

産業振興課

　平成27年度の事業実施に当たっては、ジェトロ浜松や公益
財団法人浜松地域イノベーション推進機構等から会計監事を
選出します。

◎ 平成28年度

 (イ）海外レンタルオフィス・レンタル工場設置可能性調査
  他自治体と共同で調査を実施するなり、他自治体において既に調査済のものがあ
ればこれを活用させてもらうなどの選択肢がなかったか、今後、同様の調査を実施
する際には検討を要するものと考える。

対応方針

報告書の頁

（ウ）海外販路開拓支援事業
  会計監事（２名）は出展企業の職員である。事務局は浜松市産業振興課が担って
おり、出展企業および産業振興課の中で完結していることを考慮すると、会計監事
を当該事業に関わっていない第三者とすることが必要と考える。

対応方針

報告書の頁



№25
監査内容 105

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

産業振興課

　市内への相談窓口設置とアセアン地域５箇国以上へのデス
ク設置は、本事業の根幹であり、仕様の見直しは困難であり
ます。
　一方、本市が公募プロポーザルを実施する意図は、複数事
業者に提案内容を競わせることでより良い事業実施を目指す
ことにあるため、所期の目的を達成できるよう選定基準の見
直し等を検討してまいります。

◎ 平成28年度

№26
監査内容 106

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

産業振興課

　平成26年８月に開始した事業であり、報告書記載の10月時
点では国内15件、海外４件であったが、最終実績は国内27
件、海外42件と当初の予定を上回る実績となっております。
　また、浜松デスクによる相談受付は、電話・メールに加
え、企業訪問による対応も実施しており、企業の都合に合わ
せた利用が可能となっております。今後におきましても個別
相談会の開催や企業訪問などにより利便性向上に努めてまい
ります。
　海外デスクの利用は、これまでの相談案件が具体化する中
でさらに促進されるものと考えますが、海外現地法人に対す
る制度周知など必要な対策を講じることで、更なる利用促進
を図ってまいります。

◎ 平成28年度

報告書の頁
 (エ）アセアンサポートデスク設置事業
  ②アセアンサポートデスクについて―例えば、月に１度、市役所または区役所内
でサポートを受けられるような体制を取るなり、予約制とし相談は原則、市役所ま
たは区役所内で行うことにするなどの対応が取れれば、利用者の利便性は高まるよ
うに思われ、現状分析と来年度の委託内容の見直しの要否の検討が必要と思われ
る。

対応方針

対応方針

報告書の頁
 (エ）アセアンサポートデスク設置事業
　①委託事業者の選定―提案参加事業者が２社以上になるような選定基準とし、提
案内容の総合評価で業者を決定する方式が必要であったと考える。



№27
監査内容 106

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

産業振興課

　総合計画に基づき事業の内容・予定年数、数値目標等を定
め進捗管理を実施し、社会・経済環境の変化や事業実績・成
果に応じて事業内容の見直しを行ってまいります。
　本事業の実施効果を図る定量評価可能な指標については、
当面、設定した海外展開企業数、相談件数、見本市での成約
件数を用いることとし、産業イノベーション構想改訂の機会
を捉え、適正な数値目標についての議論を深めてまいりま
す。

◎ 平成28年度

№28
監査内容 107

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

産業振興課

　平成27年度の事業実績及び企業ニーズのヒアリング結果等
を踏まえ、事業継続の可否を判断し、見直しを実施してまい
ります。

○ 平成28年度

（オ）海外ビジネス展開支援事業全体について
　事業開始時において、事業の内容・予定年数、数値目標（事業に要する費用と予
想される税収等の費用対効果）等につき定め、適時に軌道修正が可能となるよう事
業の「見える化」を図ることが必要である。

対応方針

報告書の頁
（ア）海外レンタルオフィス賃料補助事業
　浜松市が補助事業として実施する意味があるのか疑問に思う。今後の状況によっ
ては支援の方法等の再考が望まれる。

対応方針

報告書の頁



№29
監査内容 107

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

産業振興課

　本市と連携機関との共催事業については、本市が各機関の
意向を確認したうえで、事業重複しないよう調整してまいり
ます。

○ 平成28年度

№30
監査内容 107

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

産業振興課

連携機関を通じた企業ニーズの把握と最新の海外ビジネス
情報の収集・分析によって、既存事業の見直しを進めるとと
もに、社会・経済情勢の変化に対応した新規事業の立案に努
めます。
また、企業ニーズを迅速かつ的確に把握することができる

よう、産業支援団体に事業運営を移管し、社会・経済状況の
変化に対応した事業運営ができる体制を整えてまいります。

○ 平成29年度

（ウ）事業の見直しについて
　事業を硬直化させずに変化に対応させていくことが今後の重要課題といえる。

対応方針

（イ）各事業および外部機関事業との連携について
　外部機関が行っている事業との重複施策や、各事業間の役割分担が不明確な印象
を与えるものもある。
　各事業を有機的に結合してより効果的・効率的なサービスを提供できることを期
待したい。

報告書の頁

対応方針

報告書の頁



№31
監査内容 114

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

産業振興課

要綱の改正を行い、大企業との関連については「発行済株
式の総数又は出資価格の総額の２分の１以上を同一の大企業
が所有している場合若しくは３分の２以上を複数の大企業が
所有している場合」と明確化をします。
また、申請書の様式を変更し、株主名や出資比率を記載す

る欄を設け、毎年適正な確認ができるようにします。
◎ 平成28年度

№32
監査内容 115

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

産業振興課

ソフトウエア、情報処理の分野の開発企業のみならず、Ｉ
Ｔを活用したサービスを展開する事業者の入居促進に努めま
す。また、要綱の改正を行い、部屋の大きさを２分の１にす
るなど柔軟な対応をすることで利用希望者のニーズに応え
て、入居率をあげてまいります。
併せて、入居の可能性のある事業者の育成、発掘をするた

め、株式会社浜名湖国際頭脳センターの施設内において、情
報処理に関するセミナーやサロンを実施してまいります。

◎ 平成27年度

報告書の頁
（ア）補助対象除外事項について
　補助金の交付を審査する際には、申請企業者が大企業者の連結子会社であるかど
うかは適切に検討すべき事項である。
　現在、申請書の様式にはこの事項を確認する項目がないことから、書類上でも確
認できるよう、様式等の変更を検討する必要がある。また、補助期間は５年間であ
り、その間に状況が変更していないかどうかの確認も必要である。

対応方針

報告書の頁
（イ）浜松市ソフトインキュベートルームについて
　支援の内容は必ずしもソフトウェア業・情報処理サービス業に限らないものであ
るから、例えば入居対象者の業種を広げる等、少なくとも入居率を上げる策を講じ
る必要がある。

対応方針



№33
監査内容 126

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

産業総務課

市の制度融資は金融機関を通じての申込みとなるため、金
融機関にあっせんのお願いをするとともに、広報紙やＨＰへ
の掲載、関係機関へのパンフレットなどを利用してＰＲに努
めてまいります。

○ 平成27年度

№34
監査内容 131

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

産業総務課

費用対効果から考えれば効果が少なく思われますが、小規
模事業者にとっては商工会議所や商工会から経営指導を受
け、経営改善を行い事業の発展を図るため借りている資金で
あるため、利子補給を行うことは必要であると考えられま
す。しかし、一定の成果があがったため、平成27年度末で利
子補給は一旦終了とします。

― 平成27年度

報告書の頁

対応方針

対応方針

（ア）補助金拠出における費用対効果について
　当事者の業務上の負担を考慮すると、１件当たり３万円台の補助金の為に、多数
の人員が手続を実施していくことは、費用対効果の観点から改善の余地があるので
はと考える。

報告書の頁
（ア）各融資制度における一層の利用促進について
　融資補助制度の有効性をより一層広めていくことで、制度を認知していない資金
需要者からの利用が広がり、市経済の発展に資するものになると考える。



№35
監査内容 135

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

産業総務課

補助金申請時の計画や予算の内容に基づき運営がなされて
いるか、補助金が妥当に使われているか等、指導監査や定期
的に行う意見交換会等で情報交換を行い検証し、事業の効率
性を高めてまいります。

◎ 平成29年度

№36
監査内容 138

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

産業総務課

本事業は、緊急雇用創出事業の趣旨である「離職を余儀な
くされた失業者に対して次の雇用までの短期の雇用・就業機
会を創出・提供する事業」として実施したものであります。
採用等については、応募者と雇用契約を締結する事業者が担
う役割であり、市は委託者の立場から仕様書に基づいた「募
集方法報告票」や「新規雇用者確認票」による確認を行って
います。また、月報を四半期に一度提出させることで、業務
についての確認を行いました。
※平成25年度終了（単年度）事業

◎ 平成27年度

（ア）新規雇用者について
　新規雇用者の採用について浜松市は意見を述べることができないということであ
るが、委託している以上、その事業がより有効に遂行される程度には管理できる状
況が必要である。

対応方針

報告書の頁
（ア）補助対象としている事業の有効性について
　当事業における補助金交付は他の補助事業に比べ、補助金の有用性に対する検証
が、いささか不十分なのでは、との印象を受ける。
　他の補助金事業と同様、商工会から提出される各書類や担当者との協議を通じ
て、環境の変化に適合した業務支援と、そのための補助金拠出の妥当性を検討する
必要がある。

対応方針

報告書の頁
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産業総務課

商工会議所、商工会（商工業者数約9,000のうち会員数約
6,000）は、経営改善計画の策定や、若手経営者・後継者の
育成などの機能強化を図るなど、地域中小企業者に密着した
事業運営を行っています。
また、法令に基づき公益的な立場に立って本事業の目的、

趣旨を全うできる事業者として最も適当であると判断し特命
としたものでありますが、ご指摘の内容につきましては、今
後こうした事業が行われた際に参考とします。
※平成25年度終了（単年度）事業

◎ 平成27年度

対応方針

報告書の頁
（イ）特命理由について
　浜松市のすべての個人事業者・中小企業者がサービスを受けられる状況にはな
く、一者特命の理由とするのは難しいと考える。


