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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 

（１）事業の概要  

はままつ産業イノベーション構想に基づき、地域産業の強化に向け、成長 6 分野

（次世代輸送用機器産業、健康・医療産業、新農業、光・電子産業、環境・エネル

ギー産業、デジタルネットワーク・コンテンツ産業）について重点的に支援を行い、

既存産業の高度化、高付加価値化、成長市場・新産業の創出を図るため、情報展開、

企業力向上支援、イノベーション推進を 3本柱に総合的な産業支援を実施する。 

平成 25 年度産業イノベーション支援事業業務仕様書によれば、業務の内容は以下

のとおりである。 

   ① 情報展開事業 

ＨＰ、メルマガによる情報発信事業 

産学官共同研究促進事業 

調査、分析、展開事業 

専門家派遣事業 

② 企業力向上支援事業 

起業家精神・ものづくり精神啓発事業 

技術経営講座 

製造中核人材育成事業 

新素材技術講座 

パワーエレクトロニクス技術講座 

はままつデジタルマイスター 

浜松マイスター推進事業 

知的財産活用事業 

はままつ起業プロデュース事業 

新素材・新成形技術事業化研究会事業 

パワーエレクトロニクス事業化研究会事業 

次世代環境車推進事業 

③ イノベーション推進事業 

新産業創成事業 
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浜松ものづくり販路開拓支援事業 

（２）事業の運営形態 

産業イノベーション支援事業業務は、浜松市を委託者とし、公益財団法人浜松地

域イノベーション推進機構を受託者とする業務委託契約を締結している。業務委託

契約書には、別紙 平成 25 年度産業イノベーション支援事業業務仕様書と（別表）

平成 25 年度産業イノベーション支援事業業務委託料内訳が付属する。当初契約金額

は 204,750,000 円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 9,750,000 円）であ

ったが、最終的に確定した契約金額は 178,547,324 円である。 

業務委託契約は、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号に定める「不動産

の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は

納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争

入札に適しないものをするとき。」に該当するものとして、地方自治法第 234 条第 2

項の規定により随意契約としている。特命の理由は、次に示すとおりである。 

特命理由書（様式 3－2） 

本業務は、「はままつ産業イノベーション構想」に基づき、既存産業の高度化、高付

加価値化、成長市場・新産業の創出を図るため、産業支援事業を実施するものである。 

公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構は、「はままつ産業イノベーション構

想」において、地域の総合的な産業支援機関と位置づけられ、本地域の産学官連携にお

ける中核的な役割を担っている。 

また、平成 19 年度から平成 24 年度まで、本市の「産業支援事業（はままつ産業創造

センター事業、産業イノベーション支援事業）」を受託するとともに、平成 24年度から

浜松・東三河ライフフォトニクスイノベーション事業を実施している。 

本業務の遂行に当たっては、産業支援を実施できるスタッフの存在やノウハウの蓄積、

さらには、地域産学官の各機関を牽引する求心力が重要であり、上記のとおり、公益財

団法人浜松地域イノベーション推進機構は、経営資源（人材、企業ネットワークなど）、

実績とも、本業務を受託し得る資質を備える浜松地域で唯一の機関であり、特命とする。 

地方自治法 第二百三十四条（契約の締結）  

 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり

売りの方法により締結するものとする。  

２  前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するとき

に限り、これによることができる。  

３  普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札（以下この条において「競争
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入札」という。）に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に

応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の

相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体の支出の原因となる契約について

は、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした

者のうち最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができ

る。  

４  普通地方公共団体が競争入札につき入札保証金を納付させた場合において、落札者

が契約を締結しないときは、その者の納付に係る入札保証金（政令の定めるところによ

りその納付に代えて提供された担保を含む。）は、当該普通地方公共団体に帰属するも

のとする。  

５  普通地方公共団体が契約につき契約書又は契約内容を記録した電磁的記録を作成

する場合においては、当該普通地方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の相手

方とともに、契約書に記名押印し、又は契約内容を記録した電磁的記録に当該普通地方

公共団体の長若しくはその委任を受けた者及び契約の相手方の作成に係るものであるこ

とを示すために講ずる措置であつて、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認

することができる等これらの者の作成に係るものであることを確実に示すことができる

ものとして総務省令で定めるものを講じなければ、当該契約は、確定しないものとする。 

６  競争入札に加わろうとする者に必要な資格、競争入札における公告又は指名の方

法、随意契約及びせり売りの手続その他契約の締結の方法に関し必要な事項は、政令で

これを定める。 

地方自治法施行令 第百六十七条の二（随意契約） 

 地方自治法第二百三十四条第二項の規定により随意契約によることができる場合は、

次に掲げる場合とする。  

（中略） 

二  不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加

工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競

争入札に適しないものをするとき。 
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（３）支援の状況 

ア 広報事業  

地域企業、大学・研究機関等の活動内容や国・県・市の施策や補助金等の支援

情報など、地域企業の研究開発や事業化に有益な情報をホームページで発信した。

アクセス件数 26,770 件、新規訪問数 11,696 件、ページビュー数 65,136 ページは

いずれも前年に比べて増加した。また、年間 24回のメールマガジンの配信、情報

誌「イノベーションはままつ 2013」の発行を通じて広報した。 

イ 相談事業  

中小企業や個人事業者が抱える経営・技術・人材・特許等の様々な問題の解決

に対し、経営・技術・知財のコーディネーターが積極的に相談に応じ、企業の目

線に立って必要な助言を行った。平成 25 年度における相談件数は 1,816 件で、相

談内容としては知財相談に関する相談が 708 件と最も多かった。より専門的なア

ドバイスや指導が必要となる相談に対しては、財団が設ける専門家派遣制度の登

録専門家を派遣し、財団のコーディネーターと連携を図りながら課題の解決に取

り組んだ。専門家派遣事業は 32 社 120 件の利用があった。 

ウ 産学官連携推進のためのフォーラム等開催事業  

地域における産学官連携を推進するため、地域大学の研究成果や研究シーズ等

を広く発表するとともに、併せて先進地域の情報等を発信するため、平成 25 年 11

月 26 日にホテルクラウンパレス浜松で静岡理工科大学 産学官連携フォーラム、

平成 26 年 2 月 27 日にグランドホテル浜松でメディカルイノベーションフォーラ

ム 2013 を企画、開催した。 

エ 人材育成事業  

地域のものづくり技術の高度化を担う人材を育成するため、製造・加工・解析

等、基盤技術の習得に必要な講座を企画、開催し、技術者を中心に、地域中小企

業の人材育成を支援する各講座を実施した。  

①新素材技術講座（CFRP･チタン･ウルトラハイテン･マグネシウム）の開催 

次世代の輸送用機器等に必要とされる新素材の加工技術を習得するための講
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座を開催し、各講座の合計 41名が受講した。  

②中核人材育成講座の開催 

現場経験が豊富な講師陣によるものづくりの基盤技術に関する講義（約 100

時間）と、多彩な工場見学等を通じて、様々な製造工程や工場運営を学ぶ、将

来の工場長を育成する講座を開催し、14 社から 19 名が受講した。  

③はままつデジタル・マイスター養成講座（3次元デジタル技術講座） 

3 次元デジタルソフト（CAD/CAM/CAE 等）を使用して、3 次元デジタル技術の

基礎的知識の習得を目的とした講座を開催し、7社から 7名が受講した。  

④パワーエレクトロニクス技術講座の開催 

次世代自動車やロボットなど、パワーエレクトロニクス関連製品の事業化を

目指す企業の中堅技術者を対象に、駆動系の実装設計の実習など有用性の高い

技術を習得できる講座を開催し、12 社から 19 名が受講した。  

⑤技術経営講座の開催 

技術系の会社で経営に携わる人材を対象に、技術に付加価値を付け市場力を

増すためのマーケティング、デザインマネジメント等の講座を開催する。平成

26 年 2 月 26 日にはオークラアクトシティホテル浜松で MOT（技術経営）講演会

を開催し、85名が受講した。 

⑥起業家精神・ものづくり精神啓発事業 

起業家やものづくりの技術者等を講師として、小中学校の児童・生徒を対象

に講話を行う「起業家精神・ものづくり精神啓発事業」を実施した。平成 25 年

度は、40名の講師を招き 43 校で開催し 5,232 人の生徒が受講した。 

⑦浜松マイスター推進事業 

浜松市から認定された「浜松ものづくりマイスター」の活動推進を通じて、

卓越した技術・技能を継承し、次世代のものづくり産業を担う人材の確保・育

成、中小企業の技術者向けのインターンシップを行った。 

オ 知的財産活用推進事業  

企業経営における知的財産活用の有効性や必要性を広く地域中小企業へ啓発し、

知財の効果的活用を促進するため、特許・商標等の調査、出願などの知財に関す

る各種相談に応じるとともに、講演会・講習会を開催した。 

①知的財産に関する相談事業  

財団所属の知財コーディネーターと知財総合支援窓口担当（特許庁事業）と

が連携し、また必要に応じて専門家派遣制度による弁理士や財団技術・経営コ

ーディネーター等と協力して、企業経営における知財の戦略的活用の視点をも
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って支援を行った。平成 25 年度の相談対応・支援件数は 671 件で、うち企業を

訪問した件数は 99件であった。  

②知的財産活用講演会・講習会開催事業  

知財関連法、知財関連判例、企業の知財戦略等に関する講演会を年 2 回開催

し、83 名が参加した。また、中小企業等の知的財産に関する実務初心者を対象

とした知的財産基礎講習会（全 5 回コース）や海外特許情報等検索講習会、中

小企業に出向いての知財講習を実施した。 

③特許等出願支援補助金事業  

浜松市内の中小企業の国内特許出願、実用新案出願、意匠出願に対する出願

費用の補助を行った。平成 25年度は 2回の公募で補助金申請が 8件あり、うち

7件を採択し補助金 851,000 円を交付した。 

④はままつ知財研究会との連携  

「はままつ知財研究会」が開催する知的財産に関する研究会、講演会等の各

種事業と連携することにより、地域企業の知財活動の向上を図るとともに、知

的財産関係の人材育成を行った。平成 25 年度は、知財問題研究部会を 6回開催

し、講師及び 173 名の参加者によるディスカッションを実施した。  

カ はままつ新事業プロデュース事業  

浜松市が戦略的に支援する成長 6 分野に関して、新たな事業の提案を持つ浜松

市内の中小企業や個人を支援･育成する。 

①はままつ新事業プロデュース 

「はままつ産業イノベーション構想」において、新たなリーディング産業と

して位置付けた 6 つの成長分野において、事業化の可能性が高く、将来に広が

りが期待できる新事業に対し、財団の経営コーディネーターを配置し、事業化

までハンズオン支援を行うとともに、必要に応じて他の企業活動とのマッチン

グを図り、成長分野を横につなぐ新たなビジネスモデルの構築を支援した。平

成 25年度は、5件を採択した。 

②起業に伴う個別相談・販路開拓支援 

起業相談や既存企業の経営改善・販路開拓等の経営課題を、経営コーディネ

ーターが課題解決を図るためのアドバイスを行うことを目的として、浜松市城

北図書館にて起業支援のための定例相談会を毎月 1 回第 3 水曜日に実施した。

平成 25 年度は 29 件の相談があった。  

③城北図書館起業家交流サロン事業 

新規創業者及び創業予定者向けに、創業支援・啓発セミナーを開催すること
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で、創業意識の醸成を図ることを目的として、浜松市立城北図書館との共催に

より、起業を目指す人を対象に、自ら起業した経営者の経験談を中心とした創

業者向け支援セミナーを開催した。平成 25 年度は 3 回の開催で 98 名が受講し

た。 

キ 技術開発・新産業創出支援事業  

次世代自動車をはじめ、医療･福祉など他分野に必要とされる軽量化、電気化、

情報化等に対応するため、地域中小企業の技術力の向上や研究開発・製品開発等

を目的とした各種研究会活動を、引き続き実施した。各研究会において、当初の

勉強会から、試作、製品開発へと事業化に向けた新たなフェーズへ段階を進めて

いる。また、「はままつ産業イノベーション構想」における成長 6分野への参入を

目指す事業化可能性調査に対して支援を行った。  

①浜松地域 CFRP 事業化研究会  

次世代環境車など将来輸送機器に必要とされる軽量化・高強度化・高性能化

に対応するため、CFRP 材料に関する技術情報の提供、調査研究、技術の確立支

援を行った。9 社が参加し、少量多品種生産に必要な UD テープ（一方向の炭素

繊維に樹脂を含浸させたもの）の製造装置の開発に続き、応用製品の開発を行

った。  

②浜松地域チタン事業化研究会  

4社で共同事業組合HAMINGを立ち上げ、補助金を活用して立ち上がり補助機、

鉗子の試作を行った。また、アルミニウム溶湯を給湯するチタン製ラドルを試

作した。 

③浜松地域マグネシウム事業化研究会  

マグネシウム製フレームを有する車椅子の事業化を図った。 

④浜松地域ウルトラハイテン事業化研究会  

平成 25 年 7 月 14 日に総会と特別講演会を開催したほか、工場見学会、成形

部会などの活動を実施した。 

⑤浜松地域パワーエレクトロニクス事業化研究会  

アシスト型台車の製品コンセプトと目標とする仕様の検討結果をもとに、プ

ロトタイプを試作・評価し、事業化に繋げる。  

⑥新産業創成事業（事業化可能性調査費補助金）  

浜松市内の中小企業者または個人が、浜松市において戦略的に支援すべき産

業分野として位置づけている成長 6 分野（次世代輸送用機器、健康・医療、新

農業、光・電子、環境・エネルギー、デジタルネットワーク・コンテンツ）に
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ついて、新たな技術や製品を事業化するために実施する事業化可能性調査に対

して、補助金を交付した。平成 25 年度は、2 回の公募で 9 件の申請があり、そ

のうち 4 件を採択し補助金 3,395,620 円を交付した。今後、事業化を促進する

ため、専門家や助成金制度の紹介、技術指導等の支援をしていく。 

⑦次世代環境車推進事業  

次世代環境車に関する情報や意見を収集・交換する場を提供し、今後の技術

開発、事業展開を促進する目的で、ITS（高度情報システム）についてセミナー

と勉強会を開催した。 

ク 中小企業展示商談会出展支援事業 

市内の中小企業に国内外で開催される各種展示会への出展を促すとともに、首

都圏を中心として市場販路開拓に向けた支援を行った。マレーシアの FHM2013、ド

イツの EFTTEX 展示会の出展にあたって 4社へ補助金 1,198,000 円を交付した。国

内ではメッセナゴヤ 2013、国際画像機器典 2013、国際福祉機器店 2013 他の出展

にあたって 31 社へ補助金 3,327,000 円を交付した。補助金の交付にあたっては、

単に展示会への出展費用を補助するだけではなく、出展後に経営コーディネータ

ーが出展企業を訪問し、ヒアリングによる成果の確認や必要なアドバイスを随時

行った。 

（４）監査の結果 

ア 実施した監査手続き 

所管である産業部産業振興課担当者及び公益財団法人浜松地域イノベーション

推進機構担当者から作成資料をもとに概要説明を受けるとともに、産業イノベー

ション支援事業業務の執行状況について関連書類の査閲を行った。また、産業イ

ノベーション事業の中核的支援機関であるという位置付けに鑑みて、公益財団法

人浜松地域イノベーション推進機構の現況、コンプライアンス（法令及び定款の

遵守）、文書管理の状況、契約の競争性・透明性の確保、監督の状況、リスク管

理、内部統制システムの整備状況についての監査も実施した。 

実施した具体的手続きは以下のとおりである。合規性に問題のある点は発見さ

れなかったが、是正を要する事項、検討が望ましい事項については「イ 指摘事

項」、「ウ 意見」として述べた。 
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① 産業イノベーション支援事業業務に関する文書及び帳票類の管理について 

産業イノベーション支援事業業務に関する「業務委託契約書」及び「平成 25 年

度産業イノベーション支援事業業務仕様書」に従って、文書が作成され帳票類が

保存されているかを監査した。 

監査にあたって、事業完了後、速やかに「事業完了報告書」を提出しているか、

四半期ごとに「中間報告書」を提出しているか、業務の一部を再委託する場合に

「業務委託一部下請負届」を提出しているか、使用料・手数料を収入するときは

「調定書兼収納金日計簿（様式 1）」により調定しているか、使用料・手数料を徴

収したときは、納入者に対し「領収書（様式 2）」を交付し、調定書兼収納金日計

簿（様式 1）に記録し、納付書（会計規則第 2 号様式その 2）に計算書（様式 3）

を添えて、収納の日から 1 週間以内に金融機関等に払い込んでいるか、収納金日

計簿を月次集計し、写しを翌月 3日までに委託者へ送付しているか、業務完了後、

収入調定書兼収納金日計簿、領収書（控）及び業務の処理において保有した個人

情報を有する書類は、報告書（様式 4）を添付し委託者へ返却しているか、を調査

対象とした。 

これらの文書及び帳票類を査閲し、文書及び帳票類が適正に管理されているか

監査したが不備は発見されなかった。 

② 経理規程に従った会計帳簿の保存について 

公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構の経理規程に従って会計帳簿が

備え付けられているかを監査した。 

監査にあたって、全ての取引は、仕訳伝票により処理し、会計帳簿は、仕訳伝

票に基づいて記帳しているか、仕訳伝票は、取引発生の証拠となるべき書類に基

づいて遅滞なく処理しているか、債権者に支払いをする場合は、相手方から領収

書を受け取っているか、銀行振込みを行った場合は、当該銀行の振込みを完了し

た証書を保管しているか、固定資産の取得及び物品の購入にあたっては、その予

定価格が 30 万円以上 80 万円未満のものについては 2 人以上、80 万円以上のもの

については 3 人以上から見積書を徴しているか、任意の特定業者を選定し見積書

を徴して契約する場合は、その理由を明らかにしているか、固定資産台帳を設け、

その保全状態及び移動について記録し、常に良好な状態において管理し、毎会計

年度 1回以上現物と照合しているか、を調査対象とした。 

仕訳伝票（収入伝票、支払伝票、振替伝票）と仕訳日記帳、総勘定元帳、現金

出納簿、預金出納簿、予算収支管理簿、固定資産台帳、備品台帳、基本財産明細

書、領収書、決算書、税務申告書類の控え等、会計帳簿を査閲したが不備は発見
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されなかった。 

公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構 定款 

（会計原則） 

第１１条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従

うものとする。 

２ この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規程

によるものとする。 

３ 特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取

扱いについては、理事会の決議により別に定める。 

③ 人件費の支払に関する事務について 

公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構における人件費の支出につい

て、組織図、賃金台帳、労働者名簿、定款第 28 条に定める理事及び監事並びに

評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類として「役員の報酬等に関する規程」

を査閲し、給与の支払い事務が法令及び定款に従って適正に行われているか検討

した。 

監査の結果、人件費支払い事務執行手続きに不備は発見されなかった。 

公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構 定款 

（役員の報酬等） 

第２８条 理事及び監事は名誉職とし、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に

対しては、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬

等として支給することができる。 

（評議員の報酬等） 

第１５条 評議員は名誉職とし、無報酬とする。 

公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律 

（派遣職員の給与） 

第六条 派遣職員には、その職員派遣の期間中、給与を支給しない。  

２ 派遣職員が派遣先団体において従事する業務が地方公共団体の委託を受けて行う業

務、地方公共団体と共同して行う業務若しくは地方公共団体の事務若しくは事業を補完
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し若しくは支援すると認められる業務であってその実施により地方公共団体の事務若し

くは事業の効率的若しくは効果的な実施が図られると認められるものである場合又はこ

れらの業務が派遣先団体の主たる業務である場合には、地方公共団体は、前項の規定に

かかわらず、派遣職員に対して、その職員派遣の期間中、条例で定めるところにより、

給与を支給することができる。 

④ 事業化可能性調査費補助金の交付について 

浜松市内の中小企業者または個人が、浜松市において戦略的に支援すべき産業

分野として位置づけている成長 6分野（次世代輸送用機器、健康・医療、新農業、

光・電子、環境・エネルギー、デジタルネットワーク・コンテンツ）について、

新たな技術や製品を事業化するために実施する事業化可能性調査に対して、補助

金を交付している。平成 25 年度は、9 件の申請に対し 4 件を採択して補助金を交

付している。 

監査にあたって、「公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構 事業化可能

性調査費補助金交付要綱」に従って補助金が交付されているかを検討した。具体

的には、補助対象事業は、新たな技術や製品を事業化するために実施する事業化

可能性調査（原理実証試験、技術調査、市場調査、類似製品・特許調査等）とな

っているか、補助対象経費は、補助対象事業に係る経費のうち、材料費・消耗品

費、外注費、国内外において実施する調査委託料、専門家への相談料、調査に係

る旅費となっているか、補助金交付申請書（第 1 号様式）に必要事項を記載し、

調査計画書、直近 2 箇年の収支決算書、会社概要、パンフレット等を付して提出

しているか、審査委員会が補助金を交付すべきであると認めたときは、補助金交

付決定通知書（第 2 号様式）を通知しているか、補助金の交付を受けた企業は、

補助金に係る経理について、他の経理と明確に区分して経理し、すべての証拠書

類を整備し、常にその収支の状況を明らかにしてあるか、申請書に記載された事

業の内容を変更するときは、計画変更承認兼変更交付申請書（第 3 号様式）の承

認を受け、変更交付決定通知書（第 4号様式）、変更承認通知書（第 5号様式）を

通知しているか、補助対象事業完了後、実績報告書（第 6 号様式）を提出してい

るか、補助金交付確定通知書（第 7 号様式）を通知し、補助金請求書（第 8 号様

式）により請求しているか、を調査した。 

これらの補助金申請書類一式を査閲したが、補助金交付の事務執行手続きに不

備は発見されなかった。 
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イ 指摘事項 

(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、産業イノベーション支援

事業業務を契約金額 2 億 475 万円で受託し、「平成 25 年度産業イノベーション

支援事業業務仕様書」に基づき、契約金額をもって、履行期間内に業務を完了

しなければならないことになっている。また、（別表）平成 25 年度産業イノベ

ーション支援事業業務委託料内訳により、項目別の委託料内訳が明らかにされ

ている。今回の包括外部監査で予算の執行状況を調査したところ、産業イノベ

ーション支援事業業務で受託した各業務には予算超過をした業務及び予算未消

化の業務があった。 

新素材・新成形技術事業化研究会事業は、当初予算 600 万円で委託され、補

正予算で 640 万 9 千円に増額されているが、最終的に 827 万 9,893 円が支出さ

れ大幅に予算を超過している。 

他方、はままつ起業プロデュース事業は、当初予算 400 万円で委託され、補

正予算で 200 万円に減額されたにもかかわらず、585,735 円しか予算を消化でき

ていなかった。この点について受託者の公益財団法人浜松地域イノベーション

推進機構は、「平成 25 年度産業イノベーション支援事業業務報告書」の中で、

次のとおり総括している。 

 年度当初は、起業や第二創業を目指す人材の発掘及びベンチャーの新しい育成

方法の実践を目指したが、公募に際して新規事業展開の支援に重点化した。計画

の立案に時間を要し、実際の支援活動に十分な時間がとれなかった。また、公募

の主旨を徹底させることができず、採択テーマの中に速やかな支援が難しいもの

があった。新規事業展開を促進するために、どんな支援が求められているかを再

考し、他の技術開発支援事業や補助金事業との整合を図ることが必要と思われる。 

当初「平成 25年度産業イノベーション支援事業業務仕様書」で予定していた

業務と「平成 25 年度産業イノベーション支援事業業務報告書」で報告された実

施業務が乖離している。委託した業務の履行に係る経費が大幅に予算を超過す

る場合、超過部分について委託者が追加負担すべきものなのか、受託者が自主

財源で行うものなのかという問題が発生する可能性がある。また、委託された

業務の一部しか履行せず、予算が消化されなかった場合には、予定している事

業が実施されていないのではないかという懸念が発生する。 

当該委託事業は規模も大きく、事業の内容も多義にわたる。企画書には各事業
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の実施内容が詳細に決まっているが、委託期間は 1 年間であり、企画の段階と

実施する段階において状況の変化や中小企業等の要望の変化等もあり、当初の

企画通り事業が進められない状況も発生しうる。有用な支援事業を実施すると

いう観点からすれば、計画を厳密に遂行するだけでなく、状況の変化に適時に

対応し、軌道修正をしながら事業を進めることも必要である。受託者側での適

切な進捗管理と浜松市への報告が適切に行われている体制が構築されている状

況下では、予算の執行状況を検証した場合に、超過もしくは未消化があっても

委託事業の遂行状況に疑念を生じることはない。しかし、それが検証できる状

況にない場合には委託事業の遂行状況に疑念を生じさせてしまうことになる。

よって、受託者は現場担当者の業務の遂行状況をいつでも責任者等が確認でき

るような体制を作り、また、浜松市も委託事業の中間報告だけでなく、受託者

の進捗状況を適時に把握し、委託業務の適正な履行を求めていく必要がある。 

この点、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。また、事業費執行状況、事業工程、内容に関す

る特筆事項の報告がなされ、業務の進捗状況を法人内で共有し意思疎通が可能

となっている。また、この工程表は産業振興課へも報告され、同課も適時に受

託者の業務の進捗状況や特筆事項等を把握できる状況にある。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。 

(イ) 報告書形式の見直しの必要性 

指摘事項(ア)の委託事業の事業報告書は公益財団法人浜松地域イノベーショ

ン推進機構の法人としての事業報告書を基に市の委託事業及び関係個所を抽出

して作成されている。このため、委託事業の仕様書もしくは企画書と必ずしも

紐付きの形式では報告されていない。 

また、市の企画書では当初の予算も記載されているが、事業報告書ではその

執行状況は記載されていない。 

市の委託事業の執行状況を報告するものである以上、当初計画されたものが

どのように執行されたか、また、年度の途中でどのように修正されたかが明確

にわかる必要がある。現状の事業報告書では前述したような当初の計画の執行

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。 

したがって、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。そうすることで、次年度

以降の改善点、問題点等も事業報告書上で明確になり、工程表とともにより有

用な委託事業とするための材料となると考える。 
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 (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 

公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構の定款によれば、機構の収入

及び支出は、予算書に基づいて執行しなければならないことになっている。理

事長は、やむを得ない事由があると認めるときは、各中科目及び小科目間にお

いてこれを流用することができるが、予算を超過する支出を予定していない。

指摘事項(ア)で記載したとおり、委託事業の個別事業の中には予算を超過して

いるものもある。 

公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構の自主財源は限られており、

委託料等外部からの収入に頼っている。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。

そのためにも(ア)で前述した工程表は有用な手段と考える。 

経理規程  

第３７条 

 機構の収入及び支出は、予算書に基づいて執行しなければならない。 

第４１条 支出予算の経費の金額は、各大科目間においてこれを相互に流用する

ことはできない。 

２ 理事長は、やむを得ない事由があると認めるときは、各中科目及び小科目間

においてこれを流用することができる。  

（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の事業実施基金として保有

する満期保有目的の債券の中には含み損を抱えた外国債券がある。特に外国

債ノルウェー輸出金融公社債（三菱ＵＦＪ）の帳簿価額は 1 億円であるが、

時価が 6,064 万 2,000 円(平成 25 年 3 月 31 日現在)であり、3,935 万 8,000 円

の評価損が発生しており、現在、時価の回復可能性も低い。 

公益法人は、設立目的の達成等のため、健全な事業活動を継続するに必要

な確固とした財政的基礎を有するとともに、適切な会計処理がなされなけれ

ばならない。そのため、基本財産の管理運用は、寄附者が寄附する際にその

管理運用方法を指定した場合を除き、固定資産としての常識的な運用益が得

られ、又は利用価値が生ずる方法で行うこと、運用財産の管理運用は、当該

法人の健全な運営に必要な資産（現金、建物等）を除き、元本が回収できる
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可能性が高くかつなるべく高い運用益が得られる方法で行うこと、とされて

いる。また、基本財産の滅失その他の事由による財団法人の目的である事業

の成功の不能は、財団法人の解散事由に該当する。理事は、財団法人の財産

のうち財団法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして定款で

定めた基本財産があるときは、定款で定めるところにより、これを維持しな

ければならず、かつ、これについて財団法人の目的である事業を行うことを

妨げることとなる処分をしてはならない。 

公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構 定款 

（財産の種別） 

第５条 この法人の財産は、基本財産、事業実施基金及び運用財産とする。 

２ 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産であ

り、次に掲げるものをもって構成する。 

（１）基本財産とすることを指定して寄附された財産 

（２）評議員会で基本財産に繰り入れることを決議した財産 

３ 事業実施基金は、理事会で各々の基金に繰り入れることを決議した財産を

もって構成し、事業実施基金に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を

経て別に定める。 

４ 運用財産は、基本財産及び事業実施基金以外の財産とする。 

（基本財産の維持及び処分） 

第６条 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をも

って管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財

産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要す

る。 

この点について、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。このため、今後、

現在保有しているような大きな価格変動リスクのある債券を購入することは

ないと考えられる。 

しかしながら、平成 28年度を期限に現在、静岡県が出資している高度技術

振興事業基金 1億 8,000 万円及び地域産業活性化事業基金 6億 6,000 万円（合

計 8 億 4,000 万円）の返還を静岡県から求められている。県とは現在調整中

ではあるものの、帳簿価格での基金の返還をしなくてはならない場合、この

評価損をどのように補てんするのかが問題となる。基本財産・基金が 18億円

である法人の 8 億円超の返還を求められているのであるから、それだけで財
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政基盤を弱くする状況にある。 

財務状態の悪化により公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構が中

核的産業支援機関としての機能を果たせないとすると、現在の浜松市の産業

支援事業は事業の運営形態そのものを見直す必要性が生じるのではないか。

よって、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。 

（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 

後述する浜松市新産業創出事業費補助金交付企業については公益財団法人浜

松地域イノベーション推進機構のコーディネーターがフォローすることがある。

しかし、企画書、仕様書等ではその点の記載がなく、これが委託事業として行

われているのか、当公益財団法人が自主事業として行っているのかが、明確に

なっていない。この点について所管課及び当公益財団法人にヒアリングしたと

ころ、産業支援事業の委託事業の一つとして行われているとのことである。 

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。 

（カ） 内部牽制機能の強化とその管理の必要性 

公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構は浜松市の中小企業支援事業

の中核的支援機関として位置づけられており、「はままつ産業イノベーション構

想」の実現を浜松市とともに推進している。事業の運営形態は前述したとおり、

随意契約が締結され事業全体が委託の形式で行われているが、当公益財団法人

を中核的支援機関としているのは当公益財団法人が持つノウハウ等に鑑み、効

果的かつ効率的に事業が行われるようにするためであり、本来は浜松市が直接

行うような事業である。そのため、単なる委託先として位置づけるのは適切で

はないと考える。 

また、当公益財団法人の財務諸表をみると、平成 25 年度における経常収益は

4億 9,791 万円、当事業の受取委託料は 1億 7,854 千円である。経常収益に占め

る受取委託料は 35％超となり、当該財団法人の収支を左右するものである。 

浜松市としては当事業が適切に遂行される体制を当公益財団法人に求めるべ

きである。そして、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。 
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ウ 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 

産業イノベーション支援事業が効果的に行われるためにはコーディネーター

の存在は欠かせないものである。また、この存在があるからこそ、当事業が公

益財団法人浜松地域イノベーション推進機構に一者特命で委託されている理由

である。 

当公益財団法人の収支は受取委託料等外部からの収益に依存しており、自主

財源による資金の捻出は正直難しい状況である。前述したように、県の基金の

返還も求められており、資金運用益の獲得も縮小する方向にある。また、事業

の一部は期間限定の事業であり、その事業期間の終了とともにプロジェクトが

解散し、コーディネーターも解雇される。しかし、コーディネーターを育て、

法人としてノウハウを蓄積させることが求められる。 

この点、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

ポートする体制が整いつつあり、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。浜松市の中核的産業支援機関として位置づけら

れている以上、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。 

(イ) 産業振興課の人材確保について 

産業支援事業は公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構、その他支援

機関等と一体となって行われており、これら支援機関等とのコネクションが必

要であり、また、浜松地域の中小企業等の現場の状況を理解して行われる必要

がある。そのようなノウハウ等の蓄積は、公益財団法人浜松地域イノベーショ

ン推進機構だけでなく、所管である産業振興課にも必要であるが、その蓄積に

は時間を要するものである。 

産業振興課には外部の諸団体へ出向し、産業振興課へ配属されている職員が

多くいる。産業振興課だけに配属されていただけでは、産業支援に必要なノウ

ハウ等を得るのは難しいと思われることから、外部への出向により必要なノウ

ハウを得ることは望ましい。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。 
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(ウ) 外部監査の検討 

監査には、法人内部で実施される内部監査と、法人から独立した外部の専門

家によって実施される外部監査がある。 

公益法人は、一般社団・財団法人以上に適正な財産の使用や会計処理が求め

られるため、公益認定の基準では会計監査人を置いているものであることが要

求される（公益法人認定法第 5条第 12 号）。 

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 

第５条（公益認定の基準） 

 行政庁は、前条の認定（以下「公益認定」という。）の申請をした一般社団

法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人

について公益認定をするものとする。 

（中略） 

二 公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するもの

であること。 

（中略） 

十二 会計監査人を置いているものであること。ただし、毎事業年度における

当該法人の収益の額、費用及び損失の額その他の政令で定める勘定の額がいず

れも政令で定める基準に達しない場合は、この限りでない。 

ただし、一定の基準に達しない法人については会計監査人の設置を義務付け

ないこととしている。具体的には、①収益の額が 1,000 億円未満、②費用及び

損失の額の合計額が 1,000 億円未満、③負債の額が 50 億円未満、の全ての要

件を充たす場合には会計監査人を置くことを要しない（公益法人認定法施行令

第 6 条）。 

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令 

第６条（会計監査人を置くことを要しない公益法人の基準） 

 法第五条第十二号 ただし書の政令で定める勘定の額は次の各号に掲げるも

のとし、同条第十二号 ただし書の政令で定める基準は当該各号に掲げる勘定

の額に応じ当該各号に定める額とする。  

一 一般社団法人にあっては一般社団・財団法人法第二条第二号 に規定する

最終事業年度、一般財団法人にあっては同条第三号 に規定する最終事業年度

に係る損益計算書の収益の部に計上した額の合計額 千億円  

二 前号の損益計算書の費用及び損失の部に計上した額の合計額 千億円  
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三 一般社団法人にあっては一般社団・財団法人法第二条第二号 の貸借対照

表、一般財団法人にあっては同条第三号 の貸借対照表の負債の部に計上した

額の合計額 五十億円 

公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構は、公益法人認定法第 5条第

12 号及び公益法人認定法施行令第 6条の基準を満たし、会計監査人を置くこと

を要しない公益法人として設立した。 

しかしながら、①静岡県が 10億 1,300 万円（56.10％）、次いで浜松市が 5億

4,300 万円（30.07％）の出資者であり、②産業イノベーション支援業務を浜松

市から受託するにあたって競争入札によらず特命理由による随意契約で受託し

ていることから他の公益財団法人と比べて、市との関係性が強い。また、前述

したように産業イノベーション支援事業は当公益財団法人を中核的支援機関と

して遂行されている。指摘事項(カ)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。 

２ 地域イノベーション戦略推進事業 

（１）事業の概要  

地域イノベーション戦略推進事業は、「浜松・東三河地域イノベーション戦略推進

協議会規約」（以下本項では「規約」という）により運営される「浜松・東三河地域

イノベーション戦略推進協議会」（以下本項では「協議会」という）に対する負担金

の交付を内容とする。協議会は、最先端の光・電子関連技術をコアとして、浜松・

東三河地域において、輸送用機器次世代技術産業、新農業、健康・医療関連産業及

び光エネルギー産業の４分野の基幹産業化の実現を目的とする（規約第 2 条）。

協議会は、具体的な活動を公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構（以下

「イノベーション推進機構」という）に委ねている。イノベーション推進機構の活

動は、コーディネーターを活用した各種技術の事業化支援、各種会議・セミナーの

開催、展示会への出展である。

（２）負担金交付先の運営形態 

協議会の構成員は、浜松商工会議所、豊橋商工会議所、国立大学法人静岡大学、

国立大学法人浜松医科大学、学校法人光産業創成大学院大学、国立大学法人豊橋技
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術科学大学、愛知県、静岡県、浜松市、豊橋市、株式会社静岡銀行、浜松信用金庫、

遠州信用金庫、豊橋信用金庫、イノベーション推進機構（設立当初は財団法人浜松

地域テクノポリス推進機構）及び株式会社サイエンス・クリエイトの 16 団体である。 

協議会は、各構成団体が各 1 名の委員を出し、他に会長 1 名、副会長 3 名を置き

（規約 5条 2項、6条 1項）、その多数決を以て意思決定する（規約第 9条）。浜松市

は委員のうち 1名を選出している。 

なお、構成員のうちイノベーション推進機構は協議会の総合調整機関（規約第 4

条 2項）とされ、協議会の事務局はイノベーション推進機構に置かれ（規約第 10条）、

協議会の会長はイノベーション推進機構の理事長が務める（規約第 6条 2項）。また、

協議会の具体的な活動はイノベーション推進機構が担い、事業報告書もイノベーシ

ョン推進機構が案を作成して協議会に諮り、その了承を得て、協議会の報告書とし

て各機関に提出される。これらの事実に照らし、協議会の実質的な運営主体はイノ

ベーション推進機構と認められる。 

（３）支援の状況 

イノベーション推進機構が作成した平成 25年度収支決算書案によると、その収入

は負担金を中心として決算額合計 5,734 万 7,345 円、うち、浜松市の負担金が 2,450

万円である。運営経費については規約第 11 条に定めがあり、同条第 1項は「協議会

に係る経費は、提案機関（筆者注：設立 16 機関）の負担及びその他の収入をもって

充てる。」と定め、同第 2項は「前項に規定する経費の負担については、協議による

合意を旨とする。」と定める。ただ、同項を踏まえた負担金分担方法の合意文書は存

在しない。また浜松市と協議会との間で浜松市が 2,450 万円を負担することについ

ての契約書も存在しない。 

協議会の支出は 3,784 万 5,530 円であるが、うち 4 万 9,998 円の運営費を除き、

その全額がイノベーション推進機構に対する負担金の支出である。 

（４）監査の結果 

ア 実施した監査手続き 

所管課である浜松市産業振興課担当者から同課作成資料をもとに概要説明を受

けるとともに、以下の関連書類の査閲を行った。監査の結果、合規性の観点から

問題となる事項はなかったが、是正を要する事項について、以下「イ 指摘事項」

とした。 
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① 「浜松・東三河ライフフォトニクスイノベーション」と題する文書 

② 協議会にかかる平成 25年度事業報告（案） 

③ 同収支決算書（案） 

④ 協議会にかかる平成 26年度事業計画（案） 

⑤ 同収支予算書（案） 

⑥ 協議会規約 

⑦ 負担金にかかる支出命令書及び支出負担行為書 

イ 指摘事項 

(ア) 総合調整機関の明確化の必要性 

協議会の支出は、総支出額 3,784 万 5,530 円のうち 5 万円に満たない協議会

の運営費を除き、その全額がイノベーション推進機構に交付され、同機構が協

議会にかかる具体的な活動の全てを行い、同機構が協議会の事業報告書案を作

成し、そのまま協議会の報告書となっている。このように重要な役割を担うイ

ノベーション推進機構は、協議会の総合調整機関と位置付けられているが、総

合調整機関の定義や権限は規約に定めがない。上記状況に照らし、実体として

は、協議会の事業はイノベーション推進機構が執行し、協議会の他の構成員は

イノベーション推進機構の監督者と評価する方が適切である。 

よって、この実体に則して、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。 

３ 産学官連携促進事業 

本事業は、地域の産業振興、研究機能の充実を図るため、医工連携など 5 分野にお

ける新産業育成、創出を目指す「浜松地域新産業創出会議」等の 8 団体に負担金を支

出し、支出先団体の活動を通じて新産業育成、創出を達成しようとするものである。

なお、本事業は、交付先の名称ないし活動内容をもって特定された 7 つの個別事業

に分かれる。以下、個別事業の概要、負担金交付先の運営形態及び浜松市の負担金額・

負担根拠を整理すると以下のとおりである。
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（１）大学技術移転事業  

ア 事業の概要 

本事業は静岡技術移転合同会社（以下、「合同会社」という）に対する負担金の

交付を内容とする。合同会社の具体的な活動は、①技術移転の推進、②共同研究･

受託研究の仲介、③民間企業の競争的資金獲得の補助、④講演会、⑤マッチング

会、⑥活動状況のホームページ掲載、⑦展示会・発表会への参加・対応、⑧会議

参加、⑨相談対応である。 

イ 負担金交付先の運営形態 

合同会社は、平成 21 年 3 月 30 日に設立され、その目的は静岡県内の大学等と

連携し、大学等機関の研究活動などを支援することである。出資者は静岡県内の

公法人に所属する個人を中心として合計 13名であり、概ね各出資者が合同会社の

役員である。浜松市及び浜松市の市職員個人は、合同会社の出資者及び役員のい

ずれでもない。 

ウ 支援の状況 

合同会社の予算規模は、平成25年度実績で損益計算書の売上高額が812万9,016

円、支出（販売費及び一般管理費）が合計 790 万 4,944 円であり、収入のうち 100

万円が浜松市の負担金である。浜松市と合同会社との間では、浜松市が 100 万円

を負担することについて、契約書は取り交わされていない。 

なお、負担金の支出につき、浜松市では、支出負担行為書として通知文書（交

付先の予算書、事業計画、総会資料等）を添付してこれを決裁し、支出命令時に

は交付先から請求書の発行を受けて支出を行う。本事業の平成 25 年度負担金は、

支出負担行為書として、負担金 100 万円の負担金交付申入書と平成 23 年度、24年

度事業報告書及び平成 25 年度事業計画書が添付され、平成 25 年度事業計画書の

予算計画書に浜松市の負担金 100 万円が計上されている。そして、これを元に支

出負担行為が承認されている。 
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（２）浜松地域新産業創出会議負担金  

ア 事業の概要 

本事業は、平成 22年 4月 1 日に施行された「浜松商工会議所 浜松地域新産業

創出会議 規約」（以下本項では「規約」という）に従って運営される「浜松地域

新産業創出会議」（以下本項では「創出会議」という）に対する負担金の交付を内

容とする。創出会議の目的は、遠州地域における新規産業創出を図り、次代を担

う人材の育成を図ることである（規約第 2条）。創出会議の具体的な活動は、①コ

ーディネーター会議、②商談会、③各種相談会、④ブース出展等、⑤見学・視察

会、⑥セミナー・講演である。 

イ 負担金交付先の運営形態 

創出会議は、浜松商工会議所の会員である企業・団体を以て構成され、会員数

は 305 社／団体、浜松市はその特別会員である。 

創出会議は、機関としては会長 1 名及び監事 2 名を設ける。会長は浜松商工会

議所会頭が任免し、監事は会員をもって構成される総会の同意を得て会長が任免

する（以上規約第 9条）。浜松市及び浜松市職員は会長及び監事ではない。 

創出会議の資金は「浜松地域新産業創出会議会長小楠倫嗣」名義の口座で管理

されており、創出会議は浜松商工会議所とは別の権利能力なき社団と認められる。 

ウ 支援の状況 

創出会議の予算は、平成 25 年度収支決算書の実績額で、収入合計 992 万 7,350

円、支出合計 829 万 5,510 円であり、収入のうち 150 万円が浜松市の負担金であ

る。 

創出会議の収入であり、規約に基づき浜松市が負担義務を負うものとして会費

（規約第 6 条）があるが、これは負担金とは別である。負担金について、規約第

17 条は「創出会議の経費は、会費、負担金、その他収入をもってあてる。」と定め

るが、負担金の徴収につきそれ以上の定めはない。また、浜松市と創出会議との

間では、浜松市が 150 万円を負担することについて、契約書は取り交わされてい

ない。 

本事業の平成 25 年度負担金支出については、支出負担行為書として、負担金 150

万円の支払申入文書と平成 25 年度収支予算書、規約及び平成 25 年度事業計画・

活動方針（案）が添付され、平成 25 年度収支予算書に浜松市の負担金 150万円が
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計上されている。そして、これを元に支出負担行為が承認されている。

（３）レーザー中核人材育成事業負担金

ア 事業の概要 

本事業は、学校法人光産業創成大学院大学が「レーザーによるものづくり中核

人材育成講座」の名称で実施する事業（以下「中核人材育成事業」という）に対

する負担金の交付を内容とする。同事業の平成 26年度事業計画書では、中核人材

育成事業は、レーザー技術の中核人材の育成を目的とし、経済産業省関東経済産

業局委託事業である「産業技術人材育成支援事業」として、平成 20年度から平成

22 年度までの 3 年間にわたり静岡県西部を中心に展開され、その後経済産業省関

東経済産業局委託事業でなくなったことを受けて、現在の事業形態となったもの

である。中核人材育成事業の具体的な活動は講座の開催であり、平成 25年度実績

で、基礎コースが 9日間で受講者数 33名、加工技術コースが 9日間で受講者数 27

名である。 

イ 負担金交付先の運営形態 

事業は光産業創成大学院大学が運営する。同大学は、中核人材育成事業を運営

するために企画運営委員会を設置し、浜松市は同企画運営委員会の委員 1 名（委

員総数 16 名）を出している。また、浜松市は中核人材育成事業において、「連携

機関」と位置づけられている。 

ウ 支援の状況 

中核人材育成事業としての予算規模は、平成 25年度実績で収入・支出共に金 813

万 9,447 円であり、収入のうち 100 万円が浜松市の負担金である。浜松市と光産

業創成大学院大学との間では、浜松市が 100 万円を負担することについて、契約

書は取り交わされていない。 

本事業の平成 25 年度負担金支出については、支出負担行為書として、「講座運

営事業収支決算報告書平成 26年 3月 31 日見込」が添付されている。同文書では、

「収入の部」に「負担・補助金」があり、うち、浜松市・負担金が 100 万円計上

されている。そして、これを元に支出負担行為が承認されている。 
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（４）組込みソフトウェア技術コンソーシアム負担金 

ア 事業の概要 

本事業は「組込みソフトウェア技術コンソーシアム定款」（以下本項では「定款」

という）により運営される「組込みソフトウェア技術コンソーシアム」（以下本項

では「コンソーシアム」という）に対する負担金の交付を内容とする。コンソー

シアムの目的は、平成 24年度まで文部科学省の事業として運営されていた「組込

みソフトウェアアーキテクト養成」事業が同年度で終了したため、その継続を図

ると共に、組込み開発技術の向上を目的とするものである（定款第 2条）。 

コンソーシアムの具体的な事業内容は、組込みソフトウェアに関する講座開催

である。

イ 負担金交付先の運営形態 

コンソーシアムは法人会員を以て構成され（定款第 4条）、その会員は、静岡大

学、浜松市、浜松商工会議所、株式会社浜名湖国際センター、地元民間企業であ

り、企業会員が 30社、企業でないものが 7団体である。 

役員は、理事長 1名、副理事長 2名以内、理事 15名以内、監事 2名以内とされ

（定款第 11 条）、浜松市は理事を 1 名出している。資金は、コンソーシアムから

「公益財団法人浜松科学技術研究振興会事務局長江間彦之」に対する委任状の下、

上記受任者と同名の預金口座にて管理されている。これらの属性から、コンソー

シアムは権利能力なき社団と認められる。 

ウ 支援の状況 

平成 25 年度決算報告では、収入合計 2,203 万 3,455 円、支出 2,141 万 4,422 円

であり、収入のうち 500 万円が浜松市の負担金である。定款には会費の規定があ

る（定款第 6 条）が、負担金は会費とは別である。負担金については、定款第 15

条 1 項が「本コンソーシアムの運営に必要な経費は、会費、寄付金およびその他

の収入をもって充てる。」と定めるが、規約に寄付金ないし負担金の徴収方法に関

する定めはない。また、浜松市とコンソーシアムとの間では、浜松市が 500 万円

を負担することについて、契約書は取り交わされていない。 

本事業の平成 25 年度負担金支出については、支出負担行為書として、平成 25

年 1月 29 日に開催された「組込みソフトウェア技術コンソーシアム設立総会・理

事会次第」（収支に関する議案書を含む）が添付されている。同設立総会・理事会
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次第に添付された第 4号議案には平成 25 年度収入があり、浜松市による 500 万円

の支援（議案書では金額のみ記載され「負担金」とはされていない）が定められ

ている。そして、これを元に支出負担行為が承認されている。 

（５）はままつ次世代光・健康医療産業創出拠点負担金 

ア 事業の概要 

本事業は「はままつ次世代光・健康医療産業創出拠点事業運営委員会規約」（以

下本項では「規約」という）を以て運営される「はままつ次世代光・健康医療産

業創出拠点」（以下本項では「拠点」という）に対する負担金の交付を内容とする。

なお、負担金の交付対象は、後記のとおり権利能力なき社団と認められる「拠点」

であり、「拠点事業運営委員会」は拠点の意思決定機関、規約は拠点の構成及び意

思決定手続を定めるものである。

拠点の具体的な活動内容は、イベント開催・出展、検討会議開催、広報活動（ホ

ームページ制作、パンフレット制作）である。

イ 負担金交付先の運営形態 

拠点は、浜松商工会議所、公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構、国

立大学法人静岡大学、国立大学法人浜松医科大学、光産業創成大学院大学、静岡

県、浜松市及び浜松医工連携研究会により構成され（規約第 4 条）、各組織が各 1

名の委員を選出する（第 6条）。 

機関としては、委員を以て構成される事業運営委員会（第 7 条）があり、委員

の互選により選出される会長、副会長（規約第 5 条）がある。浜松市は委員を 1

名選出している。 

資金は、「はままつ次世代光・健康医療産業創出拠点事業運営委員会代表吉田勝

治」名義の預金口座で管理されている。これらの属性から、拠点は権利能力なき

社団と認められる。 

ウ 支援の状況 

平成 25 年度収支決算によると、同事業の収入は 393 万 2,101 円、支出は 349 万

6,415 円であり、収入のうち 150 万円が浜松市の負担である。負担金については、

規約第 10条 1項が「本事業運営委員会の運営にかかる経費等は、関係機関の負担

金及びその他の収入をもって充てる。」と定め、同第 2項が「負担金の分担方法等
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については協議の上、決定する。」と定めるが、負担金分担の決定文書は存在しな

い。また、浜松市と拠点との間で浜松市が 150 万円を負担することについて契約

書は取り交わされていない。 

本事業の平成 25 年度負担金支出については、支出負担行為書として、請求書、

平成 25 年度事業計画書が添付されている、事業計画書添付の平成 25 年度予算に

は、浜松市による 150 万円の負担金が定められている。そして、これを元に支出

負担行為が承認されている。 

（６）海外進出支援機関等負担金 

ア 事業の概要 

本事業は、公益社団法人静岡県国際経済振興会（以下「国際経済振興会」とい

う）及び独立行政法人日本貿易振興機構の国内事務所の一つであるジェトロ浜松

貿易情報センター（以下「ジェトロ浜松」という）の活動に対する負担金の交付

を内容とする。 

国際経済振興会の具体的な活動内容は、海外事務所の運営（上海、ソウル、台

北等）、海外視察団派遣、海外進出中小企業に対する費用の支援、情報提供、セミ

ナー・講義開催、相談・助言業務である。 

ジェトロ浜松は平成 26年度からの活動であるため、実績報告としてはその内容

を把握できない。同じ静岡県内の日本貿易振興機構静岡貿易情報センターの 2012

年度事業実施報告書では、海外事業にまつわる各種相談、情報提供、セミナー・

各種講座、調査が記述されており、ジェトロ浜松が平成 26年 4月に策定した事業

実施計画が同様の内容であることに照らし、ジェトロ静岡と同様の活動と思われ

る。

イ 国際経済振興会に対するもの 

(ア) 負担金交付先の運営形態

国際経済振興会は、静岡県の貿易の振興に関する事業を行うとともに、県内

中小企業の国際化を推進し、もって静岡県経済の発展に寄与することを目的と

する（公益社団法人静岡県国際経済振興会定款第 3 条、以下本項では同定款を

「定款」という）。 

その運営は会員をもって構成される総会によってなされ（定款第 12 条）、重

要事項の決定権限を持つ（定款第 13 条）。平成 26 年 3 月 31 日時点の会員総数
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は 257 社である。 

役員として理事20名以上25名以内、監事3名以内を置き（定款第20条 1項）、

理事から 1名の会長が選任される（同条 2項）。浜松市からは、市職員を理事と

して選出している。 

(イ) 支援の状況

平成 25年度収支決算では経常収益2億 6,705 万 4,766 円、経常費用 2億 5,907

万 3,785 円であり、収益のうち 274 万 5,000 円が浜松市の負担金である。 

定款第 7条は、「この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会

員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める会費を支払う義務を

負う。」と規定しているが、定款上、負担金に関する定めはない。また、浜松市

と国際経済振興会との間では、浜松市が 274 万 5,000 円を負担することについ

て、契約書は取り交わされていない。 

国際経済振興会に対する平成 25 年度負担金支出については、支出負担行為書

として、請求書、平成 25 年度事業計画書及び予算書、平成 24 年度事業報告書

及び収支決算書が添付されている、平成 25 年度予算書には、収入の部として「県

内各市負担金 564 万 5,000 円」があり、うち 274 万 5,000 円が浜松市の負担で

ある。そして、これを元に支出負担行為が承認されている。 

ウ ジェトロ浜松に対するもの 

(ア) 負担金交付先の運営形態

ジェトロ浜松は日本貿易振興機構の一事業所であり、事業所単位で収入支出

の予算管理がなされている。その運営は、独立行政法人日本貿易振興機構法が

定める。 

(イ) 支援の状況

2014 年度収支予算では、収入・支出共に合計 4,336 万 3,000 円であり、収入

のうち 368 万 4,000 円が浜松市の負担金である。浜松市とジェトロ浜松との間

では、浜松市が 368 万 4,000 円を負担することについて、契約書は取り交わさ

れていない。 

なお、ジェトロ浜松貿易情報センターは 2014 年 4 月からの開設であるため、

平成 25 年度の支出負担行為書はない。平成 26 年度分は、他の団体に対する負
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担金支出に照らし、ジェトロ浜松から請求書及び平成 26 年度事業計画書及び予

算書を踏まえて支出負担がなされると思われる。 

（７）スタートアップ都市推進協議会負担金 

ア 事業の概要 

本事業は「スタートアップ都市推進協議会規約」（以下本項では「規約」という）

を以て運営される「スタートアップ都市推進協議会」（以下本項では「協議会」と

いう）に対する負担金の交付を内容とする。協議会は地域経済の活性化等を目的

とするものである。その具体的な活動は、自治体相互の情報交換、小中学生向け

の教育機関への情報提供、マッチング、コーディネーターの配置、交流会開催、

交流会参加後のフォローなどである。 

イ 負担金交付先の運営形態 

協議会は会員をもって構成され（第 4 条）、平成 25 年設立時の会員は三重県、

広島県、佐賀県、千葉市、横須賀市、浜松市、奈良市及び福岡市の 8 自治体であ

る。 

協議会の運営は、会長、副会長、幹事及び監査役によりなされ、各役員は会員

の長の中から選出される（第 5条）。浜松市は幹事である。これらの属性から、協

議会は権利能力なき社団と認められる。 

ウ 支援の状況 

平成 26 年度予算では、収入・支出が 700 万円、うち浜松市の負担金は 100万円

である。規約第 12条第 1項は「協議会の事業を行うために必要な経費は、会費そ

の他の収入をもって充てる」と定め、同第 2 項は「協議会の会費については別に

定める。」とあるが、別に定める会費規定は存在しない。また、規約上、「負担金」

の文言を用いた費用負担の定めはない。市職員の認識では会費即ち浜松市の負担

金であり、予算書でも収入は負担金のみで、負担金とは別に会費収入が計上され

ていない。よって、会費と負担金は同一のものではないかと思われる。 

協議会の活動は 2014 年 4 月からであるため、平成 25 年度の支出負担行為はな

い。平成 26 年度分は、他の団体に対する負担金支出に照らし、協議会から請求書

及び平成 26年度事業計画書及び予算書を踏まえて支出負担がなされると思われる。 
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（８）本監査で取り上げた負担金の根拠の整理 

負担金は、特定の事業について浜松市が当該事業から特別の利益を得ることに対

して、法令または契約等によって、事業に要する経費の全部または一部の金額を支

出するもので、大きく次の 2つに区分される。

①義務的な負担金

法令等の定めにより、国や地方自治体が行う特定事業や活動に対して負担する義

務的な支出。

例）国県道建設工事費負担金

②任意的な負担金

浜松市が国や他の地方自治体、民間団体等と共に任意に各種団体を構成するとき、

当該団体が行う特定事業や活動により、浜松市が特別な利益、すなわち、行政目的

に合致した効果・成果を享受できる場合、当該団体の規約に定める会費や実費相当

額のほか、団体の意思決定機関で議決された負担割合や負担額により支出するもの。

例）全国市長会負担金

本監査の対象となった負担金事業については、地域イノベーション戦略推進事業

の負担金については国庫補助金の要件として求められている義務的な負担金である

が、それ以外は任意的な負担金であり、いずれも地域の産業支援機関と連携し、共

同で事業を実施することにより効果的に中小企業の産業の高度化、高付加価値化、

成長市場・新産業の創出に資する事業である。

負担金、補助金及び交付金の負担金は法令上、明確な区別はない。しかし、負担

金は浜松市が共同の事業主体として、個別具体的な業務を共同で行い、個別具体的

な事業効果を目指すのに対し、補助金は浜松市以外の団体や個人が行う特定の事業、

研究等に対し、浜松市が公益上必要があると認めた場合に、その育成、助長のため

に対価なく支出するものであるという区別を浜松市はしている。 

（９）本監査で取り上げた負担金の支出負担行為手続の整理 

浜松市が（負担金に限らず）支出負担行為をなす際に添付すべき文書（支出負担

行為書）は浜松市予算の編成及び執行に関する規則第 20 条別表第 1により定められ

ており、負担金の場合は「通知文書（予算書、事業計画、総会資料等）」である。 

本監査で取り上げた各負担金（以下「本件各負担金」という）について、平成 25

年度分の支出負担行為書として現実に提出された文書は既に各項目で指摘したとお

りであり、概ねの傾向としては、過年度の事業報告書、負担金の交付対象となる年

度の事業計画書、予算書（事業計画書と一体である場合を含む）及び負担金の交付
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申出書である。提出された事業報告書、事業計画書、予算書は比較的詳細なもので

はあるが、その内容は事業全体の報告・計画・予算であって、浜松市に対して負担

を求める理由や、負担金額の根拠、過去の補助状況といった情報は含まれていない。

負担金交付申出書にもこうした記述はない。そのため、浜松市が負担金を負担する

理由や、その金額根拠などは支出負担行為書やその添付文書からは探知できない。 

（１０）監査の結果 

ア 実施した監査手続き 

所管課である産業部産業振興課担当者から同課作成資料をもとに概要説明を受

けるとともに、以下の関連書類の査閲を行った。監査の結果、合規性の観点から

問題となる事項はなかったが、是正を要する事項について、以下「イ 指摘事項」

とした。 

①大学技術移転事業  

静岡技術移転合同会社事項全部証明書 

平成 25 年度事業計画書 

平成 24 年度事業報告 

支出命令書、支出負担行為書 

②浜松地域新産業創出会議負担金について 

創出会議規約 

平成 26 年度事業計画・活動方針（案） 

平成 25 年度事業報告（案） 

平成 25 年度事業計画・活動方針（案） 

支出命令書、支出負担行為書 

③レーザー中核人材育成事業負担金 

平成 26 年度事業計画書・案 

平成 25 年度事業計画書（案） 

支出命令書、支出負担行為書 

④組込みソフトウェア技術コンソーシアム負担金 

コンソーシアム定款 

平成 26 年度事業計画 

平成 25 年度の事業報告 

支出命令書、支出負担行為書 

⑤はままつ次世代光・健康医療産業創出拠点負担金 
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拠点規約 

平成 26 年度事業計画 

平成 25 年度活動実績報告書 

平成 25 年度事業計画 

支出命令書、支出負担行為書 

⑥海外進出支援機関等負担金 

国際経済振興会定款 

同平成 26年度事業計画 

同平成 25年度事業計画及び平成 25年度収支予算 

独立行政法人日本貿易振興機構法条文 

2014 年度ジェトロ浜松事業実施計画書 

2013 年度ジェトロ静岡貿易センター事業実施計画書 

2012 年度ジェトロ静岡貿易センター事業実施報告書 

支出命令書、支出負担行為書 

⑦スタートアップ都市推進協議会負担金 

協議会設立総会次第（平成 26年度事業計画、規約含む） 

支出命令書、支出負担行為書 

イ 指摘事項 

(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 

前述のとおり、拠点自体の具体的な活動内容は、イベント開催・出展、検討

会議開催、広報活動である。しかし、拠点から提出された活動実績報告書は、

拠点自体の活動ではなく、拠点による支援先の活動が詳細に記述され、かつ、

拠点の活動であるのか拠点支援先の活動であるのかが判然としない内容となっ

ている。実例を一つ示すと以下のとおりである。

記

1．拠点の活動内容 

下記提案機関により浜松地域の特徴を活かし、異分野、他分野の融合に

よるハイレベルなアウトカムをめざし、「医工連携・産学連携・地域連携」

を進めている。 

（略） 
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1－1．装置・機器の活用 

PET/CT 装置、サイクロトロン、GMP ホットセル等を用いて、臨床研究対

象となる 1,213 件の PET 撮影を実施した。」（以下詳細報告部分省略） 

（以上、はままつ次世代光・健康医療産業創出拠点平成 25年度活動実績報告

書 1Ｐより）。 

報告書には、上記記述とは別に図表があり、そこでは、「PET/CT 装置」の設置

場所は浜松医科大学であり、同大学が 1,213 回の PET 撮影を実施したものと認

められる。従って、PET 撮影は浜松医科大学の活動であり、拠点の活動は PET/CT

装置を浜松医科大学に貸与して支援したことである。ところが、本文では、撮

影主体の主語がなく「1,213 件の PET 撮影を実施した」とあり、撮影主体が拠点

であるのか浜松医科大学であるのかが判然としない。 

支援先の活動を紹介することは有意義ではあるが、拠点が浜松医科大学など

の拠点構成員とは別の団体である以上、上記の例では、拠点の活動は「PET/CT

装置の貸与」であって、装置を使った活動は拠点の支援先である浜松医科大学

の活動であることを区別して記載する必要がある。 

なお、文章量との関係で 1 例のみ摘示したが、同様の問題は報告書全般に通

じる課題である。 

(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。「会費」は権利能力なき社団た

る協議会の運営規則に基づく義務的負担であり、負担金は後述のとおり寄附な

いし贈与である。100 万円支払義務の法的根拠が何であるかは、負担金の支出を

免れようとする場合や、減額を求めようとする場合の方法に違いを生み出す重

要事項であるから、①会費と負担金名目の支出が同一であるか否かを明確にす

ると共に、②規約第 12条 2 項が定める「別に定める」協議会会費規定の制定が

必要である。

よって、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。 

(ウ) 本件各負担金の支出手続きについて 

本件各負担金は、負担金交付先の活動が公益的性格を持ち、かつ、中小企業
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の産業の高度化、高付加価値化、成長市場・新産業の創出といった浜松市の行

政目的に合致するために交付されるものである。その法的実体は地方自治法第

232 条の 2に定める寄附または補助に該当し、私法上の贈与契約ないしこれに類

する契約である。即ち、本件各負担金は、浜松市の行政目的達成のために、特

定の団体に対して資金を贈与するものである。 

負担金と同じく公益上必要がある場合に補助（贈与）しうるものとして補助

金があり、補助金においては、国庫補助金の場合は補助金等にかかる予算の執

行の適正化に関する法律の規律があり、浜松市においても浜松市補助金交付規

則が存在する。他方で、本件各負担金には、その支出の適正化を図るための法

令、条例、規則がない。よって、本監査意見を述べるに当たっては、前述した

とおり、負担金と補助金とは事業主体が異なるものではあるが、本件各負担金

が、補助金同様に浜松市の行政目的達成のために有効と認めて特定の団体に資

金を提供するものであることに着目し、その規律を参考にした。

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 

本件各負担金の交付先団体の事業ないし活動は、単年度で終了するものでは

なく、複数年度の継続が予定されている。そのため、各団体の具体的な活動は、

時の経過により徐々に変化することが予想される。また、浜松市の政策目標や

政策目標を実現するための手段も、時の経過により徐々に変化することが予想

される。 

そのため、時の経過により、交付先団体の活動の公益性が消滅ないし大きく

減少し、あるいは浜松市の行政目的と合致しなくなる、ないし大きく減少する

可能性がある。その結果、公益性に乏しい、あるいは公益性はあっても浜松市

の行政目的にとってさほど効果的とは評価しがたい負担金が残存する可能性が

ある。こうした場合には、負担金の交付を取りやめる必要がある。 

他方、負担金は、一旦交付されると交付先団体の予算に組み込まれ、交付先

団体は浜松市から負担金が得られることを前提とした事業計画を立てる。負担

金が無償の資金提供である以上、その自発的な交付辞退は期待しがたい。また、

事業によっては、浜松市の負担金が予算の主要部分を占めるものもあり（組込

みソフトウェア技術コンソーシアムへの負担金は同団体予算の 4 分の 1 弱、は

ままつ次世代光・健康医療産業創出拠点負担金及び地域イノベーション戦略推

進事業への負担金は各団体予算の約 4割）、その場合、浜松市による負担金交付

の停止は、即、団体の活動停止につながりかねない。そのため、交付先団体が

組織維持のために負担金の継続確保を図ろうとすることも考えられる。 
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負担金交付先の活動が全く公益性を失う、あるいは浜松市の行政目的と全く

一致しなくなるといった事情がある場合には、浜松市が負担金交付を停止する

ことは容易だが、そうした例はごく希と考えられる。そのため、過小な公益性、

過小な行政目的合致に留まる負担金が、十分な検証を経ることなく惰性的、あ

るいは交付先団体の存続維持のために支出される懸念がある。よって、こうし

た事態を回避し、情勢の変化により必要の乏しくなった負担金の交付を取りや

める何らかの仕組みが必要である。本件各負担金はすでに長きにわたり継続し

て支給されているものもあり、また、今後も継続して支給されることが予定さ

れていることから、その必要性は特に高いと思われる。 

具体的な方法は様々なものがあり得るが、例として以下を提言する。 

1)負担金交付申出書に、①浜松市に対して負担金の支出を求める理由、②申出

額を希望する理由、③負担金対象事業の終期がいつであるか、明確な終期が

ない場合は申出年度を含め以後何年度にわたる負担金申出を予定しているか、

の 3点を記述させること。 

①は公益性や、浜松市の行政目的との合致の程度を判断する材料を得ること

を目的とし、②は金額の合理性を検証する材料とし、③は一定期間（想定終期）

を経過した時点で負担金交付を停止するためである。 

2)負担金交付申出書の添付文書として、浜松市から受領した過去の負担金交付

実績一覧を提出させること。 

長期にわたって交付される負担金は、公益性や、浜松市の行政目的との合致

度が低下している可能性が高く、支出の是非を検証することが必要である。そ

こで、一定年数を超えて継続交付されている負担金について、一律にその必要

性を再検討することとし、再検討対象となる負担金を円滑に抽出するために、

交付先団体に交付期間・額の一覧を提出させることが望ましい。もちろん、交

付履歴は浜松市自身が把握する情報ではあるが、担当外の職員、監査担当者、

情報公開請求をなす第三者などが負担金交付履歴を容易に把握できることは、

無駄に気づく、ないし検証の機会を増やす点で効果がある。 

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 

本件各負担金は、新産業の育成、創出といった浜松市の行政目的に合致する

団体に無償資金を提供することで、新産業の育成、創出を図ろうとするもので

ある。従って、交付先団体の活動が新産業の育成、創出に寄与したかどうかを
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事後的に浜松市が検証する必要がある。ただ、交付先団体の活動が公益性を全

く持たない、ないし浜松市の行政目的と全く合致しないということは考えがた

く、その判断を漫然と行っては、効果的な検証は期待できない。そこで、浜松

市が当該負担金交付先に対して具体的に何を期待するのかを、数値目標として

設定し、記録化することが必要である。これにより、浜松市自身が当該負担金

の交付に何を期待するかを自覚的に認識でき、また、交付先団体が浜松市の期

待にどこまで沿った活動・結果を達成しているかを事後的に検証できるからで

ある。

また、浜松市が設定した数値目標は、負担金交付先と認識の共有に努め、負

担金支出の効果を高める必要がある。

なお、本件各負担金にかかる数値目標としては以下のものが考えられる。 

1)大学技術移転事業、浜松地域新産業創出会議、はままつ次世代光・健康医療

産業創出拠点、スタートアップ都市推進協議会、地域イノベーション戦略推

進事業

→相談会等の開催回数、配置するコーディネーター人数の各下限を設定する。

2)レーザー中核人材育成事業、組込みソフトウェア技術コンソーシアム 

→講義時間、受講生数、受講生と講義時間を乗じた総受講時間の下限を設定

する。 

3)海外進出支援機関等負担金 

→配置すべき相談員等の人員数の下限を指定する。

４ 成長産業創出支援事業 

（１）事業の目的  

「はままつ産業イノベーション構想」において、戦略的・重点的に支援すべき産

業分野として位置付けた成長 6 分野事業（①次世代輸送用機器関連事業、②健康・

医療関連事業、③新農業関連事業、④光・電子関連事業、⑤環境・エネルギー関連

事業、⑥デジタルネットワーク・コンテンツ関連事業）における革新的な技術・製

品の事業化開発に対する支援を行うことで、浜松市における新産業の創出を図るこ

とを目的としている。 

（２）事業の背景・経緯 

市は、平成 19年度から、知的クラスター事業における研究成果の事業化を目的と
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して、光・電子関連事業を対象とした「浜松市オプトロニクスクラスター創成事業

化開発費補助事業」を開始した。また、平成 23年度には、環境・エネルギー関連事

業を対象とした「浜松市新産業創出事業費補助事業」を新設した。 

その後、平成 23 年 10 月に策定された「はままつ産業イノベーション構想」に基

づき、同 24 年度から、支援対象を前記成長 6分野事業に拡大した本事業が実施され

ることになり、「浜松市オプトロニクスクラスター創成事業化開発費補助事業」及び

環境・エネルギー関連事業を対象とした「浜松市新産業創出事業費補助事業」は、

本事業に吸収される形となった。

（３）事業の概要 

本事業の概要は次のとおりである。 

ア 浜松市新産業創出事業費補助金 

前述した成長 6 分野関連事業を対象に、市内中小企業を中心とする産学官連

携等による実用化、製品化のための技術開発を支援することを目的とした補助

制度である。 

イ 浜松市電動二輪車導入促進事業費補助金 

電動二輪車の導入促進及び普及啓発を図り、もって二輪需要の拡大や産業振

興及び地球温暖化防止に寄与することを目的とした補助制度である。 

ウ 成長産業の創出・販路開拓に関する会議等への参加、次世代環境車普及啓発

に関する会議等への参加
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（４）事業費 

財源は一般財源である。 

 平成 24年度 

予算額（円） 

平成 24年度 

決算額（円） 

平成 25年度 

予算額（円） 

平成 25年度 

決算額（円） 

平成 26年度 

予算額（円） 

報償費 288,000 18,420 440,000 96,800 308,000 

旅費 469,000 462,460 590,000 482,580 507,000 

需用費 830,000 0 550,000 44,716 550,000 

役務費 452,000 14,870 52,000 0 52,000 

委託料 11,500,000 6,977,523 0 0 0 

使用料及

び賃借料 
956,000 955,500 0 0 0 

補助金 113,021,000 108,925,708 114,264,000 112,117,808 125,600,000 

合計 127,516,000 117,354,481 115,896,000 112,741,904 127,017,000 

※ 報償費  浜松市新産業創出事業費補助金審査会の専門委員謝礼 

旅費   浜松市新産業創出事業費補助金審査会の審査委員旅費、会議等参加旅費 

需用費  消耗品費、次世代環境車関係修繕費 

役務費  郵便料 

委託料  浜松市新農業創出支援事業業務（新たな農業を創出する担い手である一般

企業の円滑な農業参入の支援を目的に、首都圏及び本市内で企業向けの説

明会やアンケート等を実施）を財団法人日本立地センターに委託した際の

委託料及び E-KIZUNA サミット会場設営・運営業務委託料 

使用料及び賃借料  会場借上費 

補助金  浜松市電動二輪車導入促進事業費補助金、浜松市新産業創出事業費補助金 

（５）浜松市新産業創出事業費補助金 

ア 根拠 

浜松市新産業創出事業費補助金交付要綱 

イ 補助対象事業 

次の 5つの条件を全て満たしている事業である。 
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①補助対象 6分野（※）に該当する事業であること 

②補助対象期間内に試作品又は製品の開発を行うことができる事業であること 

③事業化（成果品の販売）を見込むことができる事業であること 

④地域経済への波及効果が大きく、社会貢献度が高い事業であること 

⑤募集案内の要件を全て満たしている事業であること 

（※）補助対象 6分野 

 補助対象分野名 補助対象事業内容 補助対象事例 等 

1 次世代輸送用機器

関連事業 

次世代輸送用機器等に

関する新技術・新製品

開発 

・輸送用機器関連製品・宇宙航空関連

製品 

・ロボット関連製品 

・新素材(CFRP、チタン、マグネシウム

等)の形成加工製品 等 

2 健康・医療関連事

業 

次世代の医療機器(計

測・検査・手術等)や健

康、介護機器等に関す

る新技術・新製品開発 

・医療・介護関連製品・医療アシスト

関連製品 

・障害者用情報関連製品 

・身体機能の補完・強化等に資する 

製品 

・健康・スポーツ関連製品 等 

3 新農業関連事業 農業、林業、漁業に関

する生産や加工、流通

等に関する新技術・新

製品開発 

・農業(畜産業含む)、林業、漁業、関

連製品（生育管理、生産、加工、流

通等の関連製品） 

・植物工場関連製品（温度、水管理等） 

・生育環境診断関連製品 

・鮮度管理・保持関連製品 等 

＊次の事業は補助対象外とする。 

・農林水産物の栽培や育成、品種改良等 

・農林水産物を原料にした食品開発や食品加工等 

（ただし、成果物が非食品で、新技術・新製品としての要素が強

い場合は補助対象とする。） 

・事業の成果物が人の口に入る食品等であるもの。 

4 光・電子関連事業 光・電子技術を活用し

た、認識、計測、制御、

加工等に関する新技

術・新製品開発 

・計測・解析用関連製品 

・画像伝送関連製品 

・画像処理関連製品 

・画像関連製品  

・光源  等 



第４ 抽出した中小企業支援事業

73 

5 環境・エネルギー

関連事業 

環境負荷の軽減や環境

保全、環境・エネルギ

ー（太陽熱、太陽光、

バイオマス、水力、風

力等の再生可能エネル

ギー、天然ガス等の石

油代替エネルギー）の

多様化・高度利用等に

資する新技術・新製品

開発 

・太陽熱、太陽光、バイオマス、水力、

風力等の再生可能エネルギー、天然

ガス等の石油代替エネルギーを活用

した製品 

・3R（リデュース・リユース・リサイ

クル）に寄与する製品 

・環境保全や環境負荷低減に寄与する

製品 

・有害物質や廃棄物排出削減等に寄与

する製品 等 

6 デジタルネットワ

ーク・コンテンツ

関連事業 

ソフトウェア業や情報

処理サービス業、情報

通信技術や創造性の高

いコンテンツ分野等に

関連する新技術・新製

品開発 

・ビジネスソフトウェア 

・医療、環境分野などの各種アプリケ

ーションソフトウェア 

・ネットワーク基盤技術  

・セキュリティ技術 

・組み込みソフトウェア 等 

・補助対象 6 分野の事業に併せて、それらの事業化に必要と認められる調査（事

業化可能性調査、市場調査、販路開拓 等）も補助対象とする。（調査のみでは補助

対象外。）

ウ 補助対象者 

次のいずれかに該当する者で、市税を滞納していない者 

① 浜松市内に住所又は主たる事務所を有する個人又は中小企業者 

② 浜松市内に住所又は主たる事務所を置き、新たに事業を開始しようとする個人

又は中小企業者 

③ ①又は②に該当する者を 1 者以上含み、研究開発を目的に 2 者以上の者で組

織された共同体 

エ 補助対象経費 

対象事業に係る経費のうち、以下に該当し，かつ補助対象期間内に実施され、

同期間内に支払いが完了する業務に対する経費が対象となる。 

・原材料等購入費 

・開発設計に要する経費 

・機械装置又は工具器具の購入費、製造、改良、据付け、保守又は修繕に要する
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経費 

・産業財産権等（特許権、実用新案権、意匠権、商標権等）の導入に要する経費 

・産業財産権等（特許権、実用新案権、意匠権、商標権等）の取得に要する経費

（弁理士費用、先行技術調査費） 

・外注費 

・技術指導導入費 

・委託に要する経費（試験委託費、調査研究委託費等） 

・販路開拓に要する経費（市場調査費、広告宣伝費等） 

・交通費（国内の交通費） 

・借損料（機器・設備類のリース料・レンタル料、会議等会場借料） 

・消耗品費（耐用年数 1 年未満のもの、または１件 100,000 円未満のもので、開

発に直接必要なものに限る） 

オ 補助金額 

対象経費の合計の 2分の 1以内の額とし、事業 1件あたり 150 万円を下限とし、

1,000 万円が上限とされている。（予算の範囲内で採択を決定） 

カ 補助対象期間 

補助期間は、原則として単年度（交付決定のあった年度内）とされている。た

だし、研究開発の発展によってさらなるイノベーションの創出につながる案件に

ついては、各年度の審査を受けることを前提として、最長 2 箇年度にわたって申

請が可能である。 

キ 申請手続及びスケジュール 

事業説明会（4月中旬に開催） 

↓

事前申込書提出（5月上旬が受付締切日） 

↓
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正式申請書提出（5月中旬が提出締切日） 

↓  担当の専門コーディネーターが応募者を訪問し、審査会用

の評価書を作成する。 

一次審査（書類審査、6月上旬～下旬） 

↓  以下は、一次審査を通過した場合 

二次審査（事業説明、7月上旬～下旬） 

↓

交付決定（7月下旬） 

↓  以下は、交付決定（二次審査で事業採択）を受けた場合 

事業実施（交付決定後～翌年 3月 31 日） 

↓

審査（実績説明、翌年 3月下旬） 

↓

補助金振込（翌年 5月） 

ク 審査 

補助金交付申請書が提出された後、一次審査及び二次審査が実施される。 

（ア）一次審査 

・一次審査は、申請者が提出した資料に基づく書類審査である。 

・審査委員を A チームと B チームに分け、各チームが 3 分野ずつ審査し、各々

の審査結果を刷り合わせて二次審査を受ける申請者が選抜される。平成 25年
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度の審査委員及びチーム構成は以下のとおりである。 

【浜松市新産業創出事業費補助事業 Aチーム審査会 審査委員】 

   （担当分野：次世代輸送用機器、健康・医療、光・電子分野） 

 所属 役職 主な担当 

1 浜松地域イノベーション推進機構 

イノベーション戦略推進本部 

本部長 技術全般 

2 静岡大学イノベーション社会連携推進機

構 

戦略企画室(兼)研究支

援推進部門（兼）研究活

用支援部門 コーディ

ネーター 特任教授 

技術全般 

3 光産業創成大学院大学 教授 技術（光・電子） 

4 静岡県工業技術研究所浜松工業技術支援

センター 

センター長 技術(輸送機器) 

5 浜松地域イノベーション推進機構 

はままつ次世代光・健康医療産業創出拠点 

事業総括 技術(健康・医療) 

6 静岡県西部地域しんきん経済研究所 主席研究員 市場 

7 浜松商工会議所 理事 地域産業 

8 浜松市 産業部 産業振興課 次長 

産業振興課長 

地域政策 

【浜松市新産業創出事業費補助事業 Ｂチーム審査会 審査委員】 

（担当分野：新農業、環境・エネルギー、デジタルネットワーク・コンテンツ分野） 

 所属 役職 主な担当 

1 浜松地域イノベーション推進機構 

イノベーション戦略推進本部 

本部長 技術全般 

2 静岡大学イノベーション社会連携推進機

構 

戦略企画室(兼)研究支

援推進部門（兼）研究活

用支援部門 コーディ

ネーター 特任教授 

技術全般 

3 静岡県農林技術研究所 企画調整部 部長 技術（新農業） 

4 静岡大学 監事 技術（ソフト） 

5 静岡大学イノベーション社会連携推進機

構 

機構長 技術（環境） 

6 静岡県西部地域しんきん経済研究所 主席研究員 市場 



第４ 抽出した中小企業支援事業

77 

7 浜松商工会議所 理事 地域産業 

8 浜松市 産業部  次長 

産業振興課長 

地域政策 

※オブザーバー（A、Bチーム） 浜松地域イノベーション推進機構 専務理事 

・審査方法は、まず、各審査委員が、申請者が提出した資料を検討し、以下 6

つの審査項目を項目ごとに 5 段階評価（5：特に優れているもの、4：優れて

いるもの、3：良好なもの（普通程度）、2：やや不満足なもの、1：不満足な

もの）で採点する。 

【審査項目】 

 評価項目 評価基準 

① 新規制・優位性 開発内容に、新規性又は独自性等を有していること。 

② 計画の実現性 研究開発を行う上で、目標達成のための課題やその解決方法、スケ

ジュールが適切であること。 

③ 計画の実施体制 研究開発を行う上で、申請業者及び連携参加者の役割、能力等が適

正であること。 

④ 事業費の妥当性 研究開発を行う上で、事業費の予算額（規模）が適切であること。 

⑤ 事業化の可能性 事業化（製品の販売開始）の可能性が高いこと。また、生産・販売・

市場獲得等の事業化計画が妥当であること。 

⑥ 地域経済への波及

効果 

事業化に伴う地域経済への波及効果や社会への貢献が相当程度見

込まれること。 

・以上の採点を終えた後、各審査委員の採点を合計し、それを審査委員数で除

した点数が、選抜基準点（目安は 30 点満点中 20 点）を超えた案件が二次審

査の審査対象案件と決定される。 

（イ）二次審査 

・二次審査は、申請者が提出した資料及び申請者が行うプレゼンテーションに

基づく審査である。 

・一次審査と同様、審査委員を A チームと B チームに分け、各チームが 3 分野

ずつ審査し、各々の審査結果を刷り合わせて採択業者を決定する。平成 25年

度における二次審査の審査委員及びチーム構成は、一次審査と同じである。 

・審査方法は、まず各審査委員が、申請者提出資料及び申請者によるプレゼン

テーションを見て、一次審査と同様の 6 つの審査項目について項目ごとに 5

段階評価で採点する。 

・その後、各審査委員の採点を合計し、それを審査委員数で除した点数が採択
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基準点（目安は 30 点満点中 20 点）以上であることを条件に、採点数の高い

順番に採択候補案件とする。 

・採択候補案件を対象に、審査委員長等と浜松市（産業振興課）で調整の上、

予算の範囲内で採択先を決定する。 

ケ 平成 24 年度以降の補助金交付件数及び交付額 

【平成 24年度】 

 応募件数(件) 交付件数(件) 交付額(円) 

①次世代輸送用機器 8 5 22,988,821 

②健康・医療 7 5 27,851,406 

③新農業 2 0 0 

④光・電子 9 6 34,969,521 

⑤環境・エネルギー 7 3 20,334,354 

⑥デジタルネットワーク 6 1 1,907,579 

合計 39 20 108,051,681 

【平成 25年度】 

 応募件数(件) 交付件数(件) 交付額(円) 

①次世代輸送用機器 10 5 37,845,867 

②健康・医療 3 2 13,293,459 

③新農業 3 0 0 

④光・電子 6 3 21,830,459 

⑤環境・エネルギー 9 5 32,529,107 

⑥デジタルネットワーク 6 2 6,538,916 

合計 37 17 112,037,808 

※なお、平成 19 年度から同 23 年度までの浜松市オプトロニクスクラスター創成

事業化開発費補助事業における補助金交付件数及び交付額は次のとおりである。 

 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 

交付件数(件) 11 13 11 11 14 

交付額（円） 91,383,000 95,000,000 81,027,000 83,775,000 77,704,000 



第４ 抽出した中小企業支援事業

79 

※なお、平成 23年度浜松市新産業創出事業費補助事業における補助金交付件数

及び交付額は次のとおりである。 

補助金交付件数 2件 

補助金交付額  計 16,822,000 円 

コ 補助金交付後の取扱い 

市は、補助金交付後 5 年間、補助金取得者に対し、毎年、補助金対象事業に関

し調査票を送付し、開発した製品等の売上高、今後の売上げ目標値、目標値を達

成できない場合はその理由、製品等開発に伴う従業員雇用数などを報告させてい

る（浜松市オプトロニクスクラスター創成事業化開発費補助事業により交付され

た補助金及び平成 23 年度に環境・エネルギー関連事業を対象とした浜松市新産業

創出事業費補助事業により交付された補助金も同様である。）。 

また、補助金交付対象事業について、補助金交付後も浜松地域イノベーション

推進機構のコーディネーターがアドバイス等フォローしている。 

（６）浜松市電動二輪車導入促進事業費補助金 

ア 根拠 

浜松市電動二輪車導入促進事業費補助金交付要綱 

イ 概要 

新車の電動二輪車を購入する浜松市民及び法人に対して、先着で一定件数まで

（平成 25年度は先着 50件まで、平成 26 年度は先着 30件まで）、1台当たり 20,000

円の補助金を交付する。なお、国及び静岡県も電動二輪車購入者等に対する補助

金交付制度を設けているが、浜松市が交付する本補助金は、国及び静岡県が交付

する補助金と併給できる。 

ウ 対象となる電動二輪車 

以下のすべての要件を満たしている電動二輪車である。 

・国のクリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金の対象となる二輪の

原動機付自転車であること 

・掲載された電池によって駆動される電動機を原動機とし、型式認定を取得し
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ている第一種原動機付自転車であること 

・浜松市の標識交付を受けている原動機付自転車であること 

エ 補助対象者 

浜松市内の販売業者から電動二輪車を購入した者又は電動二輪車のリース契約

を締結した者のうち、以下の要件のすべてを満たす浜松市内に居住し、同市内に

住所を有する個人又は市内に本社又は事業所等を有する市民税・県民税特別徴収

義務者の指定を受けている法人 

・市税を滞納していないこと 

・当該年度内（4 月 1 日～翌年 3 月 31 日）に電動二輪車の新車を購入又はリー

ス契約を締結したこと 

・転売、転貸又はレンタルを目的としたものでないこと 

・リース契約の場合、当該電動二輪車がリース契約による販売のみで一般販売

されていないこと 

オ 補助金額 

1 台当たり 2万円である。 

カ 申請方法 

対象となる電動二輪車を購入後、申請期間内に、申請書及び添付書類を浜松市

役所産業部産業振興課に提出する。 

キ 補助金交付件数 

平成 23 年度 16 件  平成 24 年度 6 件  平成 25年度 4件 

（７）監査の結果 

ア 実施した監査手続き 

所管課である産業部産業振興課担当者から同課作成資料をもとに概要説明を受

けるとともに、以下の関連書類の査閲を行った。監査の結果、合規性の観点から

問題となる事項はなかったが、是正を要する事項、検討が望ましい事項について、
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以下「イ 指摘事項」、「ウ 意見」とした。 

① 浜松市新産業創出事業費補助金 

  交付要綱、補助金募集案内、補助金審査会に係る審査要領（一次審査・ 

  二次審査）、成果報告書、歳出予算内示書、補助金申請関連書類 

② 浜松市電動二輪車導入促進事業費補助金 

     交付要綱、募集チラシ 

イ 指摘事項 

(ア)補助金支出後の対応 

前述のとおり、浜松市新産業創出事業費補助金が交付された後、補助金取得

者は、開発した製品等の売上高、今後の売上げ目標値、目標値を達成できない

場合はその理由、製品等開発に伴う従業員雇用数などを調査票に記載し、浜松

市に報告している。 

本監査において、浜松市オプトロニクスクラスター創成事業化開発費補助事

業により交付された補助金及び環境・エネルギー関連事業を対象とした浜松市

新産業創出事業費補助事業により交付された補助金を含めて、補助金取得者か

らの報告内容を確認したところ、平成 23 年度までに補助金が交付された案件で、

平成 24 年において補助金取得者が設定した売上げ目標値を達成した案件は、61

件中 17 件であった。新たな技術、製品等の開発・販売には多数の不確定的要素

が伴うため、目標値に到達しない案件が多数存するという点のみをもって補助

金交付の是非を問うことはできない。ただし、補助金交付後に製品化・事業化

を断念または中断した案件の中に以下のような事案があった。 

①平成 21 年度に補助金が交付されたが、特許権者とのライセンス取得条件が折

り合わず、一般産業向けの製品化が困難となった事案 

②平成 21 年度及び同 22 年度に補助金が交付されたが、現時点では技術的問題

を解決する目途が立たないため、製品化を断念した事案 

③平成 20 年度に補助金が交付されたが、別案件の製品化への取組みを優先し、

補助対象事業の開発が停止している事案。補助金申請時には平成 21年度後半

から製造・販売の予定とされているにも関わらず、補助金交付後の報告書で

は平成 27年からの販売予定に変更されている。 

④補助金申請書には「補助対象期間に初期版開発・実証実験、同期間終了後 1

年以内に分野・用途別改良開発、終了後 2 年以内に本格提供開始の予定」と

記載され、平成 22年度に補助金が交付されたが、補助対象分野は開発速度と
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普及が著しく早いことを理由に事業化（製品化）を断念すると報告された事

案 

上記①については、第三者が有する特許権の使用が製品化に必須であるなら

ば、補助金申請者において事前に少なくとも特許権使用に関する内諾は得てお

く必要があるが、その有無を事前に確認できなかったのかという点に疑問が残

る。 

上記②については、少なくとも 1 箇年度が終了した段階で技術的困難性の見

極めができなかったかという点に疑問が残る。 

上記④については、確かに産業分野によっては 1 年もあれば技術が陳腐化す

る可能性もあるかもしれないが、事前に見通すことができなかったのかという

点に疑問が残る。 

以上の事案について、審査時に確認することは困難であったかもしれないが、

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。 

なお、上記③については、補助金取得者にも種々の事情があるかもしれない

が、別案件を優先するという理由から長期間にわたり事業化を中断するという

ことには抵抗を覚える。したがって、事業化が再開され、一定の成果を上げる

まで、市による調査が継続されることが必要である。 

ウ 意見 

(ア)補助金支出後の支援 

補助金支出後、市は、補助金取得者に調査票を提出してもらう形で報告を受

けているが、とりわけ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。

５ 企業立地推進事業 

（１）事業の概要  

企業立地推進事業は「はままつ産業イノベーション構想」の中で戦略 4 に位置づ

けられる事業である。前述したように浜松市は既存の産業の集積を活かして国際優

位性のある「輸送用機器関連産業」を高度化し、さらなる集積を図るとともに、あ

らゆる産業の基盤技術となりうる「光・電子技術関連産業」の集積を進めている。

また、産業構造の変化に対応し、農商工、医工の連携や環境エネルギーなど新たな
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産業の集積と知と産の融合、企業間連携を一層加速させることにより、全国屈指の

産学官の総合力を結集してクラスターの創成を目指している。 

「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律

（企業立地促進法）」は、地域による主体的かつ計画的な企業立地促進のために取り

組みを国が支援し、地域経済の自立的発展の基盤の強化を図ることを目的とするも

のであり、同法に基づき、浜松市における産業集積の形成及び産業集積の活性化の

ために浜松市が行う主体的かつ計画的な取り組みを「浜松市地域基本計画」として

定めている。浜松市地域基本計画は「ものづくり産業」の集積、東京・大阪の中間

に位置、全方向からの結節点となる充実した交通インフラ、積極的な産学官連携に

よる産業イノベーションの創出、という浜松市の特徴を活かし、持続的に発展する

産業への転換、革新的な中小企業の創出、オール浜松体制の産業支援、地盤強固な

内陸部での工業用地の確保を目指すものとなっている。集積区域を浜松市全体（可

住地面積 47,590ha）とし、集積業種は前述した「はままつ産業イノベーション構想」

でも述べられているように①次世代輸送用機器産業、②健康・医療産業、③新農業、

④光・電子産業、⑤環境・エネルギー産業、⑥デジタルネットワーク・コンテンツ

産業の 6 つである。ただし、指定集積業種外であっても「ものづくり」であれば積

極的な誘致・支援を展開する。また、浜松市地域基本計画においては、これら指定

集積業種に属する事業者の企業立地及び事業高度化の目標（目標年次：平成 29 年度）

を以下のとおり定めている。 

  目標数値 

集積区域内の新規企業立地件数 110 件

集積区域内の製品出荷額の増加額 9,854 億円

集積区域内の新規雇用創出件数 4,500 人

この目標に向けて人材育成、技術支援・研究開発支援、工場用地の確保・整備と

いった事業環境整備を行う。 

事業の内容は以下のとおりである。 

ア 企業誘致関連事業 

浜松市の企業の市外流出を防止するとともに、浜松市への企業誘致を目的と

して、企業訪問、浜松市企業誘致東京情報センターの設置、企業立地マッチン

グ支援事業の実施、市有地の分譲 PR、経済波及効果調査を実施する。 
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イ 企業立地促進助成事業 

浜松市企業立地支援事業費補助金交付要綱に基づき、企業立地促進事業費及

び企業立地奨励費の補助金を交付する。 

平成 26 年度からは市内で工場等を設けている企業等が、事業継続計画等に基

づき、市内において工場等を周辺環境に配慮し移転または分散して設置する事

業費（事業継続強化事業費）についても補助金を交付する。 

また、静岡県にも同様の補助金制度があり、静岡県の補助対象要件に該当す

る場合には、静岡県の補助金制度も利用することになっている。 

平成 25年度における浜松市企業立地支援事業費補助金制度の概要は以下のと

おりである。 

①企業立地促進事業費（用地取得と新規雇用） 

【対象業種等】製造業、研究所、データセンター、ソフトウェア、工業デザ

イン業 

【主な要件】・用地取得後 3年または 5年以内の操業 

      ・製造業、データセンターの場合、1,000 ㎡の用地取得 

           ・研究所等の場合、延床面積 200 ㎡以上、研究員 5人以上 

【補助額】 ・用地取得費の 15% 

       ただし下記の条件に該当する場合はそれぞれの補助率とする。 

1）市有地の場合は 20% 

2）市内企業で 20,000 ㎡以上の用地取得の場合は 20% 

3）市外企業で 10,000 ㎡以上の用地取得の場合は 20% 

4）特定地域内で 5,000 ㎡以上の用地取得の場合は 25% 

5）特定地域内で 5,000 ㎡未満の用地取得の場合は 20％ 

・新規雇用従業員 1人あたり 50 万円 

・用地取得費及び新規雇用者経費補助合わせて限度額4億円（特

定地域については用地取得費のみで限度額 8億円） 

※特定地域とは、地区計画により工業系以外の立地に制限がな

い工業地域及び準工業地域をいう。 

②企業立地促進事業費（設備投資） 

【対象業種等】製造業、研究所、データセンター、ソフトウェア、工業デザ

イン業 

【主な要件】・用地取得後 3年または 5年以内の操業 

      ・製造業、データセンターの場合、設備投資額 5,000 万円以上

（大型特例の場合 50 億円以上） 
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           ・研究所等の場合、設備投資額 2,500 万円以上、延床面積 200

㎡以上、研究員 5人以上（大型特例の場合 25 億円以上） 

【補助額】 ・工場等の建築費、機械設備の購入費のうち、生産、研究等に

かかる経費の 10% 

      ・限度額 1億円（大型特例の場合 20億円） 

③企業立地奨励費 

【対象者】 企業立地促進事業費補助金を交付された企業 

【補助額】 ・企業立地促進事業費で補助対象となった土地及び土地上にあ

る家屋にかかる固定資産税・都市計画税・事業所税（資産割）

相当額〈操業開始翌年度から 3年間（大型特例の場合 5年間）〉 

・限度額 6億円（2億円×3年間）〈大型特例の場合 10億円（2

億円×5年間）〉 

なお、平成 26年度の要綱改正により制度が次のように変更されている。 

①企業立地促進事業費（用地取得と新規雇用） 

【対象業種等】高度な物流施設を追加 

【主な要件】・市内雇用増 1人以上が追加 

      ・物流施設の場合、1,000 ㎡の用地取得、従業員 10 人以上を追     

加 

【補助額】 ・補助率の割増条件を下記の 2条件に変更 

1）市外企業で 10,000 ㎡以上の用地取得の場合は 20% 

2）特定地域内での用地取得の場合は 20% 

・新規雇用従業員 1人あたり 50 万円から 25万円に減額 

②企業立地促進事業費（設備投資） 

【対象業種等】高度な物流施設を追加 

【主な要件】・物流施設の場合、設備投資額 5,000 万円以上を追加 

【補助額】 ・補助対象となる経費に事業継続に必要な部分の建築、機械設

備に係る経費を追加 

また、市内で工場等を設けている企業等が、事業継続計画等に基づき、市内

において工場等を周辺環境に配慮し移転または分散して設置する事業費（事業

継続強化事業費）についても補助金を交付することになった。 

ウ 工場用地開発事業 

工場用地確保のための工場用地開発可能性調査等を行う。平成 19年から行わ

れている事業である。平成 25 年度には新東名浜松いなさ IC 付近の NEXCO 所有
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地等を調査している。 

エ 企業用地整備事業 

内陸部の新たな工場用地として新・産業集積エリア「第三都田地区」の整備

を行う。東日本大震災を受けて、平成 23 年度に実施した「企業立地意向調査」

において、強固な地盤を有し、大規模地震による津波や液状化の危険の少ない

三方原台地への移転を希望する企業が多数あることが判明した。一方、新東名

高速道路が開通し、新たにスマートインターチェンジが開設された本地区周辺

は、急速に開発需要が高まり、乱開発を防ぎ、秩序ある土地利用が急務となっ

た。このため、地域活性化総合特別区域の指定を受け、スピード感をもって新

たな工業土地を開発・整備することとし、地元住民の地権者の意向を踏まえつ

つ、周辺エリアの地形や自然環境、インフラ整備の状況等を総合的に勘案し、

事業区域を決定している。 

【計画概要】 

 開発地区：静岡県浜松市北区都田町川山地内 

 事業面積：約 49.8ha（地権者数：約 100 名） 

 事業手法：土地区画整理事業 

 事業期間：平成 25 年度～平成 33年度 

 平成 28 年度には一部の分譲を開始し、平成 29 年度には引渡しも開始する

予定である。 

平成 25 年度は地権者宅戸別訪問による意向確認、住民説明会により開発地区

を絞り込み、併せて市街化区域編入に係る都市計画変更協議、物件調査を実施

している。 

（２）事業の運営形態 

企業立地推進事業は産業部産業振興課に立地にかかる開発行為や農業調査等につ

いての基本的な知識を持った専門職員を配置することによって、ワンストップサー

ビスによる迅速な対応を図っている。具体的な業務は一部、業者等に委託されてい

る。 

浜松市企業誘致東京情報センターの設置は一般財団法人日本立地センターに業務

委託されている。浜松市企業誘致東京情報センターは受託者の事務所内に設置され

ており、浜松市担当の誘致推進員を常勤嘱託職員として受託者が雇用する。誘致推

進員は、首都圏を中心に年間 150 件以上の企業を訪問し、誘致活動及び情報収集を

行う。また、年 1 回、アンケート調査を実施して、浜松市に報告する。当該情報セ
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ンターは平成 19 年から設置されており、製造業を中心に企業訪問が行われている。 

委託料及び実施した結果は以下のとおりである。 

年度 委託料 推進員訪問件数 合同アンケート 誘致実績 

H24 9,850,000円 266 社
(H24.7)20,000 通

(H24.12)18,500 通
1 件

H25 7,000,000円 161 社 (H25.6)21,000 通 なし

企業立地マッチング支援事業は公益社団法人静岡県宅地建物取引業協会浜松支部

（以下、宅建協会）に委託して行われている。浜松市内に立地を希望し、立地に適

した土地等についての情報を求めている企業と利用し得る土地及び建物についての

情報を持つ宅地建物取引業者等との連携を図ることにより、企業立地の促進を図る

ことを目的とし、利用可能な土地及び建物の情報を効率よく収集するために業務委

託している。宅建協会は事業用地情報提供者及び提供される情報のとりまとめを行

い、浜松市へ情報提供をする。浜松市は立地希望企業と宅地建物取引業者等の橋渡

しをしている。事業用地として情報収集する物件の条件は①工場等の用に供するた

めに売却及び賃貸を予定している土地であり、かつ敷地面積が 1,000 ㎡以上の物件、

②各種法規制等の諸条件について調査し、工場等の立地が可能な物件、③情報用地

の売却又は賃貸を予定している者と媒介契約を締結している物件、である。 

委託料及び実施した結果は以下のとおりである。 

年度 委託料 新規受付 継続案件 成約実績 

H24 999,900 円 6 件 7 件 2 件

H25 499,800 円 2 件 2 件 なし

※平成 25年度の新規受付は 2件とも市内別用地に立地決定、継続案件のうち 1件

については移転から隣地拡張に変更 

浜松市の企業立地における経済波及効果の調査は一般財団法人静岡経済研究所に

依頼し、企業立地支援事業の効果を検証している。 

この他、工場用地開発可能性調査、第三都田地区開発事業の調査も委託で行われ

ている。 
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（３）支援の状況 

ア 新規立地件数 

平成 25 年度の新規立地件数は以下のとおりである。 

新規立地件数 総面積（ha） 業種 

18 16.5 輸送用機械器具製造業        ：5件 

生産用機械器具製造業        ：4件 

金属製品製造業           ：2件 

電子部品・デバイス・電子回路製造業 ：2件 

印刷・同関連業           ：2件 

木材・木製品製造業         ：1件 

電気機械器具製造業         ：1件 

その他製造業            ：1件 

7 15.1 電気業（メガソーラー）       ：7件 

25 31.6 ＜合計＞ 

※新規立地とは、工場または研究所を新設・増設する目的で 1,000 ㎡以上の用地を

取得・借地した製造業及びメガソーラー、風力発電等の電気業 

   ※市外からの立地は 7件（うち電気業の立地は 6件） 

   ※大規模地震による津波等のリスク対策を立地の理由としている製造業は 2件 

なお、過去 7年間の立地件数は以下のとおりである。 

年度 19 20 21 22 23 24 25 計 

新規立

地件数 

31 22

（1） 

14 22 12 35

（13） 

25

（7） 

161

（21） 

総面積 

（ha） 

28.9 37.8 

（15.2）

10.5 17.3 14.0 78.3 

（41.3）

31.6 

（15.1）

218.4

（71.6）

      ※（ ）は、電気業再掲 
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イ 企業立地支援事業費補助金交付実績及び税収への影響 

【企業立地促進事業費補助金交付実績】 

交付年度 平成 16年度 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 

補助金額(円） 12,962,000 224,506,336 286,070,388 630,575,700

交付件数(件） 1 5 4 7 

交付年度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 

補助金額(円） 639,067,058 1,272,093,025 649,545,640 769,339,000

交付件数(件） 10 13 19 10 

交付年度 平成 24年度 平成 25年度 合 計 

補助金額(円） 522,982,000 2,452,375,000 7,459,516,147

交付件数(件） 13 21 103 

【企業立地奨励費補助金交付実績】 

交付年度 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 

補助金額(円） 56,225,800 97,706,200 144,955,700 156,335,000

交付件数(件） 3 7 11 15 

交付年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 合 計 

補助金額(円） 175,561,200 171,355,400 136,626,900 938,766,200

交付件数(件） 30 35 42 143 
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    【企業立地支援事業費補助金交付企業の税収調査】       

(単位：千円) 

※算出根拠 

   法人市民税 

    税割：税割（課税実績）×補助対象従業員（企業立地）÷市全体従業員（立地） 

事業所税 

資産割 ：申告実績 

従業員割：申告実績÷申告者数×補助対象従業員（企業立地） 

   この他、税収には固定資産税、都市計画税も含めている。 

上記表のとおり、企業立地促進事業費補助金についてはその後の税収で回収さ

れている。 

ウ 浜松市の企業立地における補助金の経済波及効果調査の結果の概要 

前述したとおり、浜松市は企業立地における補助金の経済波及効果の調査を一

般財団法人静岡経済研究所に委託している。直近の調査結果は平成 25 年 8月付の

ものであり、調査の概要は以下のとおりである。 

今回、試算対象とした企業への企業立地促進事業費補助金交付額は、平成 16 年

度から平成 24 年度の累計で 50 億 7 百万円である。これらの補助金交付事業所に

よる工場立地に伴う初期投資額は 386 億 88 百万円、このうち 287 億 53 百万円が

補助金 平成17年度平成18年度平成19年度平成20年度平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度 計

～平成18年度 523,539 3,271 108,676 222,788 238,035 179,043 164,256 187,260 199,772 1,303,101

平成19年度 630,575 - - - 71,647 81,236 73,152 87,198 81,991 395,224

平成20年度 639,067 - - - - 115,486 101,326 114,373 108,224 439,409

平成21年度 1,272,093 - - - - - 171,825 196,813 207,980 576,618

平成22年度 649,545 - - - - - - 103,460 103,703 207,163

平成23年度 769,339 - - - - - - - 93,003 93,003

計 4,484,159 3,271 108,676 222,788 309,682 375,765 510,559 689,104 794,673 3,014,518

補助年度

課税年度
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市内産業の生産に直結する直接効果となり、これが産業間の取引関係等を通じ、

416 億 52 百万円の経済波及効果に結びつく。 

さらに、これら工場稼働による効果は、平成 16 年から平成 24 年度までの累計

で、生産額の合計が 7,066 億 61 百万円、経済波及効果は 9,893 億 20 百万円に上

る。また、単年度の平均では生産額の合計が 1,990 億 38 百万円、経済波及効果が

2,821 億 13 百万円となることから、事業所数や生産額等の条件が同じであれば、

平成 25 年度以降も毎年同様の経済波及効果が見込まれる。 

このように、企業立地促進事業費補助金は、交付事業所による、工場立地を促

し、製造業を中心とする浜松市内の生産基盤の強化に寄与している。 

企業立地促進事業費補助金と浜松市内への経済波及効果の流れ 

初期投資額計 38,688 (百万円）

　建設投資額 24,628 (百万円）

　設備投資額 14,060 (百万円）

直接効果
（初期投資）

建設工事等 28,753 (百万円）

直接効果 生産額合計 706,661 (百万円）

（生産活動）

経済波及効果 41,652 (百万円） 経済波及効果 989,320 (百万円）

経済波及効果 　付加価値誘発額 21,535 (百万円） 　付加価値誘発額 353,686 (百万円）

　雇用誘発数 2,990 (人） 　雇用誘発数 55,585 (人）

直接効果 生産額合計 199,038 (百万円）

（生産活動）

経済波及効果 282,113 (百万円）

経済波及効果 　付加価値誘発額 98,479 (百万円）

　雇用誘発数 15,642 (人）

工場立地に伴
う初期投資

浜松市 平成16年度～平成24年度

補助金交付

(累計50億7百万円)

工場立地

(全82事業所)

企業

工場稼働 平成16年度～平成24年度累計

平成25年度以降（単年度平均）
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① 初期投資額による経済波及効果 

平成 16 年度～平成 24年度までに補助金を交付した 82事業所の立地に伴う建設

投資や設備投資など、企業の初期投資による総支出額は、合計で 386 億 88百万円

である。このうち、市内産業の生産に直結する直接効果は、287 億 53 百万円とな

る。直接効果による市内産業の売上増加が、産業相互間の取引関係や家計支出の

発生等を通じて市内他産業の需要を発生させることによる生産誘発額、すなわち

経済波及効果は、合計で 416 億 52 百万円となった。 

企業立地促進事業費補助金を交付した事業所の初期投資による経済波及効果 

「平成 22年浜松市産業関連表」をもとに試算 

② 事業所稼働後の年間生産額によるもの 

交付事業所による年間生産額は、単年度平均では 1,990 億 38 百万円、経済波及

効果は、2,821 億 13 百万円となった。また、付加価値誘発額は 984 億 79 百万円が

見込まれるが、これは平成 22年の浜松市の GDP の 3.3％に相当する。 

（平成16年度～平成24年度までの累計額） (単位：百万円、倍、人）

（B) 1次 2次 （B/A)倍 1次 2次

建設投資額 24,628 24,628 35,759 30,360 5,399 1.45 1.23 0.22 18,578 2,535

設備投資額 14,060 4,126 5,893 5,097 796 1.43 1.24 0.19 2,956 455

産業機械 8,615 1,035 1,415 1,262 153 1.37 1.22 0.15 613 119

その他 5,446 3,090 4,478 3,835 643 1.45 1.24 0.21 2,343 336

合計 38,688 28,753 41,652 35,457 6,195 1.45 1.23 0.22 21,535 2,990

雇用誘発
額(人）

費目 総支出額
経済波及効果（生産誘発額） 誘発効果 付加価値

誘発額
直接効果

（A)
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企業立地促進事業費補助金を交付した事業所の生産額による経済波及効果 

「平成 22年浜松市産業関連表」をもとに試算 

企業立地促進事業費補助金は 1 件あたりの補助金交付額は決して少ないもので

はない。しかし、税収調査及び経済波及効果調査によれば、一定の税収の確保と

経済波及効果が見込まれる事業であるといえる。 

(単位：百万円、倍、人）

（B) 1次 2次 （B/A)倍 1次 2次

5,004 6,470 6,051 418 1.29 1.21 0.08 3,181 330

1,707 2,285 2,013 272 1.34 1.18 0.16 988 392

4,267 5,973 5,358 615 1.40 1.26 0.14 2,549 507

1,445 2,022 1,814 208 1.40 1.26 0.14 863 172

13,401 17,187 15,885 1,302 1.28 1.19 0.10 6,606 412

4,405 5,966 5,173 793 1.35 1.17 0.18 2,923 551

1,405 1,921 1,712 208 1.37 1.22 0.15 832 161

9,229 12,618 11,250 1,368 1.37 1.22 0.15 5,467 1,059

10,460 14,301 12,750 1,551 1.37 1.22 0.15 6,197 1,200

3,236 4,605 4,093 512 1.42 1.26 0.16 1,864 296

15,813 21,282 19,752 1,530 1.35 1.25 0.10 6,728 963

43,843 61,226 55,816 5,410 1.40 1.27 0.12 20,081 2,875

68,617 103,724 95,828 7,896 1.51 1.40 0.12 29,843 5,050

2,139 2,956 2,622 334 1.38 1.23 0.16 1,305 226

8,700 12,024 10,666 1,359 1.38 1.23 0.16 5,310 919

2,752 3,803 3,374 430 1.38 1.23 0.16 1,679 291

949 1,311 1,163 148 1.38 1.23 0.16 579 100

583 849 746 104 1.46 1.28 0.18 507 44

909 1,324 1,163 162 1.46 1.28 0.18 790 69

174 267 204 62 1.53 1.17 0.36 187 25

199,038 282,113 257,432 24,681 1.42 1.29 0.12 98,479 15,642

業種
生産額
（A)

経済波及効果（生産誘発額） 誘発効果 付加価値
誘発額

雇用誘発
額(人）

電子部品・デバイス・電子回路製造業

食料品製造業

寝具製造業

木材・木製品製造業

パルプ・紙・紙加工品製造業

鉄鋼業

金属製品製造業

一般機械器具製造業

はん用機械器具製造業

生産用機械器具製造業

電気機械器具製造業

情報通信機械器具製造業

研究所

合計

情報サービス業

輸送用機械器具製造業

印刷・同関連業

プラスチック製品製造業

ゴム製品製造業

その他の製造業

ソフトウェア業
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（４）監査の結果 

ア 実施した監査手続き 

所管である産業部産業振興課担当者及び産業部総務課担当者から同課作成資料

をもとに概要説明を受けるとともに、以下の関連書類の査閲を行った。監査の結

果、合規性の観点から問題となる事項はなかったが、検討が望ましい事項につい

て、以下、「イ 意見」とした。なお、指摘すべき事項は特になかった。 

① 企業誘致事業 

浜松市基本計画書、業務委託契約書及び仕様書、特命理由書、調査報告書 

② 企業立地支援事業費補助金 

補助金交付要綱、交付先 6件の申請書類及び交付確定資料 

③ 工場用地開発事業、企業用地整備事業 

業務委託契約書及び指名入札関連書類 

イ 意見 

(ア) 補助金交付対象企業 

平成 25 年度における企業立地促進事業費補助金交付企業は 21 件であったが、

立地形態の内訳は隣地拡張 5件、移転 11 件、新設 5件である。新設 5件の企業

はいずれも浜松市内に本社を構える会社であり、移転も浜松市内での移転に対

する補助金の交付となっている。 

当該補助金を交付する目的には市外企業の浜松市への工場等建設もしくは市

内企業の浜松市での新規工場等建設を促すこと等があるが、現状は市内企業の

移転費用補助の色合いが強い。通常、補助率が 15％であるところ、市外企業へ

の補助率が 20％であるのは、市外企業の誘致を促すことにある。よって、補助

金の市外企業の誘致という目的での利用率が高まることを期待したい。 

また、中小企業等も企業規模はさまざまであるが、新規工場用地を取得し、

工場等の設備投資をして新規工場を建設するとかなりの設備投資額である。平

成 21年度の要綱では設備投資額の要件が 2億円であり、現在は 5,000 万円まで

減額されているが、中小企業等の設備投資のニーズに合致しているのかどうか

は不明である。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。 
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 (イ) 新規雇用者 

浜松市企業立地支援事業費補助金制度では補助対象要件として新規雇用人数

の増加は求められていない。用地取得の場合において、さらに新規雇用者が 1

人以上いれば 1人あたり 50 万円の補助があるだけである。 

平成 25 年度に用地取得費の補助を受けた企業の中には、雇用が減少している

ケースもみられる。当事業の趣旨は中小企業等を支援することで浜松市の雇用

を生み出すことにもある。そもそも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。 

なお、これについては補助金要綱の改正により平成 26年度より補助採択要件

として新規雇用者 1人以上の増加を義務付けており、対応済みである。 

６ 海外ビジネス展開支援事業 

（１）事業の概要  

国内需要の長期低迷や大手メーカー各社の海外生産及び部品・労働力の現地調達

化が進展している中、地域経済においても、海外市場の活力を取り込むことが喫緊

の課題となっている。 

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積極

的に支援することで、地域経済の持続的発展を図ることを目的として平成 25 年度か

ら実施されている事業である。 

  （支援の概要） 

   １ 海外進出支援 

     市内中小企業のアセアンを中心とする成長国への進出をサポート 

   ２ 海外販路開拓支援 

     市内で高度な「ものづくり」を継続する中小企業の海外販路開拓をサポート 

市内事業者海外展開を支援することは、ともすると地域企業の海外流出、地域経

済の空洞化を助長することにならないか、との懸念もあるが以下の調査結果が示す

とおり、むしろ国内売上・雇用をともに増加させるものと考え積極的な支援を行お

うとする事業である。 
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最近 3年間の国内事業の売上高 

                              (単位：％) 

出展：日本政策金融公庫総合研究所 

「日本企業の海外展開とその影響に関する調査」（2013）図‐7 を再編加工 

3 年前と比べた国内の従業員数 

                               (単位：％) 

出展：日本政策金融公庫総合研究所 

「日本企業の海外展開とその影響に関する調査」（2013）を図‐9 を再編加工 
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    直接投資開始企業の国内従業者数(中小企業)(2004 年度開始) 

     （国内従事者 2004 年度=100 横軸単位：年度） 

出展：中小企業白書（2014） 経済産業省「企業活動基本調査」再編加工 

進出国・地域別 海外進出実施後の国内事業への影響  

（単位：％）  

出展：信金中央金庫｢第 10 回信用金庫取引先海外事業状況調査｣（2014）を再編加工 
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国内での今後（2013 年度も含め３カ年度程度の事業展開（時系列比較） 

出展：ジェトロ｢2013 年度日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査｣（2014） 

   図表Ⅲ－８を再編加工 

（２）事業の運営形態 

海外ビジネス展開支援事業は、産業振興課海外支援グループ（平成 25 年度 3 名、

平成 26 年度 4名）が担当しているが、実際の運営に際してはマンパワーの問題はも

とよりその専門性など実効性を考慮して公益財団法人浜松地域イノベーション推進

機構をはじめ外部機関、コンサルティング会社等を幅広く活用している。 
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（３）支援の状況 

平成 25 年度および平成 26 年度支援事業は以下のとおりである。 

（単位：千円） 

№ 支援事業名 H25 決算 H26 予算 

1 中小企業海外ビジネス展開支援事業費補助金 2,138 5,000 

2 海外レンタルオフィス・レンタル工場設置可能性調査 4,688 - 

3 海外販路開拓支援事業 3,639 12,382 

4 海外ビジネス展開支援セミナー開催 55 - 

5 アセアンサポートデスク設置事業 - 11,500 

6 海外レンタルオフィス賃料補助事業 - 3,000 

7 経済連携協定推進事業 - 3,186 

8 海外ビジネス情報提供事業 - 480 

9 海外ビジネス展開支援関係その他事業費 902 300 

計 11,422 35,848 

①中小企業海外ビジネス展開支援事業費補助金 

市内に本社機能を有する中小企業者に対し、海外進出に必要な FS（事業可能性

調査）や外国特許等出願に要する費用の一部（補助対象経費の 2 分の 1 以内で 50

万円を上限）を年度内の調査完了を条件に補助する。また、支援にあたっては評

価基準を設け、審査会（浜松市職員 3 名、イノベーション推進機構 2 名による審

査委員）の審査にて採択された業者に補助するものとしている。平成 25 年度の補

助実績は以下のとおり。 

なお、26 年度についても外国特許等出願に要する費用を公益財団法人浜松地域

イノベーション推進機構に移管した上で継続している。 

（単位：円） 

交付先 
金額 区分 

名称 所在地 業種 

Ａ社 北区 製造業 437,108 海外特許等出願費*1 

Ｂ社 中区 製造業 500,000 海外進出事前調査（Ｆ/Ｓ）*2 

Ｃ社 浜北区 製造業 500,000 海外進出事前調査（Ｆ/Ｓ） 

Ｄ社 南区 運輸業 500,000 海外進出事前調査（Ｆ/Ｓ） 

Ｅ社 東区 サービス業 200,000 海外進出事前調査（Ｆ/Ｓ） 
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*1 外国特許庁への出願手数料、現地代理人費用、国内代理人費用、翻訳費用、

外国における先行技術調査費用 

*2 国内外において実施する調査委託料、専門家への相談料、左記に係る通訳・

翻訳費 

②海外レンタルオフィス・レンタル工場設置可能性調査 

浜松市内の中小企業が海外進出する際に拠点となるレンタルオフィス及びレン

タル工場の設置可能性について調査することで、市内中小企業の海外進出支援に

向けた施策立案の参考とすることを目的として一般財団法人海外投融資情報財団

（JOI）に調査を委託した（平成 25年度）。 

アンケート調査（2000 社に対して実施、うち 60 社程度が海外進出を検討）、ベ

トナム・インドネシア・タイの現地調査、国内機関面談（以上、第 1 フェーズ）、

第 1 フェーズの結果を踏まえた市内企業関心国「インドネシア・ベトナム」の現

地調査（第 2フェーズ）を行い、以下の結論を得ている。 

【レンタルオフィス】 

各国とも一般のサービスオフィスは充足しているが、中小企業の目線に立っ

た進出サポート業務を提供するレンタルオフィスは JETRO のビジネスサポート

センター（数ヶ月待ちの状況）を除いて存在しないため、サポートデスクとレ

ンタルオフィスの組み合わせで提供することが必要である。 

【レンタル工場】 

工場を確保するためには、市が賃貸借契約を締結する必要があり、多額の予

算を要し、個別企業に対する支援が長期固定化する懸念があるため、サポート

デスクによる斡旋・紹介にとどめることが妥当である。 

当事業の結果を受けて、平成 26 年度の新規事業として、アセアンサポートデス

ク設置事業、海外レンタルオフィス賃料補助事業および経済連携協定推進事業を

展開していくこととなった。 

③海外販路開拓支援事業 

高機能・高付加価値なものづくりを展開する市内中小企業の海外販路開拓をサ

ポートするとともに、当該分野における浜松市の国際的プレゼンスを高めるため、

国際見本市に出展する企業を募集、現地にて浜松市の産業集積をＰＲすることを

目的とする。平成 25 年度は、 2 月に米国アナハイムにて世界最大規模の医療機

器（部品・要素技術）見本市に市内中小 3社と出展した。平成 26 年度は 2か所（健
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康・医療分野と光・電子分野の見本市）に出展する予定となっている。 

④海外ビジネス展開支援セミナー開催 

平成 25 年度事業として実施。次の 2回、セミナーを開催している。 

・ベトナム投資環境セミナー 

 開催日：平成 25年 4月 22 日（月） 

 主 催：浜松市・ヴィンフック省（ベトナム） 

 内 容：ベトナム進出を検討する企業向けのセミナー・相談会 

 参加者：70名 

・中小企業海外展開支援セミナー 

 開催日：平成 26年 3月 7 日（金） 

 主 催：浜松市 

 共 催：外務省、JICA、JETRO、中小企業基盤整備機構、SIBA、浜松商工会

議所 

 内 容：各機関における支援メニューの合同説明会 

 参加者：60名 

⑤アセアンサポートデスク設置事業（平成 26 年度新規事業） 

市内中小企業の海外ビジネス展開を支援するため、国内における相談・助言、

情報提供から現地（ベトナム、インドネシア、タイ等のアセアン地域）における

進出準備までを一貫して支援するデスクの設置。国外にもサポートデスクを設け、

現地での活動（調査・手続）をサポート（専門機関紹介等）。運営は、国内及び海

外に拠点を持つ民間事業者を公募プロポーザルにより選定。相談窓口業務、現地

視察アテンド、進出企業への事務支援、レンタルオフィス・レンタル工場の紹介、

浜松市経済ミッションへの協力を主な委託内容としている。 

⑥海外レンタルオフィス賃料補助事業（平成 26年度新規事業） 

アセアンサポートデスク利用企業が進出準備用レンタルオフィスを賃借する場

合、その経費の一部を補助（最大月額 5万円×最長 6か月）する事業。平成 26年

12 月時点で実績はない。 
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⑦経済連携協定推進事業（平成 26年度新規事業） 

市内中小企業の進出意欲が高いアセアン地域の政府機関と「経済交流に関する

覚書」を締結し、連携関係を構築の目指す事業。これにより、現地における市内

中小企業の海外ビジネス展開支援を効果的・効率的に実施する体制を整備できる

としている。

（締結実績）…平成 26年 12 月 31 日現在

締結先 締結日 覚書名 

ベトナム計画投資庁 平成 26年 12 月 15 日 浜松市とベトナム投資省と

の経済交流に関する覚書 

インドネシア投資調整庁 平成 26年 12 月 18 日 日本国浜松市とインドネシ

ア共和国投資調整庁との投

資促進協力に関する覚書 

（覚書の内容） 

1. セミナー開催、経済視察ミッション派遣及び受け入れ等に関しての協力  

2. 現地に進出済の本市企業と政府機関との意見交換会の開催  

3. 投資などに関する情報提供及び情報交換  

4. その他、相互連携による継続的な事業実施 

   （覚書の効果） 

1. 市内から進出している企業と現地政府関係機関とのパイプ作り  

2. 市内から進出する企業への法制度や優遇政策の情報等の適切な提供  

3. 本市アセアンビジネスサポートデスク等との連携による市内中小企業へのよ

りきめ細かなサポート体制の強化  

4. 視察ミッションやマッチング商談会の開催等、本市実施事業に関しての協力

関係の構築による効果的な事業実施体制の構築

⑧海外ビジネス情報提供事業 

一般財団法人海外投融資情報財団（JOI）との連携協定（平成 26年 3月 17日締

結）に基づく事業として、浜松市及び市内中小企業に対する海外ビジネス情報の

提供を行う事業。同財団のネットワークを活用して招いた外部講師によるセミナ

ーの開催、アセアンビジネスサポートデスク利用企業に対する同財団会員向けサ

ービス（一部）の提供等を実施する。 
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⑨海外ビジネス展開支援関係その他事業費 

関係機関との調整に要する旅費をその内容としており、特に具体的な施策では

ない。 

（４）監査の結果 

ア 実施した監査手続き 

所管課である産業部産業振興課担当者から同課作成資料をもとに概要説明を受

けるとともに、以下の関連書類の査閲を行った。監査の結果、合規性の観点から

問題となる事項はなかったが、是正を要する事項、検討が望ましい事項について、

以下「イ 指摘事項」、「ウ 意見」とした。 

①中小企業海外ビジネス展開支援事業費補助金 

交付要綱、交付先 5件の補助金申請書類、審査関連書類および交付手続書類 

②海外レンタルオフィス・レンタル工場設置可能性調査 

一般財団法人海外投融資情報財団（JOI）との業務委託契約書および調査報告

書（抜粋） 

③海外販路開拓支援事業 

出展募集要項 

浜松市国際見本市出展ブース運営委員会関連書類 

浜松市国際見本市出展ブース運営委員会に対する業務負担金関連書類 

④海外ビジネス展開支援セミナー開催 

セミナー案内資料 

事後報告書 

⑤アセアンサポートデスク設置事業（平成 26 年度新規事業） 

産業部業務委託契約等検討会議資料 

業務委託事業者評価委員会関連資料 

企画提案募集要項 

仕様書 

業務委託契約書 
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イ 指摘事項 

(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 

平成 25 年度の実績は、7 月からの新規事業ということもあるが、予算 1,000

万円に対し 5件 2,137,108 円という実績であった。平成 26 年度も予算を 500 万

円に減額しているとはいえ 12 月初旬時点で 4 件（うち 1 件は前年と同一企業）

と低調に推移している。 

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。 

②目的適合性 

上限 50万円という規模の補助の有無で海外展開の検討に影響する企業がどれ

程あるのか疑問である。国の制度として同種のものがあり金額的にも手厚いが、

5 倍程度の狭き門との説明を受けたが、申請に要する手間を考慮すると 50 万円

という金額に申請件数が増えない理由があるように思われる。 

また、平成 25年度実績を見る限り、利益を数千万円計上している企業、利益

剰余金を 10 数億円計上している企業が補助金を受けている。これら優良企業が

補助を受けること自体、制度上問題はないが「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。 

（イ）海外レンタルオフィス・レンタル工場設置可能性調査 

調査報告書の骨子は以下のとおりとなっている。 

 ①東南アジアの投資環境の特徴と留意点 

 ②浜松市内の中小企業の海外展開に関するアンケート調査結果 

 ③調査国（ベトナム・インドネシア・タイ）におけるレンタルオフィス及 

びレンタル工場の現状と評価 

 ④調査国におけるサポートデスクを担えるコンサルタントの評価 

 ⑤調査国における相手国政府との連携の可能性 
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今回の調査内容、調査結果を見る限り、②のアンケート調査を除き、浜松市

内中小企業独自のニーズに基づくものはなく、一般的な情報の域を出ないよう

な印象を受ける。調査結果につき、有用な情報であることは否定しないが他地

域の企業においても同様のニーズがあるものと思われる。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。 

(ウ) 海外販路開拓支援事業 

中小企業単独での出展が困難な世界有数の見本市に「浜松ブース」を展開し、

中小企業に出展の機会を与える当該事業の意義は大きいものといえる。また、

はままつ産業イノベーション構想（平成 23 年 10 月策定）で規定した重点支援

分野『6 つのリーディング産業（成長 6 分野）』を支援するものであり政策に沿

った事業といえる。 

一方、当該事業は海外での事業であり、多額の事業費（平成 25年実績 363 万

9 千円、平成 26 年予算 1,238 万 2 千円）のほか、同行職員の人件費および渡航

費も費やす事業であること、出展企業が 3社（平成 25年実績）と少数であるこ

とから事業の透明性が求められる。この点、出展ブースを運営するために必要

な事業の計画、実施等は浜松市（産業振興課職員）及び出展企業で構成される

運営委員会で行われ、決算については会計監事による監査を受けているが、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、牽制機能は働いているといえるが、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。 

(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 

委託事業者の選定は、浜松市ホームページにて事業提案の公募をするととも

に、関係業者へはＥメールにて案内している。 

浜松市内に相談窓口を設置、アセアン地域内 5 か国以上にサポートデスクを

設置（インドネシア、ベトナム、タイは必須）することを条件とするなど、ハ

ードルが高いこともあり、提案参加申込事業者は 1 社のみであり同社が受託し

ている。委託にあたっては、１次審査（資格確認等を中心）、評価委員会の審査

および産業部業務委託契約等検討会議の審査を経て契約しており手続上、問題
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はないが複数の審査項目を採点し合計点で評価する方式をとっていることを考

えると事業者条件をあまり厳しくしなくともよかったのではないかと考える。

契約額が多額であること（平成 26年 7,171,632 円）、契約期間は平成 26年 8 月

1 日から平成 27 年 3 月 31 日までとなっているが、実際には中長期の契約を想定

していると思われることから、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。 

②アセアンサポートデスクについて 

アセアンサポートデスクのうち浜松デスクは、受託事業者（大阪市）の下請

先である浜松市内の事業者所在地となっている。事業の性格上、当該事務所を

サポートデスクとする合理性は認めるが、利用者側の立場で見た場合、浜松市

の事業であるにもかかわらず、一民間事業所に赴かなければならないことに違

和感を覚えないか懸念される。現に、8月から始まった当事業で浜松デスクへの

相談件数は 10 月までの 3 か月で 15 件と低調であり、デスクとしての利便性を

高めることが求められる。 

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る。 

浜松デスク 8 月 9 月 10 月 計 

相談件数 5 9 1 15 

相談内容：貿易 2社、現地事業拡大 3社、現地進出 9社、その他 1社 

また、海外デスクの相談実績も、始まったばかりとはいえ相談件数は僅かで

ある。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。

あまり、活用度が高くないようであれば、例えば他の自治体との共同契約のよ

うな検討するなど対策が必要になるものと考える。 

海外デスク 8 月 9 月 10 月 計 

相談件数 1 2 1 4 

相談内容：会計・税務 3社、現地法人立ち上げ 1社 

(オ) 海外ビジネス展開支援事業全体について 

担当者からのヒアリングによると、事業開始時において、事業全体の計画、

その見通し、数値目標等について明確に定まっていないようである。平成 27 年
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度にこれまでの事業の総括を予定し、同 27 年度及び 28年度において 29 年度か

らのイノベーション構想を見直す予定だということであるが、長期にわたる事

業となることが予想されるため、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。 

ウ 意見 

(ア) 海外レンタルオフィス賃料補助事業 

平成 26 年度からの新規事業であること、同じく平成 26 年度からの新規事業

であるアセアンサポートデスクの支援を受けた事業者を補助対象者としている

ことから、現状、補助実績はない。 

また、補助金額も月額 5 万円、期間 6 か月を限度としていることから、あま

り海外ビジネス展開を支援するという観点からはあまり大きな効果が期待でき

ない事業のように感じる。あえて、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。 

(イ) 各事業および外部機関事業との連携について 

浜松市では、浜松市内中小企業の海外進出を支援するためにさまざまな海外

ビジネス展開支援事業を行っている。また、外部機関とのネットワークやノウ

ハウを活用することで、中小企業の海外ビジネス展開支援をより効果的・効率

的に実施するために金融機関や政府系機関、海外政府機関との連携や協定締結、

JETRO の浜松誘致など積極的に行っている。いずれも、中小企業にとって心強い

支援であると考えるが、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。 

マンパワー、専門性の問題もあり外部の力を最大限活用する浜松市の手法は

賛同できるものであるが、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。 

(ウ) 事業の見直しについて 

多くの事業がまだ成否を判断する状況にはないが、中小企業を取り巻く環境

は日々変化している。為替環境も事業開始時の円高から円安と大きく変動して

いる。このような環境の中、中小企業のニーズを見誤らずに臨機応変に対応し



第４ 抽出した中小企業支援事業

108

ていくことが中小企業支援には重要であるため、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。 

７ 創業支援事業 

（１）事業の概要  

独立行政法人中小企業基盤機構が整備した新事業創出型事業施設「浜松イノベー

ションキューブ（HI-Cube）及び試作開発型事業促進施設「テクノフロンティア浜松」

並びに株式会社浜名湖国際頭脳センター内「浜松市ソフトインキュベートルーム」

の創業支援施設に入居する、創業間もない事業者に対し、賃室・賃工場の賃料補助、

専門家によるアドバイスなどの経営・技術支援等を行い、開発テーマの事業化や新

分野への展開を支援する。これら施設に入居する事業者に対し、浜松市創業支援事

業費補助金を交付して賃料補助を行うことが主な事業である。 

【対象施設】 

① 浜松イノベーションキューブ（中区和地山） 

② テクノフロンティア浜松（北区新都田） 

③ 浜松市ソフトインキュベートルーム（西区村櫛町） 

各施設の概要は以下のとおりである。 

①浜松イノベーションキューブ（HI-Cube） 

浜松イノベーションキューブは独立行政法人中小企業基盤整備機構が静岡県及び

浜松市の要請により、平成17年5月17日に「浜松イノベーションキューブ（HI-Cube）」

の整備事業により事業採択し、同施設の整備を行い、平成 18年 8 月末に利用が開始

された新事業創出型インキュベーション施設である。本事業は、大学をはじめとす

る地域の研究機関が有する技術シーズと、地域の企業が有する技術力を活用して、

主に光、電子技術関連のモノ作り分野におけるベンチャー企業の創出を目指すもの

である。起業を目指す個人、ベンチャー企業、新事業展開に取り組む中小企業等が

入居するための実験室、研究室等を整備するとともに、インキュベートマネージャ

ーが施設に常駐して入居者に対するビジネス支援を行い、優れた新事業を目指して

いる。 

本事業の運営は同機構が行い、浜松市が運営の支援を行っている。施設の土地は

浜松市所有資産であり、同機構に賃貸し、施設を同機構が建設している。同施設に

はインキュベーションマネージャーと呼ばれる入居者に対して技術、販路拡大等の

支援を行う専門知識を持った職員が常駐している。 
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入居対象者は 1）新たな事業展開を図る個人事業者、ベンチャー企業、中小企業等、

2）自らの研究成果や技術を基に起業する（計画している）研究者、個人、3）大学

が有するシーズ等を活用し、新技術の開発及び事業化を目指そうとする企業等、の

いずれかに該当し、経営に必要な資力及び信用を有し、かつ、賃料支払い能力のあ

る者である。入居者の製造業の分野に特に指定はない。 

入居希望者は必要書類を HI-Cube の事務所へ提出し、本事業の目的に照らして審

査・決定を経て入居が可能となる。当初契約期間は最大 5 年以内であるが、再審査

により 2年以内の再契約も可能である。月額利用料は部屋の広さによって異なるが、

84,672 円～217,728 円（税込、3,456 円/㎡）である。実験室 28 室（49 ㎡～63 ㎡）、

研究室 19 室(24.5 ㎡もしくは 31.5 ㎡)の全 47 室である。平成 26 年 9 月時点での入

居率は 76.6％（入居者 30 社）となっている。 

②テクノフロンティア浜松 

特定産業集積の活性化に関する臨時措置法に基づき独立行政法人中小企業基盤整

備機構が整備した試作開発型インキュベーション施設であり、技術の高度化、新製

品の開発、新分野への進出等に積極的に取り組む事業者を対象にした賃貸工場であ

る。浜松地域テクノポリス都田地区内に設置されていることから、県工業技術セン

ターや静岡大学地域共同研究センターをはじめとする公的試験機関や学術研究機関

との連携が可能であり、新製品の開発、新分野への進出を行うには適切な環境であ

る。同機構所属の HI-cube に駐在するインキュベーションマネージャーの支援も受

けられる。 

入居対象者は指定業種に該当し、新技術開発や新分野展開を目指すものであり、

経営に必要な資力及び信用を有し、かつ、賃料支払い能力のある者である。 

指定業種とは特定産業集積の活性化に関する臨時措置法に定める基盤的技術産業

に属する業種をいい、具体的には以下の業種である。 

製造業 サービス業 

繊維業 

パルプ・紙・加工品製造業、化学工業 

プラスティック製品製造業 

窯業・土石製品製造業、鉄鋼業 

非鉄金属製造業、一般機械器具製造業 

電気機械器具製造業 

輸送用機械器具製造業 

精密機械器具製造業等 

ソフトウェア業、情報処理サービス業 

工業関連の情報提供サービス業 

デザイン業、機械設計業 

エンジニアリング業 

研究開発支援検査分析業 

工業関連の理学研究所 

工業関連の工学研究所等 
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入居希望者は必要書類を中小企業基盤整備機構に提出し、審査・決定を経て入居

が可能となる。入居可能期間は 5年以内である。月額利用料は 259,200 円～615,500

円（税込）であり、150 ㎡ 2 区画、200 ㎡ 4 区画、300 ㎡ 3 区画、400 ㎡ 1 区画の全

10 区画である。平成 26年 9 月時点での入居率は 90％（入居者 8社）となっている。 

③浜松市ソフトインキュベートルーム 

浜松市ソフトインキュベートルームは浜名湖国際頭脳センタービル内に設置され

ている情報・マルチメディア関連産業インキュベートルームである。株式会社浜名

湖国際頭脳センターが運営主体となっている。 

株式会社浜名湖国際頭脳センターは地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積

の促進に関する法律（頭脳立地法）の指定を受け、「事業推進の中核」「産業高度化

施設」として、また、高度な開発技術の実践事業を行うために地域ソフトウェア供

給力開発事業推進臨時措置法（地域ソフト法）の指定を受け、「地域ソフトウェアセ

ンター」として、現在の独立行政法人中小企業基盤整備機構等の出資を得て設立さ

れた法人である。現在、同社は静岡県のプラットフォーム（新事業支援体制）の中

で、情報関連人材育成および創業者に対する支援機関に指定されている。また、頭

脳立地法、地域ソフト法は中小企業新事業活動促進法として整理統合されたが、設

立の経緯を継承しつつ、産業支援機関として地域における IT 人材の育成や産業の IT

化、高度化のための支援を行っている。 

浜松市ソフトインキュベートルームの入居対象者は以下のすべての条件を満たす

ものである。 

1)今後創業しようとするものまたは創業から 7年未満の者 

2)ソフトウェア業、情報処理サービス業その他市長が認める業種の者で、ソフト

ウェアの開発または、マルチメディアに関する制作・開発を行う者 

3)上記事業について優れた技術開発力を持つと認められる者 

利用期間は入居から 5 年以内、月額利用料は 137,160 円（税込）、部屋数は 42.47

～45.17 ㎡で全 7 室である。平成 26 年 9 月時点での入居率は 28.6％（入居者 2 社）

となっている。 

入居希望者は産業振興課または株式会社浜名湖国際頭脳センターに必要書類を提

出し、株式会社浜名湖国際頭脳センターが入居者を選定、浜松市がそれを承認する。 

これら 3 施設の入居者は浜松市創業支援事業費補助金交付要綱に基づき、賃料補

助を受けることができる。補助金の概要は以下のとおりである。 

①浜松イノベーションキューブ（HI-Cube） 

【補助対象企業】HI-Cube に入居し、試作開発、新製品開発等に取り組み、かつ、

市税の滞納がない企業。ただし、中小企業者であっても、大企
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業が第二創業するために新たな会社を設立した場合において、

その会社が連結子会社となる場合は補助対象としない。 

【補助対象経費】HI-Cube に入居するために要する賃借料相当額（消費税及び地

方消費税に相当する額を除く） 

【補助額】   1)中小企業者であって、大企業が第二創業するために新たな会

社を設立した場合で、その会社が連結子会社でない場合は 1

月の賃料の 3分の 1以内 

        2)中小企業者であって、常時使用する従業員数が 20 人以上並

びに研究開発費が売上高に占めるウェイトが 1％未満の場合

は 1月の賃料の 3分の 1以内 

        3)中小企業者であって、常時使用する従業員数が 20 人以上並

びに研究開発費が売上高に占めるウェイトが 1％以上の場合

または常時使用する従業員数が 20 人未満の場合は 1 月の賃

料の 2分の 1以内 

        4)ベンチャー企業である場合は 1月の賃料の 2分の 1以内 

【補助期間】   初めて HI-Cube に入居した日から起算して 5 年間を限度とす

る。 

②テクノフロンティア浜松 

【補助対象企業】テクノフロンティア浜松に入居し、試作開発、新製品開発等

に取り組み、かつ、市税の滞納がない企業 

【補助対象経費】テクノフロンティア浜松に入居するために要する賃借料相当

額（消費税及び地方消費税に相当する額を除く） 

【補助額】    賃借施設 1 ㎡当たり月 600 円以内かつ 1 月の限度額は賃借料

の 2分の 1以内 

【補助期間】   テクノフロンティア浜松に最初に入居した日から起算して 3

年間を限度とする。 

③浜松市ソフトインキュベートルーム 

【補助対象企業】ソフトインキュベートルームに入居し「はままつ産業イノベ

ーション構想」に掲げるデジタルネットワーク・コンテンツ

産業（ソフトウェア業、情報処理サービス業、その他市長が

認める業種）において、ソフトウェア及びシステムの開発、

政策等を行う者または、その他市長が認める者。 

ただし、ソフトインキュベートルーム補助対象企業一企業に

つき、一部屋のみ補助対象とする。また、1)創業から 7 年以
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内のベンチャー企業であっても、大企業者が第二創業するた

めに新たな会社を設立した場合において、その会社が連結子

会社の場合、2)平成 25年 4 月 1日以降新しく入居した企業の

うち、過去に HI-Cube またはテクノフロンティア浜松に入居

し、浜松市創業支援事業費補助金の交付を受けたことがある

場合、3)市税の滞納がある場合、は除外。 

【補助対象経費】ソフトインキュベートルームに入居するために要する賃借料

相当額（消費税及び地方消費税に相当する額を除く） 

【補助額】    1 月の賃借料の 2分の 1以内 

【補助期間】   初めてソフトインキュベートルームに入居した日から起算し

て 5年間を限度とする。 

（２）事業の運営形態 

HI-Cube 及びテクノフロンティア浜松の運営は独立行政法人中小企業基盤整備が

行っているが、浜松市は HI-Cube にインキュベーションマネージャーを配置する必

要がある。このため、浜松市は株式会社ベンチャーラボ東海支社と業務委託契約を

締結し、インキュベーションマネージャー及び事務補助員をそれぞれ 1 人ずつ常駐

させている。 

   インキュベーションマネージャーはアドバイス、相談受付、支援先・専門家・連

携企業等の紹介・仲介、交流会・セミナー等の開催、情報提供といった入居者支援

を行うほか、地域の関係機関・産業界等とのネットワークの構築・維持、施設入居

者の確保の支援活動、施設活動の周知・発信を行うことを業務としている。 

   浜松市ソフトインキュベートルームは株式会社浜名湖国際頭脳センターに業務委

託されている。株式会社浜名湖国際頭脳センター内に設置するとともに、その管理

運営を同社に委託している。株式会社浜名湖国際頭脳センター内にはソフトインキ

ュベートルームのほかに IT 関連新分野・ソフトウェア産業における創業支援のため

の交流の場として地域産業情報交流センターを設置しており、この管理運営も株式

会社浜名湖国際頭脳センターに業務委託している。株式会社浜名湖国際頭脳センタ

ーはこれらを管理運営するとともに、ソフトインキュベートルーム入居者に対する

支援も行うこととなっている。 

   浜松市創業支援事業費補助金の交付事務については浜松市産業部産業振興課が直

接行っている。 
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（３）支援の状況 

平成 24 年度の補助経費実績は浜松イノベーションキューブ 1,444 万 2,400 円（18

社）、テクノフロンティア浜松 384 万円（4社）、浜松市ソフトインキュベートルーム

1,119 万 150 円（7室賃借）、合計 2,947 万 2,550 円である。 

インキュベートルームを退去する企業が増加してきたため、平成 25 年度からフォ

ローアップ調査を行っている。平成 20年度～24 年度までに賃料補助を受けた企業は

浜松イノベーションキューブ 54 社、テクノフロンティア浜松 4社、浜松市ソフトイ

ンキュベートルーム 16 社の計 74 社であるが、74 社のうち入居継続もしくは市内に

移転した企業は 67 社、市外へ移転した企業は 2 社（すべて静岡県内）、廃業が 5 社

となっている。 

平成 20 年度～24 年度における補助対象企業の売上累計は以下のとおりである。 

                                 (単位：千円) 

浜松イノベーシ

ョンキューブ 

テクノフロンテ

ィア浜松 

浜松市ソフトイ

ンキュベートル

ーム 

合計 

売上 

(年平均）

37,978,622

(7,595,724)

1,532,783

(306,557）

435,966

(87,193)

39,947,371

(7,989,474)

平成20年度～24年度における新規雇用数累計額は184人（１社あたり平均2.5人）

である。 

また、特許・実用新案出願件数の累計も以下のとおりとなっている。 

  出願件数 登録件数 ライセンス供与数 

補助期間中 82 33 1 

補助終了後 26 25 2 

フォローアップ調査によれば、浜松インキュベートルームの補助対象企業の売上

高は平成 20 年度の売上高は 8億 5千万円であったが、平成 25年度には 17億円に増

加しており、平成 29 年度までには 62 億円になる見込みである。また、雇用人数は

平成 20 年度には 91人であったが、平成 25年度には 167 人に増加しており、平成 29

年度までには 309 人になる見込みである。 

今後はベンチャー企業が自立するために、経営課題が研究開発から営業または販

路拡大へ移っており、経営者のマーケティング能力が問われる状況となっている。
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このため、イノベーションマネージャーも技術支援だけでなく、企業のマッチング

支援を行う必要が生じている。 

（４）監査の結果 

ア 実施した監査手続き 

所管課である産業部産業振興課担当者から同課作成資料をもとに概要説明を受

けるとともに、以下の関連書類の査閲を行った。監査の結果、合規性の観点から

問題となる事項はなかったが、是正を要する事項について、以下「イ 指摘事項」

とした。 

 業務委託契約等検討会議資料 

業務委託契約書及び仕様書 

特命理由書 

事業報告書 

イ 指摘事項 

(ア) 補助対象除外事項について 

浜松市創業支援事業費補助金交付要綱第 3 条 1 項 1 号においては「中小企業

者又はベンチャー企業者であっても、大企業者が第二創業するために新たな会

社を設立した場合において、その会社が連結子会社の場合」は当該企業者を補

助対象としないと定められている。また、第 4 条 1 項 1 号においては「中小企

業者であって、大企業者が第二創業のために新たな会社を設立した場合で、そ

の会社が連結子会社でない場合」、補助額を 1月の賃料の 3分の 1以内とすると

定められている。 

つまり、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。申請書類には株主の状況が

記載されているものと記載されていないものがあり、申請書類からこの要件に

該当するのか否か、判別できないものがあった。 

この点について担当者に確認したところ、書類上は記録が残されていないも

のの、補助対象企業者へのヒアリングで要件の確認は行われているとのことで

あった。しかし、検討の結果は、適切に書類上、残されるべきものであり、ま

た、そうすることで第三者も事後的に確認することが可能となる。 
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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。 

(イ) 浜松市ソフトインキュベートルームについて 

浜松市ソフトインキュベートルームは前述したとおり、平成 26 年 9 月時点で

入居率が 28.6％であり、7室のうち 2室しか入居がない状況である。平成 22 年

3 月末時点は 100％の入居率であったが、平成 25 年度 4 月から 6 月は 50％を一

時的に上回るものの平成 24 年 2 月以降は 50％を下回る入居率であり、平成 26

年 1 月以降現在に至るまで 2室のみの入居となっている。 

株式会社浜名湖国際頭脳センターは設備も充実しており、ソフトウェア業、

情報処理サービス業への支援の実績もあるが、立地的には中心部から離れてい

るために、他のインキュベートルームと比較しても優位性が見られない。また、

支援業務についても事業報告を見る限り、ソフトウェア業、情報処理サービス

業に必ずしも特化した内容とはいえない。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の中にも中小企業者が抱える経営、技術、情報、特許

等の問題に対する相談業務、成長 6 分野に関する新規事業案も持つ中小企業や

個人を支援する新事業展開プロデュース事業、成長 6 分野において事業化可能

性を調査し、中小企業者の独創的な技術開発や新製品開発を促進する新産業創

生事業が含まれているが、この事業でも対応できる内容ではないかと思われる。 

設備が整っている浜名湖国際頭脳センター内にソフトインキュベートルーム

を設置し、また浜名湖国際頭脳センター内に設置する以上、随意契約によって

管理運営を浜名湖国際頭脳センターが行うことは合理的であるといえるが、現

状の入居状況は業務委託料 900 万円に見合わないと考える。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。 

８ 中小企業金融支援事業 

（保証協会、中小企業向け融資制度利用助成事業（補助金））

（１）事業の概要 

中小企業金融支援事業は、市内における中小企業者への資金融資を円滑にし、中

小企業の振興を図ることを目的とした事業である。同事業の開始時期は昭和 43年度
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と古く、経済環境の変化に応じて具体的な制度の内容や条件を変化させながら、今

なお利用されている事業である。 

同事業は、金融機関及び静岡県信用保証協会（以下「信用保証協会」という。）と

連携することを前提としており、市が直接融資を実行する訳ではない。本来金融機

関及び信用保証協会が負担する融資リスクや事務負担を補助金・負担金の拠出とい

う形で支援することで、間接的に融資を希望する中小企業者を助成することとなっ

ている。 

同事業により、金融機関は貸倒リスクが軽減されるため、低金利・長期間の融資

の実行が可能となり、一方で融資希望者は好条件の融資を受けられることになる。 

市が提供する金融支援事業は 2つに大別される。 

① 中小企業向けの融資制度利用者への助成事業 

経済状況の変化や要望に応じて、種々の融資制度を創設。金融機関と協調し、償

還利子の一部を補助金という形で補給することによって、金融機関は、補助金によ

る利子補給分を、貸出利率の低減という形で融資希望者に還元することが可能とな

る。融資希望者も低利率の融資を受けることができるようになり、積極的な事業展

開や経営改善を実施することが容易になる。 

平成 25 年 4 月 1 日時点における融資制度は以下のとおりである。 

Ⅰ．ビジネスサポート資金 

対象者 市内に主たる店舗・工場・事務所を有する従業員 20人以

下の中小企業者 

（条件） 

市税を滞納していない 

保証協会の保証対象業種である 

資金使途 一般事業のための運転資金・設備資金 

融資限度額 5,000 万円 

融資利率 年 1.6%以内 

（0.42%利子補給後の利率） 

信用保証協会の保証 保証付（普通保証） 

信用保証料率 年 0.40～1.35％以内 

(0.05～0.55％の補助後の保証料率） 

期間 10 年以内（据置期間を含む） 

償還方法 元金均等割賦払（据置 2年以内） 
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Ⅱ．経営力強化資金（新規） 

対象者 市内に主たる店舗・工場・事務所を有する中小企業者で、

金融機関・認定支援機関の支援を受け、事業計画の策定

並びに計画実行・進捗の報告を行う中小企業者 

（条件） 

市税を滞納していない 

保証協会の保証対象業種である 

資金使途 経営力強化のための運転資金・設備資金 

融資限度額 8,000 万円 

融資利率 年 1.4％以内 

（0.62％利子補給後の利率） 

信用保証協会の保証 保証付 

（経営力強化保証） 

信用保証料率 年 0.40～1.45％以内 

(0.05～0.55％の補助後の保証料率） 

期間 運転資金は 5年以内（据置期間を含む） 

設備資金は 7年以内（据置期間を含む） 

償還方法 元金均等割賦払（据置 1年以内） 

Ⅲ．中小企業育成資金 

対象者 市内に主たる店舗・工場・事務所を有する中小企業者 

（条件） 

従業員 30名以下（商業・サービス業は 10名以下） 

3 か月以上同一事業を営んでいる 

市税を滞納していない 

保証協会の保証対象業種である 

資金使途 一般事業のための運転資金・設備資金 

融資限度額 700 万円 

融資利率 年 1.7％以内 

（0.12％利子補給後の利率） 

信用保証協会の保証 保証付 

（普通保証又は特別小口保証） 

信用保証料率 普通保証は年 0.30～1.25％以内 

（0.15～0.65％の補助後の保証料率） 
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特別小口保証は年 0.65％ 

(0.10％の補助後の保証料率） 

期間 5 年以内（据置期間含む） 

償還方法 元金均等割賦払（据置 6ヶ月以内） 

Ⅳ．短期資金 

対象者 市内に主たる店舗・工場・事務所を有する中小企業者 

(条件) 

1 年以上事業を営んでいる 

市税を滞納していない 

保証協会の保証対象業種である 

資金使途 一時的に必要な運転資金 

融資限度額 1 企業 700万円 

1 組合 1,500 万円 

融資利率 年 1.7％以内 

（0.12％利子補給後の利率） 

信用保証協会の保証 保証付が原則 

（普通保証又は流動資産担保融資保証） 

信用保証料率 普通保証は年 0.45～1.90％以内 

流動資産担保融資保証は年 0.68％ 

期間 1 年以内 

償還方法 一括払い又は元金均等割賦払 

Ⅴ．創業サポート資金 

対象者 （新規開業者） 

市内で新規に開業する中小企業者 

（開業後 5年以内の者） 

市内に主たる店舗・工場・事業所を有し、開業して 5 年

以内の中小企業者 

（条件） 

市税を滞納していない 

保証協会の保証対象業種である 

中小企業診断士の確認を受けた者又は指定された講習を

修了した者であること 



第４ 抽出した中小企業支援事業

119 

資金使途 開業のための運転資金・設備資金 

融資限度額 2,000 万円 

融資利率 年 1.1％以内 

（0.7％の利子補給後の利率） 

信用保証協会の保証 保証付が原則 

（普通保証、創業関連保証又は創業等関連保証） 

信用保証料率 普通保証は年 0.30～1.25％以内 

（0.15～0.65％補助後の保証料率） 

創業関連保証及び創業等関連保証は年 0.45％ 

（0.45％補助後の保証料率） 

期間 10 年以内（据置期間を含む） 

償還方法 元金均等割賦払（据置 1年以内） 

Ⅵ．市制度融資借換資金 

対象者 市内に主たる店舗・工場・事業所を有する中小企業者 

（条件） 

市税を滞納していない 

融資実行日より 2 年以上経過した浜松市の普通保証、経

営安定関連保証又は緊急保証付の制度融資残高を有して

いるもので、月々の返済額の軽減が図られるもの 

＊経営安定関連保証を利用する場合、中小企業信用保険

法第 2条第 4項に基づく市長の認定を受けていること 

資金使途 経営安定のための運転資金 

融資限度額 5,000 万円 

融資利率 年 1.9％以内 

（0.2％の利子補給後の利率） 

信用保証協会の保証 保証付 

(普通保証又は経営安定関連保証) 

信用保証料率 普通保証は年 0.45～1.90％以内 

経営安定関連保証は（1号から 6号）年 0.70％ 

（7号・8号）年 0.60％ 

期間 10 年以内（据置期間を含む） 

償還方法 元金均等割賦払（据置 1年以内） 
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Ⅶ．緊急災害対策資金 

対象者 市内に主たる店舗・工場・事業所を有する中小企業者で 

（緊急災害） 

・火災、風水害等の災害によりり災証明を受けた者 

（緊急特別災害） 

・激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する

法律により激甚災害若しくは局地激甚災害のいずれかに

指定された災害又は災害救助法の適用を受けた災害によ

り被害を受けた者 

・市長が特に認めた大規模な火災、風水害等の災害によ

り損害を受けた者 

(条件) 

市税を滞納していない 

保証協会の保証対象業種である 

資金使途 災害復旧のための運転資金・設備資金 

融資限度額 5,000 万円（緊急災害） 

緊急特別災害は災害発生後、別に定める 

融資利率 年 1.2％以内（緊急災害） 

(0.52％の利子補給後の利率） 

緊急特別災害は災害発生後、別に定める 

信用保証協会の保証 保証付が原則 

（普通保証又は激甚災害保証） 

信用保証料率 普通保証は年 0.40～1.35％以内 

（0.05～0.55％補助後の保証料率） 

緊急特別災害は災害発生後、別に定める 

期間 10 年以内（据置期間を含む） 

償還方法 元金均等割賦払（据置 2年以内） 

Ⅷ．省エネ設備導入・改修等促進資金（新規） 

対象者 市内に主たる店舗、工場、事業所を有する中小企業者 

（条件） 

市税を滞納していない 

保証協会の保証対象業種である 

二酸化炭素排出削減のための設備を導入、改修するこ

と 
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資金使途 二酸化炭素排出削減のための設備資金 

融資限度額 500 万円 

融資利率 年 1.6％以内 

(0.2％の利子補給後の利率） 

信用保証協会の保証 保証付が原則 

(普通保証、エネルギー対策保証又はエネルギー需給安

定対策保証) 

信用保証料率 普通保証は年 0.45～1.90％以内 

エネルギー対策保証は年 0.98％ 

エネルギー受給安定対策保証は年 0.35～1.80％以内 

期間 7 年以内（据置期間を含む） 

償還方法 元金均等割賦払（据置 1年以内） 

Ⅸ．海外進出支援資金（新規） 

対象者 市内に本社機能を持つ事業所を有し、海外直接投資事

業、海外市場の開拓のいずれかを行う又は行う計画を有

する中小企業者 

(条件) 

市税を滞納していない 

保証協会の保証対象業種である 

具体的な海外ビジネス計画を有する 

資金使途 海外直接投資事業にかかる運転資金及び設備資金 

海外市場の開拓にかかる資金 

融資限度額 5,000 万円 

融資利率 年 1.4％以内 

（0.62％の利子補給後の利率） 

信用保証協会の保証 保証付 

(普通保証、海外投資関係保証又は経営革新関連保証) 

信用保証料率 普通保証は年 0.45～1.90％以内 

海外投資関係保証は年 0.98％ 

経営革新関連保証は年 0.68％ 

期間 10 年以内（据置期間を含む） 

経営革新関連保証の場合は、運転資金 5年以内、設備資

金 7年以内 

償還方法 元金均等割賦払（据置 2年以内） 
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②信用保証協会への事務費負担金の交付 

同事業の１つである中小企業向け融資制度利用促進事業の１つとして実施されて

いる。信用保証協会は融資希望者が融資を受ける際に公的保証人となることによっ

て、金融機関からの融資を容易にする組織である。 

信用保証制度は、信用保証協会によって運営されており、市が創設した融資制度

に対する保証を行っている。信用保証協会は融資を受けた企業に貸倒が発生した場

合、債務の一部又は全部を公的保証人として保証することから、金融機関は貸倒リ

スクが軽減され、積極的な融資を実行することが容易となる。 

中小企業向け融資制度利用促進事業では、融資案内パンフレットの作成や、セー

フティネット保証認定業務のほか、信用保証協会に対する事務負担金を交付してい

る。これにより中小企業者は保証料の一部が軽減される。 

信用保証協会は、以下のような保証制度を設定・運用している。 

・無担保による融資を受けたい⇒普通保証、特別小口保証 

・経営支援を受けたい⇒経営力強化保証 

・売上が減少している⇒経営安定関連保証 

・会社を立ち上げたい⇒創業関連保証、創業等関連保証 

・流動資産を保有している⇒流動資産担保融資保証 

・海外事業を展開したい⇒海外投資関係保証 

     ○保証制度の主なもの（保証限度額は、企業状況によって異なる） 

保証制度名 制度内容 

普通保証 一般的な保証。保証限度額は個人・会社は 2 億 8 千万円

（うち無担保 8千万円）、組合は 4億 8千万円（うち無

担保 8千万円） 

普通保証 

（市町村小口） 

市町村融資制度用の普通保証。原則として無担保。 

特別小口保証 無担保・無保証人の制度。特別小口保証以外に保証残高

がないこと、所得割の税金を完納していることなどが条

件。保証限度額は 1,250 万円。 

創業関連保証 創業する者又は創業後 5 年以内の者が利用できる保証。

保証限度額は 1企業 1,000 万円。 

創業等関連保証 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律で規定す

る、創業者又は創業後 5年以内の者が利用できる保証。 

保証限度額は１企業 1,500 万円。 
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経営安定関連保証 大型倒産の影響を受けている者、指定された業況の悪化

している業種で売り上げが減少している者、金融機関か

らの借り入れが減少している者などが利用できる保証。 

普通保証とは別枠で利用できる。 

流動資産担保 

融資保証 

流動資産を担保とした融資に対する保証。保証限度額は

2億円。 

経営力強化保証 金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けなが

ら事業計画の策定、実行、進行状況報告を行い、経営力

の強化を図る者が利用できる保証。保証限度額は普通保

証と同じだが、保証料の軽減措置が受けられる。 

海外投資関係保証 海外直接投資の事業に要する資金について、普通保証の

枠内で利用する制度。外国における支店等の設置・拡張

に要する資金などが対象。 

経営革新関連保証 経営革新計画を県に提出し、承認を受けた企業者が利用

できる保証制度。普通保証とは別枠で無担保保証 8 千万

円が利用できる。 

①②により、融資希望者は資金調達が有利になるという恩恵を享受し、獲得した

資金をもとに積極的な事業展開・経営改善を実施することが可能となり、ひいては

地域企業の活性化に資することとなる。 

（２）事業の運営形態 

産業部産業総務課が担当部署となり運営を行っている。 

前述のとおり同事業は市が直接融資をしておらず、金融機関・信用保証協会と連

携し、間接的に支援することで運営されている。よって、市・金融機関・信用保証

協会の 3組織が当事者となって融資及び保証に関する同事業を実行することとなる。 

融資及び保証の流れは時系列に以下のとおりである。 

① 各金融機関に申し込みの申請。必要書類を金融機関に提出。 

② 金融機関による審査のうえ、金融機関が市と協議。 

③ 市による資格審査のうえ、市から金融機関へ融資を斡旋する。 

④ 信用保証協会を利用する場合、金融機関から保証の申込みを実施する。 

⑤ 信用保証協会による保証審査のうえ、保証承諾される。 

⑥ 金融機関による融資の実行。 
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また金融機関は浜松市中小企業資金融資制度要綱第 11条に基づき、浜松市制度融

資実績報告書を、斡旋実施の翌月 10 日までに市長に提出する。 

浜松市制度融資実績報告書には、融資制度別、実行年度別の残高件数及び残高金

額、融資利率並びに月償還額が記載されており、当該報告書をもって同事業の実行

状況をモニタリングしている。 

（３）支援の状況 

平成 25 年度の制度別の融資残高と新規融資の状況は以下のとおり。 

○年度末融資残高状況 

制度名 件数(件) 金額（千円） 対前年比 

ビジネスサポート資金（21

人以上又は保証なし） 

110 1,395,777 △423,780 

ビジネスサポート資金（20

人以下及び保証付） 

1,805 12,073,012 △648,922 

経営力強化資金 2 74,500 74,500 

緊急経済対策特別資金 1,098 5,863,794 △2,065,195 

中小企業育成資金 107 231,673 △114,775 

申
込
者

金
融
機
関

市
（
産
業
総
務
課
）

信用保証協会

① 申込 ② 協議

③斡旋

④
保
証
申
込

⑤
保
証
承
諾

⑥融資
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短期資金 58 320,036 △62,264 

創業サポート資金 229 1,054,664 29,493 

地域産業活性化資金 48 318,842 △117,766 

市制度融資借換資金 33 304,809 110,103 

企業立地促進資金 1 40,738 △2,598 

災害対策資金 418 6,796,416 △1,327,437 

○新規融資状況

新規融資 件数(件) 融資額(千円) 

ビジネスサポート資金（20

人以下及び保証付） 

259 2,426,010 

経営力強化資金 2 75,000 

中小企業育成資金 7 33,500 

短期資金 74 418,700 

創業サポート資金 43 241,650 

市制度融資借換資金 8 138,400 

ビジネスサポート資金（21 人以上又は保証なし）、地域産業活性化資金及び企業立

地促進資金は、新規融資を終了させている。また、平成 25年度から、ビジネスサポ

ート資金は小規模事業者（従業者 20 人以下）のみを対象としている。 

ビジネスサポート資金は平成 22 年度の制度改正により融資限度額の拡大、償還期

間の伸長が行われ、普通保証により融資を受けられるので、制度融資の中で最も利

用が多い。対前年度比ではマイナスになっているものの、依然として利用度の高い

制度と言える。 

緊急経済対策特別資金は、当初平成 20 年に起きたリーマンショック後の緊急経済

対策として創設された。その後平成 23年の東日本大震災を契機として、震災緊急保

証が利用できる災害対策資金に融資がシフトしたこともあり、緊急経済対策特別資

金の利用は減少した。その後も利用が低調となったことから、平成 25年 3月をもっ

て制度を廃止した。 

信用保証協会への負担金は下表のとおりである。 

（単位：千円） 

区分 金額 

市町村小口分 1,390 

特別政策分（創業サポート資金、地域産業活性化資金） 5,558 

ビジネスサポート資金分 33,916 
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災害対策資金分 3,287 

経営力強化資金分 24 

データ提供料等 11 

控除額 △16 

計 44,170 

事務費は、各融資制度の融資頻度や残高に連動して増加する傾向にあることから、

融資件数・残高の多いビジネスサポート資金分の負担金は多額になる傾向にある。 

（４）監査の結果 

ア 実施した監査手続き 

所管課である産業部産業総務課担当者から同課作成資料をもとに概要説明を受

けるとともに、以下の関連書類の査閲を行った。監査の結果、合規性の観点から

問題となる事項はなかったが、検討が望ましい事項について、以下「イ 意見」

とした。 

① 中小企業向け融資制度利用助成事業 

制度要綱、パンフレット（「浜松市中小企業向け融資制度のご案内」） 

 金融機関からの実績報告 

② 中小企業向け融資制度利用促進事業 

制度概要書、保証協会事務負担金に係る実績額に関する資料 

イ 意見 

(ア)各融資制度における一層の利用促進について 

同制度は長年にわたって、市内中小企業者の円滑な資金調達及び事業の発展

に貢献してきたものである。しかし、最近の傾向として災害や外的経済環境を

原因とした一時的な利用増加はあるものの、全般的に新規融資・融資残高は減

少の傾向にある。また、浜松市は製造業が多く、製造業という業種の特性上、

設備投資に対する資金需要は大きいと推測される。しかし、制度融資の利用件

数・融資金額は、他の都市と比較しても、さほど大きいものとはなっていない。 

人口の近似した他の政令指定都市と融資件数・金額を比較すると以下のとお

りである。（表中のデータは平成 24 年度実績。ただし人口は平成 26 年 11 月時
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点。） 

都市名 人口(万人) 種別 件数(件) 金額(千円) 

浜松市 81 新規 762 7,098,200 

残高 4,138 33,037,049 

静岡市 71 新規 2,670 16,042,601 

残高 9,612 47,966,363 

新潟市 80 新規 1,704 7,399,467 

残高 9,352 33,419,759 

岡山市 71 新規 927 6,461,835 

残高 3,984 19,479,685 

比較すると、浜松市は特に新規において件数が他の市と比べて少なくなって

いる。各都市の経済状況や自治体の財政状況、定めている融資補助制度の内容

によって事情が異なることから一概には言えないものの、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。 

９ マル経融資償還利子助成事業  

（１）事業の概要 

マル経融資とは、日本政策金融公庫が実施している「小規模事業者経営改善資金

融資」の通称であり、小規模事業者が経営を改善し事業の発展を図るために、必要

な資金を日本政策金融公庫から無担保・無保証人、低利で融資を受けられる制度で

ある。 

マル経融資の制度概要 

条件 6 ヶ月以前から商工会議所、商工会の経営指導を受けている

こと。 

融資限度額 1,500 万円 

（平成 25年度。平成 26年度より 2,000 万円） 

金利 1.65％ 

（平成 25年 4月時点。平成 27年 1月末現在 1.35％） 

従業者数 商業・サービス業：5人以下 

製造業・その他：20 人以下 
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融資期間 運転資金：7年以内 （据置 1年以内） 

設備資金：10年以内（据置 2年以内） 

マル経融資償還利子助成事業は、マル経融資借入に伴う償還利子に対して、その

一部を補助する制度である。内外の厳しい経済、金融環境を考慮し、小規模事業者

の資金調達円滑化と負担軽減を図るために制度化されている。当初対象とする融資

は平成 22年 4月 1日から平成 24 年 3月 31 日までに実行された融資とする補助制度

であったが、商工会議所、商工会等からの要望や東日本大震災による影響等から延

長を行っている。 

以下の条件を全て満たした場合に償還利子のうち一部を、補助金という方法で支

援する。 

補助対象 次の①～④のいずれにも該当するもの 

① 浜松商工会議所、奥浜名湖商工会、浜名商工会、浜北

商工会、天竜商工会のいずれかの推薦を受け、マル経

融資（返済期間 3 年超に限る）を平成 26 年 3 月 31

日までに借り受けている 

② 浜松市内に主たる店舗、工場、事業所を有する 

③ 市税を完納している 

④ 法人事業者の場合、市町村民税の特別徴収を実施して

いる、又は補助金の交付申請時までに市町村民税の特

別徴収実施事業者の指定登録手続きを行っている 

補助金額 融資を受けた日から 12 ヶ月分の支払利子額のうち利率

1％分（12 ヶ月未満の融資や延滞利子は補助対象外） 

（２）事業の運営形態 

マル経融資償還利子補助事業は、産業部産業総務課が担当となっている。当事業

による補助を受けようとする者は、上表に記載のとおり商工会議所、商工会の推薦

を受ける必要があるため、直接産業部産業総務課へ申請するのではなく、委任状を

作成・提出し、商工会議所、商工会が代理人となって、申請手続、補助金の受領処

理がされていくことになる。 

商工会議所、商工会へ委任する行為は、交付要綱第 2 条第 2 項によって制度上担

保されている。 
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申請等に係る事務手続は、以下のとおりとなる。 

①日本政策金融公庫は、補助対象融資に係る返済予定表を、融資実行時に補助金

希望事業所へ発行する。 

②補助金希望事業所は、補助金申請のために管轄の商工会議所、商工会へ委任状

他必要な書類を提出する。 

③商工会議所、商工会は、産業総務課へ補助金希望事業所に関する添付書類と補

助金交付申請書を提出する。 

④産業総務課は内容を審査し、補助金交付が妥当と認められる場合には、委任を

受けた商工会議所、商工会へ、補助金交付の決定及び確定通知書を送付する。 

⑤補助金決定を受け、商工会議所、商工会は請求書を産業総務課へ送付する。 

⑥産業総務課は請求書の金額と決定通知額の一致を確認し、補助金を交付する。 

⑦商工会議所、商工会は受領した補助金を補助金希望事業所へ送金する。 

⑧送金後、商工会議所、商工会は産業総務課へ償還利子補助金交付結果報告書を

提出する。 
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（１） 支援の状況 

（３）支援の状況 

マル経融資償還利子補助事業における補助金交付の実績を、年度別、管轄商工会

議所、商工会別に記載すると下表のとおりとなる。 

                              (単位：円) 

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

浜松商工会議所 件数 74 92 108

金額 2,594,807 4,210,754 4,369,206

浜名商工会 件数 31 37 25

金額 803,967 1,339,164 829,193

奥浜名湖商工会 件数 14 11 11

金額 267,769 521,926 278,817

補
助
金
希
望
事
業
所
（
マ
ル
経
融
資
利
用
事
業
所
）

商
工
会
議
所
・
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日本政策金融公庫

① 返済予定表

② 委任状、補助

金申請に必

要な書類

③ 代理申請

④ 決定・確定通知

⑤ 補助金請求

⑥ 補助金交付

⑦ 補助金送金
⑧償還利子補助金

交付結果報告書
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浜北商工会 件数 32 18 32

金額 1,166,866 459,256 995,848

天竜商工会 件数 24 25 28

金額 616,192 665,723 987,772

計 件数 175 183 204

金額 5,449,601 7,196,823 7,460,836 

浜松商工会議所が扱った案件は、平成 23 年度以降、件数・金額ともに増加傾向に

ある。その他の商工会については、年度ごとに増加・減少が不規則に発生し、また

件数と金額との間に相関関係は存在しない。 

全体の件数・金額は、浜松商工会議所の全体に占める割合が高いことから、年度

別の増減は、同会議所と近似する。 

（４）監査の結果 

ア 実施した監査手続き 

所管課である産業部産業総務課担当者から同課作成資料をもとに概要説明を受

けるとともに、以下の関連書類の査閲を行った。監査の結果、合規性の観点から

問題となる事項はなかったが、検討が望ましい事項について、以下「イ 意見」

とした。 

交付要綱 

申請から審査・交付決定に至るまでの各種書類 

商工会議所から企業者へ交付した事の報告書 

イ 意見 

（ア）補助金拠出における費用対効果について 

前述のとおり、当事業には申請者、商工会議所及び商工会、産業部総務課が

当事者として関与することとなる。また、補助金を受領するためには申請書を

作成提出すると共に、各段階で審査が行われ、各手続は署名により作成・承認

を経て送付される。 

一方、１件当たりの補助金額は年度別に以下のとおりとなる。 
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（単位：円） 

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

１件当たり補助金額 31,140 39,327 36,572

各年度とも 3 万円台で推移している。申請者にとっては経済的な負担が軽減され

る有用な制度ではあるものの、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。 

１０ 中小企業活性化対策事業費助成事業（商工会への補助金）

（１）事業の概要 

中小企業活性化対策事業費助成事業は、浜松市中小企業等活性化対策事業費補助

金交付要綱によって定められた事業であり、平成 5年 5月 21 日に公布された「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」にも商工会等の経営改

善普及事業に対する支援は規定が設けられている。 

要綱第 1条には、「～地域産業の経営基盤の安定を図るため、地域産業を指導育成

する中小企業団体等に対し交付する中小企業等活性化対策事業費補助金について、

予算の範囲において～」との旨定められている。 

また第 2 条には「この要綱に規定する「中小企業団体等」とは・・・（1）静岡県

中小企業団体中央会（2）商工会法に規定する商工会」との旨が定められている。 

つまり中小企業活性化対策事業費助成事業とは、商工会等の活動のうち、対象と

なる事業に対して支援を図る事業といえる。 

なお、商工会等を通じた中小企業活性化に関する支援は静岡県でも実施されてお

り、県・市の双方で支援する形をとっている。 

要綱第 3条には、商工会の場合、対象となる 3つの事業が記載されている。 

①経営改善普及事業指導職員設置事業 

経営指導員、補助員及び記帳専任職員の俸給等で、補助対象とする事業に係る部

分のもの。 

②経営改善普及事業指導事業 

補助対象職員が経営改善普及事業の実施に要する経費等で、補助対象とする事業

に係る部分のもの。 

③中小企業活性化対策支援事業 

上記以外で補助対象とする事業の経費。パンフレット・ポスターの作成費用、商
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工会等指導環境推進費、研修事業費などが該当する。 

補助金の額は、それぞれ事業に要した経費の 2分の 1以内とされている。 

商工会は、小規模企業と密に接する機会の多い組織であり、商工会への支援を通

じて、中小企業の活性化を促進していくことを目的とした制度である。 

（２）事業の運営形態 

産業部産業総務課が担当となっている。 

補助金を申請使用する商工会は、市長が定める時期（例年 6月～7月）に所定の書

類を市長に提出する。 

(提出書類) 

① 補助金交付申請書 

② 事業計画書 

③ 事業収支予算書 

④ 納税証明書 

⑤ 市民税・県民税特別徴収義務者指定通知書 

市は提出された書類について内容を審査し、妥当と認められる場合にその交付が決

定される。決定は補助金交付決定通知書によって知らされる。 

補助金の交付を受けた商工会は、対象となった事業が完了した後、1 ヶ月以内に定

める書類を市長に提出する。これにより補助金が当初申請時に意図していた事業に対

して適切に使用されていたかどうかをモニタリングする。 

（事業完了後提出書類） 

① 補助事業実績報告書 

② 事業報告書 

③ 事業収支決算書 

④ その他、市長が必要があると認める書類 

提出された書類の内容を審査し、交付決定内容と適合すると認められると、交付

すべき補助金の金額が確定し、補助金交付額確定通知書によって通知される。 

また、概算払い（事業終了前に補助金の一部を交付する事）を要求する場合は、

別途補助金概算払承認申請書を作成・提出し、市長の承認を受けることとなる。 
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（３）支援の状況 

平成 25 年度に交付を受けているのは、浜名商工会、奥浜名湖商工会、浜北商工会、

天竜商工会及び静岡県中小企業団体中央会の計 5団体である。 

各団体の年度別の推移は以下のとおりとなっている。 

(単位：千円) 

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

浜名商工会 16,872 16,872 16,872 

奥浜名湖商工会 26,176 23,267 19,646 

浜北商工会 14,911 13,414 13,414 

天竜商工会 19,331 19,331 19,331 

静岡県中小企業 

団体中央会 

1,000 1,000 1,000 

計 78,290 73,884 70,263 

上表のとおり、奥浜名湖商工会においては、交付金額が減少傾向にある。 

また、浜北商工会においては平成 24 年度から、浜名・天竜商工会及び静岡県中小

企業団体中央会においては、平成 23 年度から、交付金額が同額となっている。

（４）監査の結果 

ア 実施した監査手続き

所管課である産業部産業総務課担当者から同課作成資料をもとに概要説明を受

けるとともに、以下の関連書類の査閲を行った。監査の結果、合規性の観点から

問題となる事項はなかったが、是正を要する事項について、以下「イ 指摘事項」

とした。 

交付要綱及び関連法案 

補助金交付に係る一連の流れで作成される申請書・決定書 

交付先からの事業報告・予算書等の報告書
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イ 指摘事項

(ア) 補助対象としている事業の有効性について 

当事業は、各商工会及び中小企業団体中央会が実施している中小企業者への

支援業務を援助するものである。 

中小企業者が求める支援の内容は、経済環境の変化とともに少なからず変化

していくものである。その為、商工会が実施する支援業務も時代と共に変化し、

必要となる人的・金銭的な負担も、合わせて変化していくものと推測できる。 

しかし、多くの商工会は、上表に記載のとおり数年間補助金額が同額となっ

ている。中小企業者の支援活動を援助することで活性化を図ることが目的の同

事業は、中小企業者が求める支援に対して柔軟に対応することで、その目的を

達成するものである。 

たしかに業務の中には、中長期にわたって継続的に実施される性質の業務が

存在し、結果的に同額の補助請求が発生している、という面もあるであろう。 

しかし、補助金を交付している他の制度においては、補助金を交付する前段

階における審査のみならず、補助金が当初の目的に即して利用されていること、

補助金の交付に対する有用性が認められることを、事前・事後において詳細に

調査・検討し、場合によっては補助金の減額・返還請求という厳しい措置も行

われている。 

その点において、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。 

よって、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。 

１１ 中小企業経営力強化支援事業 （緊急雇用創出事業）

（１）事業の概要及び運営の形態 

緊急雇用創出事業実施要領によると、緊急雇用創出事業は現下の雇用失業情勢に

鑑み、緊急雇用創出事業臨時特例交付金（以下「交付金」という。）を都道府県に交

付して基金を造成し、この基金を活用することにより、離職を余儀なくされた非正

規労働者、中高年者等の失業者に対して、次の雇用までの短期の雇用・就業機会を

創出・提供する等の事業及び被災地域の本格的な雇用復興を図るため、産業政策と

一体となった雇用面での支援を行うとともに、生涯現役で年齢にかかわりなく働き
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続けられる全員参加型・世代継承型の先導的な雇用復興を支援する事業（以下「基

金事業」という。）を実施し、これらの者の生活の安定を図ることをその趣旨とする

ものである。 

基金事業の事業主体は、都道府県である。国からの交付金を受けて都道府県が基

金を造成する。市町村は当該実施要領に規定の事業を実施する場合に、基金を財源

とした補助金（補助率 10/10）の交付を受けることができる。 

緊急雇用創出事業は①緊急雇用事業、②重点分野雇用創造事業、③起業支援型地

域雇用創造事業に分類され、②重点分野雇用創造事業はさらに重点分野雇用創出事

業、地域人材育成事業、震災等緊急雇用対応事業等に分けられる。平成 25年度に浜

松市が実施した中小企業経営力強化支援事業は、この重点分野雇用創造事業の中の

「重点分野雇用創出事業」の一つである。当該事業については平成 25 年度末をもっ

て基金事業が終了している。 

中小企業を取り巻く環境は厳しい状況が続き、中小企業の資金繰りを後押しする

金融円滑化法が平成 25年 3 月末をもって終了し、中小企業の経営改善に軸足を置い

た支援は喫緊の課題であった。当該中小企業経営力支援事業は静岡県緊急雇用創出

事業臨時特例基金を活用し、離職者の雇用創出を図るとともに、経営コンサルティ

ングを行う商工会議所・商工会の経営指導、あるいはそのサポートができる人員を

増員し、経営改善計画策定や若手経営者・後継者の育成等の経営支援を行うもので

ある。 

事業は委託で行われ、受託者は浜松商工会議所、浜名商工会、奥浜名湖商工会、

浜北商工会、天竜商工会である。本事業の趣旨を全うでき、特定の個人・法人・団

体の利益を目的とせず、公益的な立場に立って、地域商工業の相談に応じ、指導を

行うことができる支援機関であり、また全市的に対応が可能な事業者として浜松商

工会議所及び市内 4商工会に随意契約により委託されている。 

委託業務の内容は中小企業経営に役立つ情報・資料の収集を行ったり、中小企業

が抱える課題を整理し、中小企業金融円滑法終了後の企業再生のために、経営指導

員とともに企業ニーズに応じた支援業務を行うことである。このために、受託者は

一般離職者を新規雇用し（2名以内）、以下の業務に就業させる。 

① 商工業に関する情報・資料の収集・提供 

中小企業の経営に役立つ情報や資料の収集、提供 

② 中小企業経営に関する調査研究 

中小企業経営に役立つような調査研究及びその内容の公開 

③ 中小企業者に対する相談、指導 

企業との面談を通じて、経営改善計画の策定や企業への提案を行い、計画実行
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に向けたアドバイス、相談業務の実施及びそのサポート 

④ 中小企業経営者・後継者の育成 

事業承継や販路開拓といった総合相談の実施及びそのサポート 

新規雇用する労働者については公共職業安定所へ求人申込を行うこと、失業状態

であることを証明する書類等により失業者であることを確認すること、新規雇用す

る労働者の雇用・就業期間は 1年以内（更新不可）であること、その他労働基準法、

労働関係調整法、最低賃金法、その他関係法令等を順守することが求められている。 

（２）支援の状況 

中小企業経営力強化支援事業によって新規に雇用された人数は 10 人であり、被雇

用者の概要は以下のとおりである。 

商工会等 被雇用者 年齢 資格等 

浜松商工会議所 
A 45 消防設備士、第二種衛生管理者等 

B 35 簿記、珠算、情報処理等実務経験有 

浜名商工会 
C 59 ISO14001 審査員補等 

D 41 簿記 2級、税理士試験 1科目合格、宅建等 

奥浜名湖商工会 
E 45 簿記 2級、税理士試験 2科目合格等 

F 62 簿記 1級、甲種防火管理者、宅建等 

浜北商工会 
G 60 CIA 公認内部監査人、ISO14001 審査員補等 

H 64 中小企業診断士等 

天竜商工会 
I 53 農協融資等実務経験有 

J 70 経営計画策定支援等実務経験有 

新規雇用に際しては公共職業安定所で募集することが求められている。上記被雇

用者はすべて公共職業安定所に応募した者である。なお、各受託者への応募数は浜

松商工会議所 7 人、浜名商工会 9 人、奥浜名湖商工会 7 人、浜北商工会 2 人、天竜

商工会 3人であった。 

浜北商工会の被雇用者のうち 1 名は、浜北商工会が引き続き自主財源で継続して

雇用している。 

委託料の内訳は以下のとおりである。 

                                  (単位：円) 

商工会等 人件費 その他経費 消費税 利子収入分 合計 

浜松商工会議所 6,589,474 1,131,720 386,059   8,107,253

浜名商工会 7,976,019 1,143,376 455,969   9,575,364
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奥浜名湖商工会 7,864,843 739,649 430,225 △ 186 9,034,531

浜北商工会 6,581,739 1,896,132 423,894 △ 271 8,901,494

天竜商工会 7,322,096 1,669,753 449,592 △ 237 9,441,204

計 36,334,171 6,580,630 2,145,739 △ 694 45,059,846

委託料は業務収支計画書と業務収支精算書を比較し、業務収支精算書の合計額が

業務収支計画書の合計額を下回った場合には、その差額を契約金額から減額する。

各受託者の実費額は契約額（総額で 55,772 千円）を下回るものであり、それぞれ減

額されて支払われている。 

なお、緊急雇用創出事業は産業総務課では中小企業経営力強化支援事業として行

われたが、浜松市の他の課においても行われており、平成 25 年度の緊急雇用創出事

業による新規雇用者は浜松市全体では 192 人であり、決算額は 289,704 千円であっ

た。 

（３）監査の結果 

ア 実施した監査手続き 

所管課である産業部産業総務課担当者から同課作成資料をもとに概要説明を受け

るとともに、以下の関連書類の査閲を行った。監査の結果、合規性の観点から問題

となる事項はなかったが、是正を要する事項について、以下「イ 指摘事項」とし

た。 

緊急雇用創出事業実施要領 

業務委託書及び仕様書、特命理由書 

業務収支精算書、雇用実績報告書、新規雇用者一覧表、募集方法報告書 

新規雇用者確認票 

イ 指摘事項 

(ア) 新規雇用者について 

今回の中小企業経営力強化支援事業業務委託は経営改善計画策定や若手経営

者・後継者の育成等経営支援を行える人材を雇用して浜松市内の中小企業支

援・企業再生を行うことを目的としているが、採用された人材の資格等がそれ

に見合うのか、考えさせられる人材もある。実際に業務の評価の高かった人材

は当該業務にかなりの経験を有する者であり、浜北商工会はこの事業を通じて
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採用した人材を平成 26年度においては自主財源で雇用している。 

今回実施された中小企業経営力強化支援事業は雇用を創出するとともに、浜

松市の中小企業支援に寄与するものでなければならない。今回の事業に適した

人材が他の応募者の中にいなかったのかどうかは定かではないが、被雇用者の

資格や業務評価を鑑みると、委託費を消化するために採用していたととらえら

れても仕方がないのではないかと感じるケースもある。被雇用者へのアンケー

ト結果において、離職後の就労状況について「再就職先を探す」と回答した被

雇用者が大半であるところ、今回の雇用が経験・技能の蓄積につながったもの

の今後の就職状況については「未定」と回答している被雇用者が 2 名いる。前

述したとおり、緊急雇用創出事業の趣旨のひとつは、離職を余儀なくされた非

正規労働者、中高年者等の失業者に対して、次の雇用までの短期の雇用・就業

機会を創出・提供することであるから、今回の事業の結果はその趣旨には合致

している。しかし、離職後、希望通り再就職できないとしても、今回の雇用に

よる経験を活かして次の雇用につなぐ意思のある人材を確保したほうが、当該

事業と基金をより有効に利用する結果となったのではなかろうか。 

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。 

(イ) 特命理由について 

今回の業務委託は「全市的対応が可能な事業者」として一者特命で商工会議

所・商工会が指名され随意契約により行われているが、商工会議所・商工会が

行うサービスを受けられるのは会員に限定される。そうであるとすると、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。


