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第１ 外部監査の概要 

 １ 選定した特定の事件  

    中小企業支援事業に関する事務の執行について 

 ２ 特定の事件を選定した理由  

日本の中小企業・小規模事業者の全産業に占める割合は 99．7％（2012 年 2 月現

在 中小企業庁統計）である。特に地域経済においては重要な役割を担っており、

中小企業・小規模事業者が雇用の７割程度を生み出しているといわれている。 

浜松市は繊維、楽器、輸送用機器を中心に経済発展を遂げ、各産業の大企業の下

請企業が立地しており、製造業の中小事業所が全国的にも多数立地する都市である。

しかし、昨今、日本の製造業の事業所及び従業者数は減少傾向にあり、製造業の事

業所が多数立地する浜松市ではその傾向は顕著である。総務省の「事業所・企業統

計調査」によれば、1986 年から 2006 年の間に浜松市の繊維・衣服の事業所数が約７

割、金属製品の事業所数が約 4 割減少している。2008 年に起きたリーマンショック

も浜松市経済へ大きな影響を与えた。経済が停滞したこと等により、浜松市の人口

の減少も進んでいる。 

定住人口を増加させるためには地域経済を活性化させ、雇用を確保する必要があ

る。そのためには既存産業の活性化だけではなく、製造業に頼らない企業誘致や新

産業の創出による地域経済の活性化も必要である。また、最近では浜松市の中小企

業は海外進出を積極的に展開しており、そのサポートも不可欠である。 

浜松市では中小企業支援事業として、新たな産業・サービスの創造による地域経

済の振興を基本政策として掲げ、既存産業の高度化と新産業の創出による活力ある

地域経済の実現、企業誘致の推進による産業集積の促進、だれもが働きやすい労働・

雇用環境の整備に取り組んでいる。浜松市の中小企業支援事業を具体的に把握する

とともに問題点、課題を見出し、改善点を提示することは有意義であると考え、本

年度の包括外部監査の対象に選定した。 

 ３ 主な監査要点  

中小企業支援事業の事務の執行が、関連する法令等にしたがって、適正に処理さ

れているか（合規性）、また、当該事務の執行が経済性、効率性、有効性の観点から

適正に実施されているかどうかについて監査を実施した。 

監査対象とした中小企業支援事業については、その役割を担っている産業部の施
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策から次のものを抽出した。 

（１）産業イノベーション推進事業 

① 産業イノベーション支援事業 

② 地域イノベーション戦略推進事業 

③ 産学官連携促進事業 

④ 成長産業創出支援事業 

（２）企業立地推進事業 

（３）海外ビジネス展開支援事業 

（４）創業支援事業 

（５）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） 

（６）マル経融資償還利子助成事業 

（７）中小企業活性化支援事業 

① 中小企業活性化対策事業費助成事業（商工会への補助金） 

② 中小企業経営力強化支援事業(緊急雇用創出事業） 

 ４ 実施した監査手続  

中小企業支援事業の事務の執行に関して作成された関係書類をもとにヒアリング

を行うとともに、関係書類を査閲した。 

監査の結果については、合規性、事務の効率性等の観点から、是正を要する事項

については、「指摘事項」、検討が望ましい事項については、「意見」として本報告書

に記載した。 

 ５ 監査従事者  

（１）包括外部監査人 

       公認会計士  山  田  夏  子 

（２）補助者 

       公認会計士  松  島  達  也 

       公認会計士  藤  田  将  司 

       公認会計士  太  田  恵  輔 

弁護士    杉  田  智  樹 

       弁護士    山 崎  俊  和 
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第２ 中小企業の現状

 １ 浜松市の経済と中小企業の特徴

（１）浜松市の産業の歴史 

浜松市は江戸時代より織物業、製材業が盛んであり、浜松市の産業基盤を作った。

これらの産業は力織機製作から発展し、自動車の試作に成功するまでとなり、戦後、

自動車・オートバイ等の輸送用機器産業へと発展し、現在、浜松市の中核的産業と

なっている。多くの発明家、事業創業者も生み、現在の浜松市の産業はものづくり

産業を中心に発展し、輸送用機器産業だけでなく光技術等の新技術・新産業へ進化

している。 

（２）浜松市の産業構造 

平成 22 年の国勢調査によると、浜松市の就業者数は第一次産業 16,679 人（4.2％）

第二次産業 137,287 人（34.4％）、第三次産業 236,259 人（59.1％）である。平成 17

年の調査結果からは第三次産業の割合が増加しているが、他の政令指定都市及び全

国値と比較すると第二次産業の比率が高く、製造業が集積しているという特徴が表

れている。 

平成 24 年工業統計調査（対象：従業者数 4人以上の事業所）によれば、浜松市の

事業所総数は 2,244 事業所であり、事業所数の分類では 1 位：輸送用機械器具製造

業 464 事業所、2 位：生産用機械器具製造業 267 事業所、3 位：金属製品製造業 

245 事業所である。また、従業者総数は 72,349 人であり、産業分類では、1 位：輸

送用機械器具製造業 24,401 人、2位：生産用機械器具製造業 6,967 人、3位：食

料品製造業 5,743 人となっており、30％超が輸送用機械器具製造業の従業者である。

さらに、製造品出荷額等の総計は 2 兆 853 億円であるが、分類は 1 位：輸送用機械

器具製造業 9,984 億円、2 位：生産用機械器具製造業 1,674 億円、3 位：情報通

信機械器具製造業 1,096 億円である。 

浜松市の製造品出荷額等は輸送用機械器具製造業が 50％近くを占めているだけで

なく、生産用機械器具製造業、プラスチック製品製造業など、自動車産業との関係

の深い産業が上位となっている。 

国勢調査及び工業統計調査の結果が示すように、浜松市は全国有数の工業都市であ

り、輸送用機器を中心とした中小製造業が集積している。 
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このような産業構造であるため、リーマンショックが浜松市の産業に与えた影響は

大きかった。リーマンショック前の平成 19年（2007 年）まで浜松市の製造品出荷額は

順調に推移してきたが、平成 19 年（2007 年）の 3兆 2千億円をピークに現在では 2兆

円前後を推移している。浜松市はこの 1 兆円の減額を埋めるため、輸送用機器関連産

業に次ぐ新たな成長市場の創造が必要となっている。 

（３）浜松市の企業者数 

事業所数・従業者数について、総務省・経済産業省「平成 24 年経済センサス-基

礎調査」（ただし速報値）によると、市内の民営事業所数は 36,470 事業所、従業者

数は 378,157 人である。平成 21 年「経済センサス-基礎調査」では事業所数 38,771

事業所、従業者数 386,392 人であり、この結果と比較すると、事業所数は 2,301 事

業所減少（5.9％減少）し、従業者数も 8,235 人減少（2.1％減少）している。 

（４）浜松市の産業の課題 

浜松市の産業は輸送用機器産業への依存度が高く、これまで同産業の拡大によって

地域経済全体を牽引してきた。また、この産業の中核企業を頂点とするピラミッド型

の企業系列は関連する中小企業の加工技術等を磨き、技術や経営の高度化に貢献して

きた。 

しかし、輸送用機器産業に対する過度の依存は、リーマンショックのように経済環

境を激変させる状況において、浜松市経済全体に大きな影響を与えることとなった。

このため、輸送用機器産業を中心としながらもそれに次ぐ新たな成長産業を創出し、

複合的な産業構造への転換を図り、雇用の創出を行うことが課題となっている。 

浜松市の中小企業支援事業はこのような地域性を踏まえたものであり、次章以降、

具体的に述べる。 
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第３ 浜松市の中小企業支援事業の概要

１ 中小企業支援事業の概要

浜松市の中小企業支援事業は産業部を中心に行われている。平成 25年度の場合、産

業部は「新たな産業・サービスの創造による地域経済の振興」を基本政策に掲げ、以

下の中小企業支援を中心とした政策が執行されている。 

①  既存の産業の高度化と新産業の創出による活力ある地域経済の実現 

②  企業誘致の推進による産業集積の促進 

これら浜松市の中小企業支援事業は平成 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」を基本的構想として政策化されている。よって、以下に、当構想

について記述する。 

２ はままつ産業イノベーション構想 

（１）基本方針 

① 持続的に発展する産業への転換 

   （ⅰ）「新・ものづくり産業」への支援 

ハードの「ものづくり」から、ソフトやシステムの中に人とのつながりや夢・

遊びなどを取り込み、ブランド、さらには文化性など、新たな付加価値を生み

出す「ことづくり」も含めた「新・ものづくり産業」を支援対象とする。 

   （ⅱ）複合的産業構造への転換 

これまで本地域の強みとなってきた輸送用機器産業とともに、地域経済の柱

となる成長産業が複数存在する複合的な産業構造への転換を図ることで、経済

環境の変化に対応できる足腰の強い産業構造を目指す。 

   （ⅲ）新・リーディング産業の創出 

成長が期待される産業分野に焦点を絞り、地域が保有する基盤技術や地域資

源などを活用して、地域経済を牽引できる新たな産業の創出を目指す。それに

は、地域全体が自由に協業できる“オープン･イノベーションの理念”に基づい

た、産学・産産・産学官など様々な連携・連合や、地域に不足している技術、

人材などを地域外からも積極的に導入する。 

② 革新的な中小企業の創出 

   （ⅰ）「自主・自立」による提案型企業への移行 
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地域の中小企業は、依存型、下請け型の体質を脱却し、「自主･自立」による

提案型企業への変革が求められている。系列を越えた企業とのネットワーク構

築や大学との連携、公的な開発支援制度（競争的資金）など、様々な資源をオ

ープンに活用して付加価値の高い技術や製品を生み出す革新的な中小企業への

転換を図る。 

   （ⅱ）競争力の強化 

サプライチェーンの再構築や海外への生産拠点の移転が加速する中で、企業

の生き残りをかけ、個々の技術力や競争力を高めていく必要がある。人材育成、

経営力や技術力の強化、マーケティングなどを支援し、製品の高付加価値化や

販路の開拓等を促進し、企業の競争力の強化を図る。 

③ オール浜松体制の産業支援 

   （ⅰ）公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構による産業支援の強化 

平成 24 年 4 月に 財団法人浜松地域テクノポリス推進機構とはままつ産業創

造センターの組織が一体化され、公益財団法人浜松地域イノベーション推進機

構と改称されている。公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構を総合的

な産業支援機関とし、その機能を強化していく。 

公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構が、浜松地域の産業支援機関、

大学などのネットワークの「要」となり、相談・案内機能（産業支援のコンシ

ェルジュ）の役割を果たすことで、企業が利用しやすい産業支援体制を構築す

る。

また、人材育成、技術開発支援、情報の収集・分析・展開、販路開拓支援、

知的財産活用等の産業支援を、地域の産学官と連携して実施する。 

（ⅱ）産学官連携及び広域連携の強化 

地域産学官の各機関は、産業振興のビジョンを共有して事業の方向性を一致

させるとともに、役割分担と相互補完を進めることで、地域全体として効率的、

効果的な産業支援を実施する。 

また、イノベーションの創出には、広域連携などによる外部資源の活用もカ

ギとなるため、三遠南信地域、さらには、それを越えた中部圏等との連携にも

積極的に取り組み、地域の産業振興に結びつける。 
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（２）基本的戦略 

戦略 1  これからの成長市場・新産業の創出 

浜松地域の産業は、輸送用機器産業を中心に発展を遂げてきた。また、繊維産業、

楽器産業、光･電子産業等は、地域産業の核として輸送用機器産業とともに根付いて

いる。 

地域産業の発展に伴って培ってきたものづくりの高度な基盤技術は、国際的にも

優位性を持つ浜松地域の産業の底力である。今後も、これら既存産業の高度化を図

り、地域産業をより強固なものとするとともに、地域の基盤技術を活かし、次に掲

げる 6つの産業を新たなリーディング産業として位置づけ、重点的に支援を行う。 

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 

戦略 2  オープン・イノベーションの推進 

新たな産業の創出に向け、これまでの産学官連携の枠を越えた有機的で柔軟な体

制のもと、研究開発、事業化、製品化などについて、企業の系列等の垣根を越えて、

地域内外の様々な資源を活用、投入できる「オープン・イノベーション」の体制を

構築していく。 

これまで、研究開発、事業化、製品化などにおいては、個々の企業の力によると

ころが大きかったが、競争力強化のためには、様々な地域資源を結集し、戦略的に

有効活用することが重要である。 

地域内と周辺地域を含めた全ての大学、研究機関と産業界の連携によりイノベー

ションを推進していく。 

①大学の研究施設等を拠点とする「オープン・イノベーションの場」の設置 

大学、中核企業の研究者等が一堂に会し、自由な情報交換や議論、先端技術の

共同研究に取り組む場の設置や活動を支援する。この中から発想豊かなビジネス

構想が発信され、産と学の技術者がグループを構成し「開発ユニット」となり、

プロジェクトの創出や企業家の育成の場所ともなる。 

②オープン・イノベーションの推進方法 

今までの自前主義、閉鎖的な研究開発やシーズ志向に陥りがちな産学連携から
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脱却し、大学、企業、支援機関等が組織や系列の枠組みを越え、必要となる研究

開発能力、技術、人材、資金などの「ヒト、モノ、カネ、情報」を結集し、有機

的な結びつきの中で、マーケット視点での製品化、事業化を見据え、効率的にイ

ノベーションを推進する。 

オープン･イノベーションにより、各種のプロジェクトが次々と生まれ育つシス

テムを構築し、新たな産業イノベーションの創出を目指す。 

戦略 3  企業力の向上支援 

企業は、厳しい経営環境に直面している。このような中、イノベーションの創出

に必要な、企業の基礎体力ともいうべき、ヒト、モノ、カネの経営資源の強化を支

援していく。 

①人材育成、技術の高度化 

（ⅰ）産業人材、経営者等の人材育成 

（ⅱ）技術スキルの向上、研究開発支援 

②知的財産活用 

③国際展開、販路開拓支援 

④資金調達の支援 

戦略 4  企業立地支援 

産業構造の変革に対して、成長分野における企業をターゲットとした、戦略的な

企業誘致をオール浜松体制で推進するとともに、新産業の集積を促進するための立

地環境を整備する。 

①戦略的な企業立地支援 

②立地環境の整備 

（３）構想の推進体制  

ア 浜松市の役割 

浜松市は、地域企業、大学、産業支援機関等に対して、本構想の周知を図り、

産業振興の方向性についての共通認識を醸成するとともに、支援策の実施にあた

っては、本地域の中核的産業支援機関である公益財団法人浜松地域イノベーショ

ン推進機構や浜松商工会議所、大学等と連携し「オール浜松体制」による効果的、

効率的な支援を実施する。 

また、当公益財団法人が総合的な産業支援機関としての機能を十分発揮できる
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ように、必要な支援（人的、資金的等）を行う。 

さらに、本構想と「第 2 次浜松市総合計画」との連携を図り、産業活動の活性

化や企業の競争力強化の視点に立って、都市基盤の整備や生活しやすいまちづく

り、教育環境の整備等に努める。 

イ 公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構を中核とした構想推進体制 

公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構は地域の総合的な産業支援機関

として機能を強化し、本構想の具体化に向け中核的な役割を担う。 

これにより、当公益財団法人は、地域の大学や他の産業支援機関との強固な協

働体制を構築するとともに、地域全体の総合調整機能を整え、企業に対する総合

的な相談、案内機能（産業支援のコンシェルジュ）を果たすほか、産業・技術・

市場情報の収集・分析事業、経営基盤強化事業（人材育成、コーディネート業務

等）、技術開発支援事業、販路開拓支援事業等を担当する。 

また、当公益財団法人は、新技術・新製品開発や市場開拓等、様々な段階にお

いて、国・県・市の補助事業等の受け皿となることや、大手企業等からの支援を

誘導することにより、必要かつ最適な事業を確保する。 

ウ 産学官連携によるオール浜松体制と広域連携 

本構想の実現には、産学官の各機関が、浜松地域の産業振興に対し、共通の認

識を持って活動のベクトルを合わせ、オール浜松体制による効果的な産業支援に

取り組むことが重要である。地域中核企業（大企業）についても、地域産業の発 

展に積極的な役割を果たすことを期待し、系列を越えた技術、人材、情報、ネッ

トワーク等の提供を求めていく。

また、三遠南信地域の産学官による広域的な連携体制を強化し、「三遠南信地域

基本計画」、「地域イノベーション戦略」等、広域計画の着実な推進を図ることに

より、連鎖的なイノベーションを創出する。 
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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。 

（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。 

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。

（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

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
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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 産学官連携促進事業 

（１）事業の概要 

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。

①大学技術移転事業  

②浜松地域新産業創出会議負担金  

③レーザー中核人材育成事業負担金

④組込みソフトウェア技術コンソーシアム負担金 

⑤はままつ次世代光・健康医療産業創出拠点負担金 

⑥海外進出支援機関等負担金 

1)公益財団法人静岡県国際経済振興会に対するもの 

2)ジェトロ浜松貿易情報センターに対するもの 

⑦スタートアップ都市推進協議会負担金 

（２）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
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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。 

（３）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

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
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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。 

４ 成長産業創出支援事業 

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

５ 企業立地推進事業 

（１）事業の概要  

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。 

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。 
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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

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。 

（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

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。 

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
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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 

（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。 

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） 
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（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。 

８ 中小企業金融支援事業 

（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

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

連携する事を前提としており、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
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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 

②信用保証協会への事務費負担金の交付 

（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。 

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。 

（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、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 2 条第 2 項によって制度上担保

されている。 

１０ 中小企業活性化対策事業費助成事業

（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
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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。 

（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。 

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 

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。市町村は緊急雇用創出事業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。 

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。 
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第５ 監査の結果 

１ 総括的意見 

（１）今後の方向性について

平成 23年に策定されたはままつ産業イノベーション構想をもとに浜松市の中小企

業支援事業は政策化されているが、本構想は策定から 5 年後に見直しが行われる予

定である。今後の中小企業支援も当初の 6 つの産業分野を重点分野とする点は変わ

らないが、浜松地域の事業所等の状況変化に対応していくとのことである。 

浜松市のものづくり産業という地域性を活かした構想及び中小企業支援事業であ

ることは間違いない。しかし、「第 2 2 浜松市の経済と中小企業の特徴」で述べた

ように、全国的にみれば、製造業の比率が高いという特徴はあるものの平成 17年以

降、第 3次産業の事業所の比率も増加している。 

今後はものづくり産業への支援を続けつつ、現状の制度が利用できる分野を拡大

していく方向を検討してもよいのではないかと考える。

（２）補助金事業の事後評価

産業支援事業の補助金交付事業については補助金を交付した事業が具体的成果を

上げるかどうかの判断は難しいと感じる点はある。しかし、補助金によっては、支

援する側、また、補助金を受ける企業側も具体的な成果目標、例えば補助金を交付

することによる売上目標があってもよいのではないだろうか。補助金制度が利用で

きるから利用するという発想で補助金を利用し、また、交付側も条件を満たすから

交付するというだけでは、有用な産業支援事業にはなりえない。

「はままつ産業イノベーション構想」の中でも、本構想の推進にあたっては地域

産業界自身の「自主・自立」の取り組みが不可欠と述べられている。補助金制度を

利用した後の、各企業の取り組みが産業支援制度では重要である。特に新産業創出

事業費補助金については、支援側、支援される側双方に具体的な成果目標を持つこ

とを検討してもよいのではないかと考える。

２ 個別指摘事項 

（１） 産業イノベーション支援事業 

ア 当初計画を適時に修正できる体制の構築の必要性 
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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
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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。 

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
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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。 

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。 

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



第５ 監査の結果

24

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 

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。 
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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。 

（２）地域イノベーション戦略推進事業 

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 

ア はままつ次世代光・健康医療産業創出拠点負担金の報告書の記載内容 

拠点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 
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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） 

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。 
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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、
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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。 

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
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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 

ア 補助金支出後の対応 

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、
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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

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。 

（５）海外ビジネス展開支援事業 

ア 中小企業海外ビジネス展開支援事業費補助金 
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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 

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
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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
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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。 
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（６）創業支援事業 

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。 

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
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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。 

（７）中小企業活性化対策事業費助成事業 

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。 
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（８）中小企業経営力強化支援事業 

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。 
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３ 個別意見 

（１） 産業イノベーション支援事業 

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）。 

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（1）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）成長産業創出支援事業 

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。
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（３）企業立地推進事業 

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。 

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。 



第５ 監査の結果

40

（４）海外ビジネス展開支援事業 

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。 
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（５）中小企業金融支援事業 

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

って事情が異なる事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。 

（６）マル経融資償還利子助成事業 

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。 
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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。 

（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。 


