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Ⅰ 包括外部監査の概要 

１．外部監査の種類 

地方自治法第 252 条の 37第 1項及び第 4項に基づく包括外部監査 

 

２．選定した特定の事件（テーマ） 

産業振興及び観光振興に関する財務事務の執行について 

 

３．特定の事件（テーマ）を選定した理由 

高槻市（以下、「市」という。）においては、全国的に少子高齢化・人口減少が進む中で、

将来人口推計では、令和元年度末 351千人から令和 10年度末には 342千人まで減少するこ

とが見込まれている。人口減少は市の財政規模、とりわけ市民税や固定資産税等の税収に

も影響し、財源の縮小が行政サービスの低下に繋がりかねないため、市では様々な施策が

展開されているところである。 

その中で、市は住民から選ばれるために魅力的なまちづくりを行い、産業や観光を振興

して地域の活性化に資する計画を策定し、「稼ぐ自治体」を目指す必要があると考える。 

市は、この産業や観光を振興して地域の活性化を目指す計画として、「高槻市産業振興ビ

ジョン」（以下、「産業振興ビジョン」という。）、「高槻市観光振興計画」（以下、「観光振興

計画」という。）、「高槻市中心市街地活性化基本計画」（以下、「中活計画」という。）等を

策定している。また、産業振興と観光振興を同列に位置付け、かつ、密接に連携しながら

取り組むため、「産業振興ビジョン」と「観光振興計画」を統合し、令和３年度から新たに

「高槻市産業・観光振興ビジョン」（以下、「産業・観光振興ビジョン」という。）として策

定を進めている。 

こうした計画における事業が「高槻市総合戦略プラン（第５次高槻市総合計画）」（以下、

「総合戦略プラン」）という。）の下、有機的かつ一体的に運用され、効果的な事業として

成果が上がっているかについては、市民の関心も高いものと考えられる。 

以上より、これらの事業に係る財務事務を合規性のみならず効率性及び有効性等の観点

から検証することは有用性が高いと判断し、特定の事件として選定した。 

 

４．監査対象年度 

原則として、令和元年度 

（必要に応じて平成 30年度以前の各年度及び令和２年度についても対象とした。） 

 

５．監査の方法 

（１）監査の実施期間 

令和２年６月 29 日から令和３年３月 30日まで 

 



5 
 

（２）補助者 

公認会計士   石崎一登 

公認会計士   橘髙英治 

公認会計士   谷川竜也 

公認会計士   林 伸一 

公認会計士   原 繭子 

公認会計士   横田慎一 

弁護士     田端 聡 

 

（３）監査の実施方法 

（監査の視点） 

ア．産業振興についての主な監査要点 

・所管課の事務事業が「『高槻市みらいのための経営革新』に向けた改革方針」（以下、「改

革方針」という。）や「産業振興ビジョン」に照らして、産業振興の成果を出すべく効

果的効率的に進められているか。 

・所管課の事務事業が法令等に基づき、適切に実施されているか。 

・「産業振興ビジョン」の各プロジェクトの事業に設定された指標の設定根拠と考え方が

適切であるか。また、個別の計画に照らして産業振興に資する成果（アウトカム）指

標となっており、実績測定に妥当性があるか。 

・「産業振興ビジョン」の各プロジェクトの事業は他のプロジェクトや計画における事業

と適切に連携され、相乗効果をもたらすような設計になっているか。 

・「地域の活性化」や「稼ぐ自治体」を意識して、庁内の所管課との連携調整や高槻商工

会議所（以下、「商工会議所」という。）等の民間活力を引き出す運営が適切に行われ

ているか。 

 

イ．観光振興についての主な監査要点 

・所管課の事務事業が「改革方針」や「観光振興計画」に照らして、観光振興の成果を

出すべく効果的効率的に進められているか。 

・所管課の事務事業が法令等に基づき、適切に実施されているか。 

・「観光振興計画」の各事業に設定された指標の設定根拠と考え方が適切であるか。また、

個別の計画に照らして観光振興に資する成果（アウトカム）指標となっており、実績

測定に妥当性があるか。 

・「観光振興計画」の各事業は他のプロジェクトや計画における事業と適切に連携され、

相乗効果をもたらすような設計になっているか。 

・「地域の活性化」や「稼ぐ自治体」を意識して、庁内の所管課との連携調整や民間、と

りわけ（公社）高槻市観光協会（以下、「観光協会」という。）や商工会議所等の民間
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活力を引き出す運営が適切に行われているか。 

・市と観光協会は観光振興に向けた良好な関係と実施体制を構築しているか。 

 

ウ．中心市街地活性化基本計画関連事業についての主な監査要点 

 ・所管課の事務事業が「改革方針」や「中活計画」に照らして、高槻市中心市街地活性

化の成果を出すべく効果的効率的に進められているか。 

・所管課の事務事業が法令等に基づき、適切に実施されているか。 

・「中活計画」の各事業は他のプロジェクトや計画における事業と適切に連携され、相

乗効果をもたらすような設計になっているか。 

・「中活計画」の各事業に設定された指標の設定根拠と考え方が適切であるか。また、

個別の計画に照らして高槻市中心市街地活性化に資する成果（アウトカム）指標とな

っており、実績の測定に妥当性があるか。 

・「地域の活性化」や「稼ぐ自治体」を意識して、庁内の所管課との連携調整や商工会議

所等の民間活力を引き出す運営が適切に行われているか。 

 

（監査手続き） 

  下記の監査対象所管部局から事業別予算書等の関連資料を入手し、所管課別の質問書

を作成した。その回答に基づき、必要に応じてヒアリングを実施した。なお、市は令和

元年８月 13 日付けで機構改革を実施しており、監査対象部局の名称について令和元年８

月 13日現在と平成 31年４月１日現在で異なっている部局がある。そこで、上記の時点

で名称の異なる部局について下記のとおり比較して記載するが、監査対象部局は特に断

りのない限り、令和元年８月 13 日現在の組織名称で統一して記載する。 

 

（令和元年８月 13日現在） 

監査対象部局 ヒアリング対象所管課 

総合戦略部 市長室 

市民生活環境部 コミュニティ推進室 

健康福祉部 福祉政策課、長寿介護課 

都市創造部 都市づくり推進課、管理課、公園課 

街にぎわい部 産業振興課、観光シティセールス課 、歴史にぎわい推進課、

文化スポーツ振興課、文化財課 

交通部 総務企画課 
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平成 31 年４月１日現在 令和元年８月 13日現在 

総合戦略部秘書課 総合戦略部市長室 

市民生活部コミュニティ推進室 市民生活環境部コミュニティ推進室 

産業環境部産業振興課 街にぎわい部（※１）産業振興課 

－ 街にぎわい部観光シティセールス課（※２） 

－ 街にぎわい部歴史にぎわい推進課（※３） 

市民生活部文化スポーツ振興課 街にぎわい部文化スポーツ振興課 

教育委員会教育管理部文化財課 街にぎわい部文化財課 

交通部総務課 交通部総務企画課 

  ※１街にぎわい部は、産業環境部を廃止し、産業、観光、文化スポーツの振興と文化財

業務を所管する部として新設した。 

  ※２観光シティセールス課は、産業振興課が所管していた観光業務、旧営業広報室が所

管していたシティプロモーション業務、旧機動政策室が所管していたふるさと寄附金

業務を所管する。 

  ※３歴史にぎわい推進課は、文化スポーツ振興課が所管していた新文化施設関連業務、

公園課が所管していた城跡公園再整備関連業務、旧安満遺跡公園整備室が所管してい

た業務を所管する。 

 

（４）監査報告書作成上の共通事項 

監査報告書作成に際して、下記の事項を本文における共通事項として整理している。

ただし、表についてはその限りではない。 

ア．金額及び比率の単位 

・金額は原則として千円単位、千円未満切捨て。 

・比率は小数点一桁、一桁未満切捨て。 

 

イ．法人の呼称 

法人の呼称はできるだけシンプルにするため、以下の記載とする。 

 

・株式会社（株）○○、○○（株） 

・有限会社（有）○○ 

・公益財団法人または公益社団法人（公財）○○、（公社）○○ 

・一般財団法人または一般社団法人（一財）○○、（一社）○○ 

・社会福祉法人（社福）○○ 

・特定非営利活動法人（特非）○○ 

・独立行政法人（独）〇〇 
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ウ．監査の「結果」と「意見」の区分について、以下の取扱いとする。 

 

「結果」 「意見」 

１．法令等（法令、条例、規則、規程、要

綱等）に抵触するもの。ただし、明ら

かに軽微なものは除く（単純ミス等他

に影響しないもの） 

２．法令等の違反でなくても、不当である

もの、又はその行為が正当性を欠き、

市に是正や改善を求めるもの 

１．結果以外のもの 

２．経済性・効率性・有効性等の観点から、

施策や事業の運営合理化等のために、

市に改善を要望するもの 

 

６．利害関係 

包括外部監査の対象とした事件につき、地方自治法第 252条の 29の規定により記載すべ

き利害関係はない。 
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Ⅱ 監査対象の概要 

１．高槻市産業振興ビジョン及び実施計画の概要 

 市は、商業・サービス業、観光、工業の分野における関係者が協力･連携して、産業振興

に取り組むための指針として、「産業振興ビジョン」を策定している。すなわち、｢総合戦

略プラン｣に描いた産業振興の形の具現化を念頭に置き、「産業振興ビジョン」を平成 25年

２月に改訂し、公表している。 

 

 （図表１ 「産業振興ビジョン」と｢総合戦略プラン｣の関係図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （出所 高槻市産業振興ビジョン） 

総合戦略プラン 

基本構想 

基本計画 

産業振興ビジョン 

 

（実施計画） 

平成 23年度 平成 25年度 平成 32 年度 平成 28 年度 

10 年 （原則 5 年で見直し） 

10 年 

8 年 

実施計画 （ローリング方式で毎年見直し） 

4 年 4 年 

2年 
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 市が「産業振興ビジョン」を策定した目的は、「自立した都市経営を行うため税収及び地

域雇用の確保を図り、地域経済の発展に資すること」とし、３つの戦略として、「積極的な

シティセールスの展開」、「『攻め』の産業振興」、「多様な活性化ネットワークの形成」を掲

げ、後述の６つのチャレンジ・プロジェクトを明確に打ち出すことによって、関係者が展

開すべき振興策の方向を示している。 

 市は、「産業振興ビジョン」の実現度合いを測るため、具体的な指標と目標年次である平

成 32 年度（令和２年度）の達成を目指す主な目標値を以下に掲げている。 

 

（図表２ 「産業振興ビジョン」の主な取り組み項目と目標値） 

 

【商業・サービス業分野】 

主な取り組み項目 目標（平成 24 年度～平成 32 年度） 

商店街・小売市場への支援 補助金交付件数：15 件 

創業・個店への支援  補助金交付件数：30 件 

アート博覧会 参加者数 ：9,900 人 

起業家道場 受講者数 ：200 人 

卒業者数 ：100 人 

コミュニティビジネス入門講座  参加者数 ：200 人 

 

【観光分野】 

主な取り組み項目 目標（平成 24 年度～平成 32 年度） 

観光案内所の利用促進  利用者数 ：25,000 人 

観光ボランティアガイドの利用促進  ガイド利用申込み件数：600 件 

はにたん観光情報コーナーの利用促進  利用者数 ：250,000 人 

 

【工業分野】 

主な取り組み項目 目標（平成 24 年度～平成 32 年度） 

企業立地促進条例に基づく奨励金制度によ

る企業支援 

事業者指定数 ：10 社 

企業定着促進補助金による企業支援 補助金交付件数：10 件 

ビジネスコーディネーターによるビジネス

マッチング 

訪問件数 ：2,000 件 

マッチング件数： 300 件 

産学連携マッチング マッチング件数：30 件 

 （出所 高槻市産業振興ビジョン） 
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 市は、「産業振興ビジョン」が示す前述の目的と戦略を踏まえ、具体的な行政施策を計画

的に実施するため、以下に示す６つのチャレンジ・プロジェクトに沿って「実施計画」を

策定している。 

 

（１） 産業都市プロモーションプロジェクト 

（２） 商業にぎわいまちづくりプロジェクト 

（３） 起業家育成・経営力強化プロジェクト 

（４） 観光集客まちづくりプロジェクト 

（５） ものづくり企業高度化支援プロジェクト 

（６） 企業定着・誘致推進プロジェクト 

   

実施計画の計画期間は前・後期各４年間であり、現在は平成 29年度～平成 32年度（令

和２年度）の後期４か年として施策の選定を行い、毎年度、進捗状況を管理している。 

この実施計画は、市の産業振興を図る行政の内部指針であるとともに、進捗管理のツー

ルとして位置付けられており、産業振興に関する具体的施策を総合的かつ円滑に推進する

ための基本的な計画として用いられている。また、社会経済情勢や事業所のニーズに即し

た対応をしながら、必要に応じて計画内容の見直しを行うこととしている。 

なお、市は「産業振興ビジョン」と後述の「観光振興計画」を併せて、令和３年度から

「産業・観光振興ビジョン」として新たに統合した個別計画を策定中であり、その骨子案

は令和２年３月に公表されている。 

 

２．高槻市観光振興計画及び実施計画の概要 

 市は、「名勝・摂津峡」をはじめとした豊かな自然資源や安満遺跡などの歴史資源、高槻

ジャズストリートなどの誘客イベントなど、様々な地域の魅力資源を有している。こうし

た地域資源を活用した観光事業を発展させるべく、平成 32 年度（令和２年度）を目標年次

として、新たな「観光振興計画」を平成 27年度に策定している。そこでは、市の観光が目

指す 5年後の将来像を「市民が楽しみ、市外から人が集まる体験交流型観光『オープンた

かつき』」と据えている。そして将来像に基づき、体験交流型観光の推進や摂津峡周辺活性

化の推進など 6つの戦略を設定し、観光事業の推進に取り組んでいる。 

 図表３に記載のとおり、「観光振興計画」は、「総合戦略プラン」の個別計画であるとと

もに、「産業振興ビジョン」の６つのチャレンジ・プロジェクトの一つである「４ 観光集

客まちづくりプロジェクト」のより詳細な計画として策定されている。そして、市の「観

光振興計画」は他の個別計画とも関連するため、これらの計画との整合性を図りつつ、市

の観光振興を実現するものとしている。 
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 （図表３ 「観光振興計画」と「総合戦略プラン」の関係図） 

 

 （出所 高槻市観光振興計画） 

 

 市は、「観光振興計画」の将来像と戦略を踏まえ、具体的な指標と目標年次である平成 32 

年度（令和２年度）の達成を目指す主な目標値を以下に掲げている。 

 

（図表４ 観光振興計画の取り組み項目と目標値） 

項目 現状値(H26年度) ５年後の目標(H32年度) 

主要観光施設利用者数  792,775 人 800,000 人 

主要宿泊施設利用者数  

※宿泊施設の廃業分除く 

62,336 人 68,700 人 

主要なイベントへの参加人数 420,312 人 440,000 人 

体験プログラム等への参加人数 1,815 人 2,200 人 

摂津峡下の口・上の口駐車場の利用台数 12,661 台 15,000 台 

 （出所 高槻市観光振興計画） 

 

市は、「観光振興計画」が示す「将来像」を受けて、以下に示す６つの戦略に基づいた具

体的な実施計画を策定しており、平成 28年度から５年間で重点的に取り組むべき事業を選

定し、各年度の進捗状況や状況変化、予算状況等に対応し、目標設定や内容を柔軟に変更

しながら、計画の実効性の確保に努めている。 
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（６つの戦略） 

戦略１ 体験交流型観光の推進 

戦略２ 摂津峡周辺活性化の推進 

戦略３ インバウンド対応の検討・推進 

戦略４ 観光情報の発信と連携の推進 

戦略５ 高槻らしい食・お土産・名物づくりの推進 

戦略６ 観光基盤と体制整備の推進 

 

３．高槻市中心市街地活性化基本計画の概要 

市の中心市街地は、ＪＲ高槻駅と阪急高槻市駅の両駅を中心として、多様な都市機能、

店舗、事業所などが集積しており、市民の生活拠点としてだけでなく、市外から市を訪れ

る方々に対する「高槻の玄関口」としての大切な役割を担っている。市は、全国的に進む

少子高齢化や人口減少、消費生活等の状況変化に対応するために中心市街地に都市機能を

集約して、コンパクトで持続可能なまちづくりを目指している。 

このような状況の中で、市は平成 21年 12月に第１期認定「中活計画」を策定し、その

結果を踏まえて中心市街地のさらなる活性化に向け、第２期となる新たな「中活計画」を

策定し、平成 29 年６月 23 日付けで内閣総理大臣から認定を受けている。第２期計画では、

基本的な考え方として市の立地特性を活かしつつ、中心市街地が抱える課題を解決し、回

遊性の向上や経済活力の増進を目的とした事業を一体的に推進することで、まちの活性化

を図ることとしている。 

そして、中心市街地の活性化の基本方針及び目標として下記及び図表５に示す項目を掲

げ、区域はＪＲ高槻駅、阪急高槻市駅を中心とした約 150haをエリアとし、平成 29年７月

～令和５年３月（５年９か月）の期間で平成 21年６月に設立された「高槻市中心市街地活

性化協議会」を中心に民間事業者や関係団体の合意形成を図りながら、基本計画に沿って

推進することとしている。 

第２期認定「中活計画」では、都市機能の増進、経済活力の向上、都市福利施設の整備

等を図る 77 事業を設定し、当該事業を実施する主体、中心市街地の活性化を実現するため

の位置付け及び必要性、実施時期等が記載されている。 

 

（活性化の基本方針） 

１．集客拠点の強化と、各拠点をつなぐ動線強化による、中心市街地の来街機会の増加

と回遊性の向上 

２．魅力ある個店の育成や、官民一体となった商業・サービス機能の導入（商業空間の

質の向上）による、経済活力の増進 
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 なお、第２期認定「中活計画」のうち、経済活力の向上に係る事業で構成されているの

が第７章「中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、民間中心市街地商業活性

化事業、中心市街地特例通訳案内士育成等事業その他の経済活力の向上のための事業」と

第８章「同事業と一体的に推進する事業」である。これらの事業は、「産業振興ビジョン」

におけるプロジェクトとの関連性が高いと考えられることから、後述のとおり「産業振興

ビジョン」と重複しない事業として抽出したものを監査対象としている。 

 

（図表５ 中活計画の基本方針と目標） 

 
 （出所 第２期「高槻市中心市街地活性化基本計画(概要版）」） 
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４．高槻市産業振興ビジョン、高槻市観光振興計画、高槻市中心市街地活性化基本計画

の関係 

「産業振興ビジョン」、「観光振興計画」及び「中活計画」の概要を述べてきたが、いず

れも「総合戦略プラン」の施策を具体的に実施する個別計画である。これらのビジョン及

び計画は相互に関連するものであるが、その目的・目標を達成するためには、それぞれが

相互に連携して事業を実施する必要があるのは言うまでもない。 

市の産業振興、観光振興及び中心市街地活性化を図るには、庁内での連携はもちろん、

市民や大学、民間企業、金融機関など多様な関係者と連携または協力を得なければ、相乗

効果を出すことが難しく、それぞれの成果は得られないということだと考える。 

これらのビジョン及び計画における事業について、所管する主たる担当課は産業振興課

と観光シティセールス課であるが、令和元年８月 13日時点の他の所管課や民間が主体とな

っている事業を調査したところ、下記の表のとおりとなった。 

 

（図表６ ビジョン及び計画における担当又は連携事業数） 

ビジョン及び計画 産業振興課

担当事業数 

観光シティセ

ールス課担当

事業数 

他の所管課

担当事業数 

連携民間 

担当事業数 

計 

「産業振興ビジョン」 37 12 20 48 117 

「観光振興計画」 2 40 46 46 134 

「中活計画」 10 4 13 18 45 

計 49 56 79 112 296 

注１． 「産業振興ビジョン」及び「観光振興計画」は、それぞれの実施計画から担当又

は連携する事業数を算定、「中活計画」は、「産業振興ビジョン」に関連し監査対

象とした第７及び８章から担当又は連携する事業数を算定。「観光振興計画」は、

令和元年８月 13 日時点における事業数。 

注２． 他の所管課の主なものは、文化スポーツ振興課、都市づくり推進課、公園課、コ

ミュニティ推進室などである。 

注３． 連携している民間の主なものは、商工会議所、観光協会、高槻市都市交流協会、

市民団体などである。 

（出所 高槻市産業振興ビジョン及び高槻市観光振興計画の実施計画、高槻市中心市街地

活性化基本計画より監査人作成） 

 

以上より、これらのビジョン及び計画には市の相当数の所管課や民間が関わっているこ

とが見て取れる。特に観光振興事業は多くの所管課及び民間が担当又は連携しており、関

係者の幅の広さが浮き彫りになっている。市は、産業振興、観光振興及び中心市街地活性

化の事業を効果的効率的に実施するためには、あらためて全庁的かつ多様な関係者との連
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携及び協力が必要となることがわかる。 

 

５．産業振興及び観光振興に関する財務事務を所管する部局の概要 

市の産業振興及び観光振興に関する事業は、多くの所管課や民間が担当又は連携してい

ることについては前述のとおりであるが、その業務の中心は産業振興課と観光シティセー

ルス課が所管している。そこで、両課の概要について、職員数、事務分掌、業務分担を以

下に記載する。なお、産業振興課のうち、労働分野担当は監査対象外であるが、後述のⅢ 監

査の結果及び意見（総論）全般意見１に関連するため、記載している。 

 

（１）産業振興課 

① 職員数（令和元年８月 13日現在） 

課長１名、課長代理１名、主査２名、一般職６名 計 10名 

このほか、非常勤職員等として、以下の職員が在籍している。 

 

・非常勤職員 １名 

・アルバイト職員 １名 

・融資相談員（専門職） ３名 

・労働相談員（専門職） ２名 

 

② 事務分掌 

1) 企業立地に関すること。 

2) ものづくり支援に関すること。 

3) 起業及び創業に係る支援に関すること。 

4) その他企業の振興に関すること。 

5) 地域商業の振興に関すること。 

6) 協同組合等の利子補給等に関すること。 

7) 中小企業の金融の円滑化及び融資のあっせんに関すること。 

8) 商工業の振興及び活性化に関すること。 

9) 営業証明に関すること。 

10) その他商工業に関すること。 

11) 労働に係る知識の普及及び能力開発に関すること。 

12) 労働福祉の増進に関すること。 

13) 就労支援に関すること。 

14) 労働に係る相談に関すること。 

15) その他労働福祉対策に関すること。 
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③ 業務分担 

１）庶務・課内共通業務 

項目 内容 

庶務 予算編成・執行管理、決算、物品管理（在庫管理・発注等）、

９階の庶務（コピー機、用紙関係、災害対応）、CMS対応、課

ホームページ管理、消費税転嫁相談窓口担当、庁内外照会対応、

現金出納、会計年度任用職員等労務管理・報酬関連事務 

産業振興審議会運営 審議会開催・運営・議事録作成、産業振興ビジョン（進捗管理） 

新ビジョン策定関係 ビジョン策定事務、実施計画策定事務、庁内調整 

パートナーシップ強化事

業 

産業フェスタの企画、準備、実施、商工会議所との調整 

 

２）企業分野 

項目 内容 

企業訪問 市長の企業訪問、職員の企業訪問 

創造的企業創出事業 全体管理、ビジネスコーディネーター委託契約、ものづくり企

業合同交流会、産学連携推進関連 

企業立地促進事業 条例関係事務、事業者指定事務、企業立地奨励金交付事務、制

度周知・広報活動、情報収集・共有、庁内調整等 

企業定着促進事業 企業定着補助金交付事務、広報 

固定資産税の特例対応 先端設備等導入計画の認定業務 

地域未来投資促進法関連 地域経済牽引事業計画の確認 

社宅等整備促進事業 補助金交付事務 

工場立地法届出事務・開

発協議 

工場立地法届出受付、開発協議 

産業物産展示コーナー 申請受付、入れ替え対応 

土地利用検討 情報収集・共有、関係課調整 

その他 事業継続力強化支援計画関係事務、企業向けメルマガ発信等 
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３）商業分野 

項目 内容 

地域商業振興関係 商店街活性化法・地域商業活性化条例関連事務、商店街まわり

（ニーズ調査等）、商業団体相談対応（商店街設立、補助事業

活用相談等対応）、商店街取組紹介 

商業団体振興補助事業 商業団体振興補助金交付事務、国・府補助金対応（情報収集、

周知、申請支援）、補助事業後状況確認等 

その他商業振興関係 大規模小売店舗立地法関連事務、百貨店相談対応等 

商工会議所連携事業 商工業振興事業補助金交付事務、各種会合対応（調整等）、法

定台帳賦課金許可関係、異業種交流会事務 

中小企業資金融資事業 協同組合利子補給事務、セーフティネット保証認定事務、融資

のあっせん・信用保証料補給事務、信用保証協会との調整、融

資調査（現地、電話）、営業証明発行事務 

起業家育成関係 たかつき創業塾・スタートアップセミナー・新米経営者講習等

運営、シニア創業促進セミナー企画・運営 

創業支援関係 創業・個店支援補助金（募集、選定会議運営、交付事務）、創

業者フォローアップ、創業支援事業計画関連事務（進捗管理・

ワンストップ窓口運営・連携機関との調整）、支援制度ＰＲ、

案件発掘、情報収集 

中心市街地活性化推進事

業 

基本計画進捗管理、内閣府調整、中心市街地活性化協議会支援、

たかつきアート博覧会関連事務、歩行者通行量調査関連事務、

各種イベント支援 

ホテル等立地促進事業 制度周知、広報活動、市有地ホテル調整 
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４）労働分野 

項目 内容 

勤労者保護啓発事業 ワークルールセミナー（４市１町）開催、事業主人権啓発講演

会、技能功労者表彰対応、ワーキングニュース作成・発行、労

働センター関係 

労働相談関係 労働相談窓口運営、紙上労働相談 

勤労者福祉共済事業 勤労者互助会支援 

高槻地区人権推進員企業

連絡会 

事務局運営、茨木・高槻・摂津・島本地区人企連懇話会 

茨木雇用開発協会関係 負担金事務 

障がい者雇用促進事業 障がい者雇用支援講演会、障がい者雇用問題懇談会、障がい者

雇用奨励金支給事務、障がい者雇用相談窓口運営 

就職困難者等就労支援事

業 

就職困難者就労支援計画関係事務（進捗管理、全面改訂、実施

計画策定）、就労支援協議会・専門部会の開催、就職お役立ち

セミナー、障がい者合同就職面接相談会、若年者資格取得支援

助成金交付事務 

企業面接会関係 合同企業面接会、三市一町合同就職フェア 

地域職業相談事業 ワークサポートたかつき運営管理、マザーズコーナー関連セミ

ナー開催 

勤労者住宅資金融資 勤労者住宅資金預託 

 

（２）観光シティセールス課 

① 職員数（令和元年８月 13日現在） 

部長代理兼課長１名、課長代理１名、主査１名、一般職４名 計７名 

このほか、非常勤職員１名に加え、副主幹級職員（総務部付）が１名、観光協会に市

から事務局次長として派遣されている。 

 

② 事務分掌 

1) 特徴的な施策、地域資源等の情報発信その他の市の魅力発信の企画、立案及び実

施並びに総合調整に関すること。 

2) 市の魅力発信に係る指示に関すること。 

3) 観光に関すること。 

4) ふるさと寄附金に関すること。 
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③ 業務分担 

１）庶務・課内共通業務 

項目 内容 

庶務 

予算編成・執行管理、決算、物品管理（在庫管理・発注等）、

課ホームページ管理、庁内外照会対応、会計年度任用職員等

労務管理等 

 

２）観光分野 

項目 内容 

観光協会補助事業 
補助金支出、あり方検討、イベント事業支援、案内所運営支

援、ボランティアガイド会議 

地域情報発信事業 

パンフレット作成、歴史観光関連、観光案内所運営（阪急、

今城）、イベント実施、たかつき土産支援、歴史街道推進協

議会、阪急沿線観光あるき 

はにたん関係業務 
イラスト使用許可申請関係、着ぐるみ貸出管理、着ぐるみメ

ンテナンス関係 

観光関連事業者支援業務 観光関連団体等支援 

摂津峡周辺活性化業務 環境基盤整備、団体調整 

オープンたかつき業務 イベント実施、交付金申請関係、各種会議等 

試行的観光プロモーショ

ン業務 

イベント企画・実施、ＳＮＳ管理 

観光振興計画管理業務 観光振興計画進捗管理、観光統計調査 

新ビジョン策定関係業務 ビジョン策定事務、実施計画策定事務、庁内調整 

 

３）定住促進プロモーション分野 

項目 内容 

定住促進プロモーション

事業 

定住促進プロモーション業務、広告掲出業務、マーケティン

グ調査業務、営業活動 

 

４）ふるさと納税分野 

項目 内容 

ふるさと寄附金事業 日々受付、決裁、運用関係、業務委託 
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６．監査対象事業及び予算の概要 

 令和２年度の包括外部監査の対象は、「産業振興ビジョン」の実施計画及び「中活計画」

から抽出した関連事業としている。このため、監査対象は上記実施計画等の各事業となっ

ているが、その中心は産業振興課及び観光シティセールス課である。 

この点、令和元年度の産業振興課の当初予算との関係は、産業振興課の当初予算を展開

したものが上記実施計画等の各事業の予算となる位置付けである。観光シティセールス課

は、前述のとおり令和元年８月 13日付けの機構改革により、平成 31年４月１日現在の課

（室）の事務の一部を所管する課として設置された。このため、観光シティセールス課の

予算の一部は産業振興課の令和元年度の当初予算に含まれている。 

そこで、まずは監査対象となる令和元年度の産業振興課の関連する事業別の当初予算（６

月補正時点）を下記のとおり参考に記載し、その後に上記実施計画等の各事業の予算を記

載することとした。なお、後述の各プロジェクトの事業別予算の表は、「産業振興ビジョン」

の実施計画及び「中活計画」から抽出した関連事業について、市から入手した資料を加工

したものである。当該事業別予算表において、予算がない場合はゼロ、一つの予算で複数

の事業を実施する場合は、それぞれの事業に同額の予算を計上している。複数の所管課が

担当する事業は予算がある所管課のみを記載している。また、表中の「※」は、取組に関

する予算を明確に切り分けられないため、予算上の全体事業費を記載している。 

 

（図表７ 令和元年度の産業振興課の当初予算） 

 (款)商工費 (項)商工費 (目)商工総務費 

大  事  業  名 中  事  業  名 予算額 財  源  内  訳 

  

 

内   訳  
国庫支

出金 

府支

出金 
市債 

その

他 

一般財

源 

常勤職員人件費 常勤職員人件費 126,793         126,793 

  126,793   給料 56,612           

  
 

  職員手当等 48,243           

  
 

  共済費 21,938           

商工総務管理事業 商工業振興総括事務 1,068   80   8 980 

  1,068   旅費 259           

  
 

  消耗品費 108           

  
 

  印刷製本費 39           

  
 

  通信運搬費 60           

      使用料及び賃借料 577           
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 (款)商工費   (項)商工費   (目)観光費 

大 事 業 名 中  事  業  名 予算額 財  源  内  訳 

  

 

内   訳 
  

国庫支

出金 

府支

出金 
市 債 

その

他 

一般 

財源 

観光振興事業 観光活性化 47,929 14,500     60 33,369 

  47,929   報酬 2,429           

  
 

  共済費 393           

  
 

  報償費 300           

  
 

  旅費 129           

  
 

  消耗品費 802           

  
 

  燃料費 23           

  
 

  食糧費 5           

  
 

  印刷製本費 1,500           

  
 

  修繕料 400           

  
 

  通信運搬費 89           

  
 

  手数料 237           

  
 

  火災保険料 1           

  
 

  施設賠償責任保険料 5           

  
 

  委託料 32,232           

  
 

  使用料及び賃借料 64           

  
 

  負担金・分担金 320           

      補助金 9,000           
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(款)商工費   (項)商工費   (目)商工業振興費 

大  事  業  名 中  事  業  名 予算額 財  源  内  訳 

  

 

内   訳  
国庫支

出金 

府支

出金 
市 債 その他 

一般 

財源 

商工業振興事業 商工業振興 15,326         15,326 

  600,331   報酬 383           

  
 

  旅費 6           

  
 

  消耗品費 9           

  
 

  食糧費 6           

  
 

  通信運搬費 22           

  
 

  委託料 14,900           

  
 

商業活性化 5,024         5,024 

  
 

  印刷製本費 30           

  
 

  委託料 994           

  
 

  補助金 4,000           

  
 

工業活性化 7,089         7,089 

  
 

  通信運搬費 78           

  
 

  委託料 7,000           

  
 

  使用料及び賃借料 11           

  
 

企業立地促進 228,207         228,207 

  
 

  旅費 93           

  
 

  消耗品費 11           

  
 

  印刷製本費 215           

  
 

  通信運搬費 41           

  
 

  補助金 227,847           

  
 

中小企業振興 321,254       300,000 21,254 

  
 

  報酬 4,558           

  
 

  共済費 744           

  
 

  報償費 70           

  
 

  印刷製本費 5           

  
 

  通信運搬費 50           

  
 

  負担金・分担金 2,000           

  
 

  補助金 13,827           

  
 

  貸付金 300,000           

  
 

商業活性化 23,431       1,500 21,931 

  
 

  委託料 3,000           
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      補助金 20,431           

 （出所 市の事業別予算より監査人作成） 
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（１）産業都市プロモーションプロジェクト 

① プロジェクトの趣旨 

・素材から部品、最終製品まで、市で製造されているモノやサービスを生み出す職人

や高度な研究開発を行う研究者、ユニークな店主などに光を当て、市内外に高槻の

産業の魅力を発信することによって、市の知名度の向上と販売促進を図る。 

・市内に立地している製造業は「研究開発」の機能を有する比率が高く、京都から神

戸にかけて集積する大学や企業からのアクセスも容易であるという地理的条件を活

かし、その特色をアピールする。 

・市民に対して、高槻で生まれた製品や商品の魅力を周知し消費の拡大を図るととも

に、地元企業への愛着と理解を高める取組みを進める。 

 

② プロジェクトの主要な取組と事業概要及び過去３年間の予算額 

主要な取組 事業名称 担当課 事業の概要 

事業予算（当初） 

令和元年度 平成 30 年度 平成 29 年度 

（千円） （千円） （千円） 

（１）市外へ

の積極的な

「営業活動」

の展開 

「産業都市」プ

ロモーション

ツールの作成、

および情報発

信 

産業振興課 

観光ｼﾃｨｾｰﾙｽ

課 

・企業誘致等の産業施策

パンフレットの作成、市

内外企業・関係機関への

配布を行う。 

【観光 CS 課】 

※9,929 

 

【産業振興課】 

256 

【旧 産業振興

課】 

※10,248 

【旧 産業振

興課】 

※9,756 

庁内・外との連

携によるシテ

ィセールス 

観光ｼﾃｨｾｰﾙｽ

課 

庁内関係各課、民間事業

者（観光・交通事業者

等）、マスメディアと連

携し、積極的な営業活動

を行い、高槻市の魅力と

なる情報を収集し、効果

的な発信を行う。 

【観光 CS 課】 

※38,929 

【旧 産業振興

課】 

※43,248 

【旧 産業振

興課】 

※47,756 

（２）「地元

の製品やサ

ービス」の発

掘と発信 

地元製品・サー

ビスの発掘・発

信 

農林緑政課 

産業振興課 

観光ｼﾃｨｾｰﾙｽ

課 

・市内事業所の技術・製

品・サービス等に関する

情報の収集と発信を行

う。 

・本市事業所の製品、商

品等の中で、特筆すべき

ものを取り上げ、市内外

に強力に PR する。 

【農林緑政課】 

0 

 

【産業振興課】 

0 

 

【観光ＣＳ課】 

※9,929 

【旧 農林課】 

0 

 

【旧 産業振興

課】 

※10,248 

【旧 農林課】 

0 

 

【旧 産業振

興課】 

※9,756 

産業・ビジネス

イベントへの

参加促進 

産業振興課 

・地元企業と連携強化し

つつ、メルマガ等を活用

し、各種支援機関等が開

催するビジネスイベン

ト等の情報提供により、

外部の市内製品接触の

機会拡大を図る。 

0 0 0 

（３）学校教

育における

地元産業の

学習推進 

産業教育の推

進 

産業振興課 

教育指導課 

・「工業の現場見学」等、

事業所、店舗における職

業体験機会の拡大を図

る。 

【産業振興課】 

2,000 

 

【教育指導課】 

0 

【産業振興課】 

2,000 

 

【教育指導課】 

0 

【産業振興課】 

4,500 

 

【教育指導課】 

0 

（４）海外マ

ーケット進

出の促進支

援 

海外マーケッ

ト開拓に関す

る情報提供 

産業振興課 

・メールマガジン等を活

用し、海外ビジネス関連

情報を提供する。 

0 0 0 

姉妹友好都市

の活用 

市長室 

産業振興課 

・（公財）高槻市都市交

流協会と連携した海外

のビジネスマーケット

への情報提供を行う。 

0 0 0 
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（２）商業にぎわいまちづくりプロジェクト 

① プロジェクトの趣旨 

・市の玄関口であり多くの店舗が立地する中心市街地においては、そのマネジメント

機能を確立し持続的な魅力向上に取り組むことで、にぎわいの創出、商業集積地と

しての価値向上を図る。 

・既存の商業団体を対象とする商業活性化支援に加えて、にぎわいの創出につながる

新たな取組みに対し支援を行う。 

・地域商業においては、魅力ある店舗の出店を促進し、商店街の集客力の向上を図る

とともに、新たな活性化の担い手の創出に取り組む。 

 

② プロジェクトの主要な取組と事業概要及び過去３年間の予算額 

主要な取組 事業名称 担当課 事業の概要 

事業予算（当初） 

令和元年度 平成 30 年度 平成 29 年度 

（千円） （千円） （千円） 

（１）中心市

街地におけ

るマネジメ

ント機能の

確立 

「エリアマネ

ジメント」の実

施主体の支援 

産業振興課 

・中心市街地活性化協議

会の円滑な運営と、協議

会メンバーの自主的な

まちづくり活動の支援

を行う。 

※5,150 ※2,900 ※950 

中心市街地活

性化の推進 
産業振興課 

・中心市街地の活性化に

資するイベントや、魅力

ある店舗の新規出店に

対する支援を行う。 

※5,150 ※2,900 ※950 

（２）にぎわ

いの創出に

つながる新

たな取組に

対する活動

支援 

商店街の振興

支援 

（基盤施設、組

織強化等の団

体支援） 

産業振興課 

・商業団体が振興のため

に実施する各種事業に

要する経費の一部を補

助することにより地域

商業の発展を図る。 

※18,281 ※5,306 ※5,478 

有志グループ

の取組に対す

る多様な支援

方策の確立 

産業振興課 

・高槻初の話題づくりや

特定のテーマに基づく

活動など、にぎわいの創

出につながる新たな取

組に対し支援を行う。 

0 0 0 

（３）魅力あ

る個店への

出店支援 

魅力的な店舗

の新規出店を

強化 

産業振興課 

まちの賑わいと話題づ

くりにつながる魅力あ

る店舗の新規出店に対

して支援を行う。 

※5,024 ※4,994 ※4,494 

個店の経営力

強化支援 
産業振興課 

・商工会議所経営指導

員、中小企業診断士等と

の連携による出店者の

安定的・継続的な営業の

サポートを行う。 

※14,844 ※14,814 ※24,564 
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（３）起業家育成・経営力強化プロジェクト 

① プロジェクトの趣旨 

・起業意欲を持つ人を対象に、起業にチャレンジできる環境を整え、新たな店舗や事

業者の創出を促進する。 

・起業については、36万人の市民が生活する生活文化都市としての特長を活かし、た

とえば主婦や定年退職者など在宅層の起業支援、あるいは、少子高齢化、環境、教

育、コミュニティなど様々な社会的課題の解決を重視する、いわゆるソーシャルビ

ジネス等の起業についても支援を行う。 

・既存事業者の経営力向上に向けた支援を行い、企業活動の継続と更なる成長を促す。 

 

② プロジェクトの主要な取組と事業概要及び過去３年間の予算額 

主要な取組 事業名称 担当課 事業の概要 

事業予算（当初） 

令和元年度 平成 30 年度 平成 29 年度 

（千円） （千円） （千円） 

（１）起業家

育成の推進 

目的別の起

業・創業セミナ

ーを開催 

産業振興課 

・高槻商工会議所と連携

して創業セミナー等を

実施するほか、魅力ある

店舗の新規出店の支援

を行う。 

※5,024 ※4,994 ※4,494 

新たな店舗や

事業所の創出

促進 

産業振興課 

・まちのにぎわいづくり

に資する個店を支援す

るため、市内への新規出

店に対する補助制度「創

業・個店支援事業」を実

施する。 

※5,024 ※4,994 ※4,494 

（２）起業家

のセカンド

ステップ支

援の推進 

起業・創業セミ

ナー卒業生の

フォローアッ

プ 

産業振興課 

・起業・創業セミナー卒

業生のフォローアップ

講座の実施や経営継続

のための専門家（弁護

士・税理士等）によるサ

ポートを行う。 

※5,024 ※4,994 ※4,494 

起業家の販路

開拓 
産業振興課 

・起業家の販路開拓を支

援するため、市ホームペ

ージや店舗紹介冊子等

により販路開拓支援を

行う。 

※5,024 ※4,994 ※4,494 

（３）起業家

相互の交流

によるネッ

トワーク化 

起業・創業セミ

ナー卒業生の

ネットワーク

化 

産業振興課 

・起業家同士の交流機会

を設定することで、情報

交換や人的ネットワー

ク形成を継続的に支援

する。 

※5,024 ※4,994 ※4,494 

（４）既存事

業所の経営

力向上の促

進 

事業所の経営

力向上のため

の個別指導 

産業振興課 

・金融機関、支援機関等

との連携による事業所

の経営力強化のための

専門相談の充実 

※9,820 ※9,820 ※20,070 

支援機関・メニ

ュー等の活用

促進 

産業振興課 

・既存事業所の経営力向

上に向け、市ホームペー

ジによる情報発信や施

策紹介冊子等の作成を

行う。 

0 0 0 

（５）商工会

議所の持つ

相談機能の

活用推進 

商工会議所の

持つ相談機能

の活用促進 

産業振興課 

・中小企業等が抱えてい

る経営課題を支援する

ため、高槻商工会議所に

よる専門家紹介事業や

経営指導員による窓口

相談事業の活用を促進

する。 

※9,820 ※9,820 ※20,070 
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（４）観光集客まちづくりプロジェクト 

① プロジェクトの趣旨 

・平成 27年度に策定した「観光振興計画」に基づき、交流人口や定住人口の増加並び

に地域経済の持続的な発展を目指した積極的な取組みを展開する。 

・市の数ある地域資源を有効活用するため、来訪者のニーズやトレンドを見極めなが

ら「素材の重点化と絞り込み」の考え方に基づき、効果的な情報発信を目指す。 

・民間事業者による魅力ある商品やサービスの創出を促し、「地元にお金が落ちる仕組

み」を構築することで、経済の活性化につながる観光ビジネスの促進を図る。 

 

② プロジェクトの主要な取組と事業概要及び過去３年間の予算額 

主要な取組 事業名称 担当課 事業の概要 

事業予算（当初） 

令和元年度 平成 30 年度 平成 29 年度 

（千円） （千円） （千円） 

（１）観光基

盤の整備 

摂津峡周辺活

性化の推進 

みらい創生

室 

都市づくり

推進課 

道路課 

公園課 

観光ｼﾃｨｾｰﾙｽ

課 

文化スポー

ツ振興課 

摂津峡周辺における観

光基盤施設整備に向け

た調査・研究とともに、

観光基盤のリニューア

ルや整備等を行う。 

【道路課】 

1,000 

【公園課】10,000 

【観光ＣＳ課】

405 

【文スポ課】 

540 

【道路課】 

1,000 

【公園課】 

5,700 

【旧 産業振興

課】 

405 

【文スポ課】 

540 

【道路課】

1,000 

【公園課】 0 

【旧 産業振

興課】 

11,292 

【文スポ課】

540 

文化財案内表

示の充実 
文化財課 

・「歴史の散歩路」等の

標柱・説明板の更新を行

う。 

2,847 2,945 2,962 

主要観光施設

の再生検討 

歴史にぎわ

い推進課 

農林緑政課 

・「高槻・芥川エリア」

において、主要観光施設

のうち城跡公園の再整

備に向けた調査を行う。 

・「樫田エリア」の集客

施設において、イベント

事業 PR 等の協力を行

い、施設の魅力を向上を

図る。 

0  0 0 

市営バス・タク

シーによる観

光アクセスの

充実 

観光ｼﾃｨｾｰﾙｽ

課課 

（交通部）総

務企画課 

市営バスやタクシー事

業者等と連携し、公共交

通機関による市内観光

資源へのアクセスを向

上させる。 

【観光 CS 課】 

※9,929 

【旧 産業振興

課】※ 

10,248 

【旧 産業振

興課】※ 

9,756 

宿泊施設の誘

致 
産業振興課 

｢高槻市ホテル及び旅館

の誘致等に関する条例｣

に基づく奨励制度を活

用し、宿泊施設（ホテル

等）を誘致する。  

0 8,000 1,327 

（２）情報発

信、プロモー

ション活動

の強化 

市外への広域

的な観光情報

の発信 

観光ｼﾃｨｾｰﾙｽ

課 

市外からの来訪者獲得

のため、本市の魅力とな

る情報をマスコットキ

ャラクターや各種広報

媒体、文化・スポーツ活

動等を通じて発信する。 

【観光 CS 課】 

※38,929 

【旧 産業振興

課】 

※43,248 

【旧 産業振

興課】 

※47,756 

交通事業者と

の連携 

観光ｼﾃｨｾｰﾙｽ

課 

交通事業者等との連携

により、観光情報の広域

的な発信を行う。 

【観光 CS 課】 

※38,929 

【旧 産業振興

課】 

※43,248 

【旧 産業振

興課】 

※47,756 

国・府等の施策

との連携、近隣

市との連携 

観光ｼﾃｨｾｰﾙｽ

課 

文化財課 

大阪ミュージアム構想

等の府の施策の活用を

図るとともに、広域的な

観光振興に向けた、他市

町村等との連携を強化

する。 

【観光 CS 課】 

※38,929 

【文化財課】358 

【旧 産業振興

課】 

※43,248 

【文化財課】 

152 

【旧 産業振

興課】 

※47,756 

【文化財課】  

0 
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旅行代理店、広

告代理店等の

活用 

観光ｼﾃｨｾｰﾙｽ

課 

本市の魅力について、代

理店の活用も含めたマ

スメディア、SNS 等にお

ける情報発信を行う。 

【観光 CS 課】 

※38,929 

【旧 産業振興

課】 

※43,248 

【旧 産業振

興課】 

※47,756 

（３）魅力あ

る商品やサ

ービスの開

発促進 

地域にちなん

だ商品・サービ

スの開発支援 

農林緑政課 

観光ｼﾃｨｾｰﾙｽ

課 

高槻の農林産品による、

素材を活かした商品や

サービスの開発を促進

するとともに、その土地

ならではの魅力として

ＰＲを行う。 

【農林緑政課】

1,600 

【観光 CS 課】※

9,929 

【旧 農林課】 

1,600 

【旧 産業振興

課】 

※9,820 

【旧 農林

課】1,600 

【旧 産業

振興課】 

※20,070 

（４）農林業

や工業等と

の連携 

グリーンツー

リズムの展開 
農林緑政課 

原地区の特産物にする

ため「丹波黒大豆の枝

豆」を栽培し、地域農業

の発展や、都市部と農村

の交流拠点とすること

を目的とする。 

0 0 0 

産業観光ルー

トの確立 

観光ｼﾃｨｾｰﾙｽ

課 

産業振興課 

・産業観光ルートの確立

や、企業の PR を兼ねた

集客イベントの実施に

向けたＰＲ等の側面支

援を行う。 

【観光ＣＳ課】 

※38,929 

【産業振興課】 

2,000 

【旧 産業振興

課】 

※45,248 

【旧 産業振

興課】 

※49,756 

（５）市民が

主役となっ

た事業モデ

ルの確立 

市民が主役と

なったプロジ

ェクトの展開 

コミュニテ

ィ推進室 

文化スポー

ツ振興課 

・市民有志のボランティ

アによるイベント（※高

槻まつり、高槻シティハ

ーフマラソン、安満遺跡

青銅祭、高槻ジャズスト

リート等）や賑わいに繋

がる市民活動を支援す

る。 

【コミュニティ

推進室】 

18,651 

【文化スポーツ

振興課】 

※9,700 

【コミュニティ

推進室】 

15,227 

【文化スポーツ

振興課】 

※9,700 

【コミュニテ

ィ推進室】 

10,700 

【文化スポー

ツ振興課】 

※9,700 

観光ボランテ

ィアガイド等

の活用 

観光ｼﾃｨｾｰﾙｽ

課 

・観光ボランティアガイ

ドの活用により観光案

内体制の充実を図る。 

【観光 CS 課】 

※47,929 

【旧 産業振興

課】 

※55,128 

【旧 産業振

興課】 

※56,756 

（注）※「高槻まつり」については、上表における「観光集客まちづくりプロジェクト」

に含めて掲載しているが、監査結果においては「産業振興ビジョン」におけるプロジェ

クトとの関連性を踏まえて、「７．中心市街地活性化基本計画関連事業」の箇所で記載し

ている。 
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（５）ものづくり企業高度化支援プロジェクト  

① プロジェクトの趣旨 

・きめ細かな企業訪問と、産業支援機関の活用、マッチング対象の広域化によるビジ

ネス機会の拡充を図る。 

・これまでの大学誘致や、研究開発の機能を有する企業の比率が高いという市内企業

の特長を踏まえ、大学や企業の知的インフラを活かした共同研究開発を促進すると

ともに、新事業や新商品開発をプロデュースする。 

・企業の人材育成や社員の能力開発への支援、人材を求める企業と求職者の橋渡しを

行うことで、様々な外部環境の変化に適応し、持続的な経営の発展が可能な企業へ

の成長を促す。 

 

② プロジェクトの主要な取組と事業概要及び過去３年間の予算額 

主要な取組 事業名称 担当課 事業の概要 

事業予算（当初） 

令和元年度 平成 30 年度 平成 29 年度 

（千円） （千円） （千円） 

（１）訪問事

業とマッチ

ング事業の

強化 

ビジネスマッ

チングの実施 
産業振興課 

ビジネスコーディネー

ター派遣事業の実施に

よる、企業間のビジネス

マッチングを行うとと

もに、技術開発、販路開

拓等に向けた支援を行

う。 

※7,089 ※5,089 ※5,089 

企業間交流の

促進 
産業振興課 

「ものづくり企業交流

会」事業としての共同事

業による各種イベント

等を実施する。 

※7,089 ※5,089 ※5,089 

（２）知的イ

ンフラを活

かした共同

研究開発支

援の充実 

産学マッチン

グの促進 
産業振興課 

先進事例の発表等を行

うことで産学連携の機

運を高める「産学連携セ

ミナー」を実施する。 

市内企業の研究開発や

技術課題解決をサポー

トするため大学や研究

機関等とのマッチング

を実施する。 

※7,089 ※5,089 ※5,089 

（３）産業支

援機関の紹

介強化 

支援機関の紹

介と情報提供

の強化 

産業振興課 

支援機関等の支援情報

をまとめた紹介冊子の

作成、配布、ＨＰへの掲

載し、情報を発信する。 

産業支援機関等の有効

活用を促進するため、研

究機関等とのマッチン

グを実施する。 

0 0 0 

（４）人材確

保と人材育

成の支援 

企業の研修・適

性検査など人

材育成への支

援 

産業振興課 

企業訪問やメールマガ

ジン等を通じて、国や府

が行う人材育成に関す

る施策情報を提供する。 

0 0 0 

工業系大学等

と市内企業と

のマッチング

機会の創出 

産業振興課 

採用を希望する企業と

工業系大学等のマッチ

ングによる、人事採用の

円滑化促進に取り組む。 

0 0 0 
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（６）企業定着・誘致推進プロジェクト 

① プロジェクトの趣旨 

・既存企業の流出防止に努めるとともに、生活文化都市としての本市の特長と調和し

た新規企業の誘致に積極的に取り組むことによって、事業所数の増加を目指す。 

・既存企業が生活環境と調和し、安心して操業できる環境づくりを促進する。 

 

② プロジェクトの主要な取組と事業概要及び過去３年間の予算額 

主要な取組 事業名称 担当課 事業の概要 

事業予算（当初） 

令和元年度 平成 30 年度 平成 29 年度 

（千円） （千円） （千円） 

（１）既存企

業の流出防

止と事業所

増設の促進 

操業環境維持

のための土地

利用の誘導と

企業誘致体制

の強化 

産業振興課 

企業立地相談における

庁内窓口のワンストッ

プ化を図る。 

0 0 0 

工場と住宅の

共存 

環境政策課 

産業振興課 

企業が行う防音・防振・

防臭事業に対し補助を

行う企業定着促進補助

金の利用を促進する。 

 

【産業振興課】 

15,000 

 

【産業振興課】 

20,000 

 

【産業振興課】 

20,000 

既存企業の事

業所増設等の

設備投資を促

進 

産業振興課 

企業立地促進条例に基

づき、既存事業所の増

設・建替等を奨励するこ

とで、企業の定着を促進

する。 

※202,847 ※43,228 ※60,764 

（２）企業誘

致の推進 

企業立地のた

めの土地情報

の収集と紹介 

産業振興課 

・企業の立地、移転等の

情報交換のための金融

機関・不動産会社等との

ネットワークづくりを

進める。 

・企業訪問による企業の

立地動向情報と市内空

き土地データの収集と

更新を行う。 

・収集した空き土地デー

タを用いた企業立地候

補地の紹介を行う。 

0 0 0 

市外企業の立

地促進 
産業振興課 

企業立地促進条例に基

づき、企業の事業所新設

を奨励することで、市外

から新たな企業を誘致

する。 

※202,847 ※43,228 ※60,764 

研究開発型企

業の集積誘導 
産業振興課 

企業立地促進条例に基

づき、企業の研究所等の

新増設等を奨励するこ

とで、研究開発型企業の

集積を誘導する。 

0 0 0 

（３）操業環

境の安全性

の向上 

災害や事故に

強い企業づく

りを支援 

産業振興課 

関西大学社会安全学部

や金融機関等との連携

により、セミナーや展示

会等を実施することで

災害や事故に強い企業

づくりを支援する。 

0 0 0 
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（４）職員に

よる定期

的・継続的な

企業訪問 

企業訪問によ

る関係構築と

情報収集 

産業振興課 

・市職員による定期的、

継続的な企業訪問を実

施する。 

 

・ビジネスコーディネー

ターの企業訪問による

収集情報等の活用を図

る。 

0 0 0 

（５）新たな

土地利用の

検討 

土地活用に向

けた調 

都市づくり

推進課 

産業振興課 

・企業進出ニーズの把握

に努める 

・新名神高速道路の整備

にあわせて、本市の新た

な玄関口にふさわしい

都市拠点の整備を促進

する。 

【都市づくり推

進課】 

※256,910 

【都市づくり推

進課】 

※125,741 

【都市づくり

推進課】 

※9,011 
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（７）中心市街地活性化基本計画関連事業 

① 「中活計画」から抽出した関連事業の趣旨 

・市の中心市街地では集客性の高い魅力ある個店の出店促進・育成による商業展開を

図り、中小小売商業高度化事業等によりまち全体の魅力を向上させる取組みを進め

る。 

・まちなか居住の推進による多世代の居住環境の充実や歩行者優先の道路空間の実現

を図り、歩行者優先の交通体系のあり方等を一体的な取組みとして展開する。 

 

② 「中活計画」から抽出した関連事業の事業概要及び過去３年間の予算額 

章番号 
担当課 

（実施主体） 
事業名 事業の概要 

事業予算 

令和元年度 平成 30 年度 平成 29 年度 

（千円） （千円） （千円） 

７章 

歴史にぎわい
推進課、文化財
課 
（市、民間事業
者） 

公園でのイベ
ントの開催 

安満遺跡公園におい
て、集客を見込むイベ
ントを開催する。 

【歴にぎ推進課】 
※43,906 

【旧安満遺跡公
園整備室】 
※30,000 

【旧安満遺跡
公園整備室】 

※1,367 

７章 
歴史にぎわい
推進課 
（民間事業者） 

民間活力によ
る公園の魅力
向上 

安満遺跡公園の運営
に、民間事業者のノウ
ハウやアイデア等の
民間活力を積極的に
導入する。 

※43,906 ※30,000 ※1,367 

７章 
産業振興課 
（市、高槻商工
会議所） 

たかつき産業
フェスタの開
催 

市内産業の魅力を PR
し、市民と企業の交流
の場を作るため、高槻
商工会議所と共同で
「たかつき産業フェ
スタ」を開催する。 

2,000 2,000 4,000 

７章 

産業振興課 
（高槻市中心
市街地活性化
協議会） 

（仮称）たかつ
き活性化塾の
開催 

中心市街地の活性化
に向けて、地域の関係
者等による勉強会・交
流会を定期的に開催
することで、まちの課
題解決と活性化に向
けた気運醸成を図る。 

1,000 1,000 0 

７章 

コミュニティ
推進室 
（高槻まつり
振興会） 

市民フェスタ
高槻まつりの
開催 

主催団体である高槻
まつり振興会をはじ
め、市民が主体となっ
て作り上げるまつり
である。市役所周辺を
会場とし、高槻音頭に
合わせたおどりや高
槻ウェーブなどの練
り歩きがある一方で、
市民団体により夜店
を展開するなど、まつ
りを盛り上げている。 

18,651 15,227 10,700 
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７章 
観光シティセ
ールス課 
（市） 

中心市街地ま
ちあるき事業 

市内の企業や商店が
プログラム提供者と
なり、幅広い分野の比
較的小規模な観光プ
ログラムを実施する。 

※29,000 ※33,000 ※38,000 

７章 
産業振興課 
（高槻北部商
業連合会） 

天神まつりの
開催 

JR 高槻駅北ロータリ
ーから上宮天満宮ま
でを会場として、天神
まつりを開催する。 

400 400 400 

７章 
福祉政策課 
（市） 

ボランティア
活動の活性化 

ボランティア・市民活
動センターと連携し、
各種ボランティア講
座の開催を通じて、ボ
ランティア活動の推
進、啓発を行う。 

市社会福祉協議
会への補助金の
内 
1,500 

市社会福祉協議
会への補助金の
内 
1,500 

市社会福祉協
議会への補助
金の内 
1,500 

８章 

都市づくり推
進課、管理課、
道路課 
（市） 

中心市街地に
おける歩行者
優先の交通体
系の研究 

中心市街地における
歩行者通行空間の充
実と回遊性の向上に
向けた、トランジット
モール等の歩行者優
先の交通体系の実現
の検討及び試行的な
取組を行う。 

0 0 0 

８章 
歴史にぎわい
推進課・道路課 
（市） 

安満遺跡公園
等へのアクセ
ス強化 

新たに整備される安
満遺跡公園と JR 高槻
駅及び阪急高槻市駅
とのアクセスを強化
するために、案内サイ
ン等の整備を行う。 

0 
【道路課】 

18,000 
0 

８章 
管理課 
（市） 

中心市街地の
車両流入抑制
（駐車場のあ
り方） 

高槻市都市計画マス
タープランに基づき、
安全・安心で分かりや
すい歩行者空間の確
保や車両流入の抑制
により、快適に回遊す
ることができるゆと
りやうるおいのある
空間づくりを目指す。 

5,947 6,558 6,672 

８章 
長寿介護課 
（市） 

高齢者への市
営バス無料乗
車証の配布 

70 歳以上で申請があ
った市民に対して、市
営バス高齢者無料乗
車券（IC カード）を
交付する。 

605,105 615,206 608,692 
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Ⅲ 監査の結果及び意見（総論） 

１．監査の結果及び意見の総括 

（１）産業振興及び観光振興事業の実効性がある所管課の連携体制等と公民連携手法の

拡大について（全般意見１） 

① 産業振興及び観光振興事業の予算と人員体制から見えるもの 

ア．産業振興及び観光振興事業の予算決算の状況 

市の商工費（消費生活対策費除く）における令和元年度の補正後の予算は、人件費管

理費127,861千円、商工業振興事業600,331千円、観光振興事業47,929千円の合計776,121

千円であり、市の一般会計当初予算 1,245億 6,873万円に占める比率は 0.62％である。

商工費の主な所管課は産業振興課と観光シティセールス課である。これを決算ベースで

推移を見ると下記のとおりであり、平成 30年度は大阪北部地震等の影響で減少している

が、それを除けば大きな増減はない。 

また、市の歳出に占める比率は予算決算とも、概ね歳出全体に占める比率は 0.5％前後

で推移しており、市の事業に占める比率はかなり低いことがわかる。これは、商工費に

はソフト事業が多いため、建設事業費のように多額のインフラ投資の事業がほとんどな

いことによると考えられる。 

 

（図表８ 普通会計決算における商工費の歳出全体に占める比率） 

（単位：千円） 

歳出科目 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

商 工 費(1) 632,259 563,978 701,651 

歳 出 合 計(2) 111,409,585 121,754,227 114,889,040 

商工費比率(1)/(2) 0.56% 0.46% 0.61% 

  （出所 市のホームページから監査人作成） 

 

このような商工費における歳出全体に占める比率は、市だけが特殊な状況にあるわけ

ではない。たとえば、大阪府下の中核市の平成 30年度の決算状況は下記のとおりである。

金額による単純な比率であるため、ここから何か特徴的なことは言えないが、平成 30年

度の決算状況から見る大阪府下の中核市の中では、中位に位置しており、特段、市の歳

出が少ないわけではない。 

ただ、全体的な傾向から言えるとすれば、どの大阪府下の中核市も産業振興や観光振

興に係る支出は少なく、歳出全体に占める比率は相当小さいことが見て取れる。どの中

核市も産業振興や観光振興を重要な施策の一つとして推進していると思われるが、各団

体の様々な事情から足元の予算では、必ずしも重点的な予算配分がされていないものと

推察される。 
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（図表９ 平成 30年度の普通会計決算における商工費の歳出全体に占める比率） 

（単位：千円） 

歳出科目 商 工 費(1) 歳 出 合 計(2) 商工費比率(1)/(2) 

高槻市 563,978 121,754,227 0.46% 

豊中市 329,235 144,355,360 0.22% 

枚方市 257,934 133,292,431 0.19% 

八尾市                   612,272 101,001,104 0.60% 

東大阪市                 2,426,595 202,490,237 1.19% 

  （出所 総務省のホームページから監査人作成） 

 

イ．産業振興課及び観光シティセールス課の人員体制と業務の状況 

産業振興課及び観光シティセールス課の人員体制と業務については、Ⅱ監査対象の概

要、５．産業振興及び観光振興に関する財務事務を所管する部局の概要に記載のとおり

である。 

産業振興課は、常勤職員 10名と非常勤職員等 7名の合計 17名で庶務・課内共通業務

に加えて、企業分野、商業分野及び労働分野の幅広い業務を所管している。なお、企業

分野と労働分野はチームリーダーを含め職員が当該業務を兼務している。ここでの特徴

的なところは、非常勤職員の中に民間企業を退職した経験豊富な融資相談員（専門職）

と労働相談員（専門職）を配置し、市に求められる企業の交流や訪問などにおける専門

的な業務に対応している点にある。 

これにより、市の職員では専門性の分野で対応が難しいと思われる民間企業等との交

流や現場交渉力を発揮してもらい、効果的な活動を展開していることがわかる。ただ、

限られた人員で業務を実施しているため、企業誘致や企業訪問、商店街組合等への活動

など、本来の求められる業務内容や業務水準に対して、もっと余力があればできたであ

ろう対応が必ずしも実施できていない可能性がある。 

一方、観光シティセールス課は、常勤職員７名と非常勤職員１名の合計８名で庶務・

課内共通業務に加えて、観光分野、定住促進プロモーション分野及びふるさと納税分野

の幅広い業務を所管している。観光シティセールス課は職員数が比較的小規模な体制で

構成されているため、多くの業務を兼務している。ここでの特徴的なところは、令和元

年度から観光協会に事務局次長で１名派遣している点にある。観光協会に対しては、市

はこれまで委託や補助金などの財政的な支援関係だけであったところ、観光シティセー

ルス課の新設に伴い、観光協会との関係強化の観点から人的支援を開始している。 

これにより、観光協会では比較的手薄であった広報、ホームページやＳＮＳ関係の業

務が強化されるだけでなく、市と観光協会との様々な業務を通じた連携も拡大されるこ

ととなっている。 

このように、ヒアリングを通じて産業振興課及び観光シティセールス課は、限られた
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人員と予算で広範囲な業務を実施せざるを得ない状況にあることが見て取れる。 

 

ウ．「産業振興ビジョン」及び「観光振興計画」等の事業予算と人員体制 

以上のとおり、産業振興及び観光振興事業の予算、産業振興課及び観光シティセール

ス課の人員体制と業務について述べてきた。これに対して、「産業振興ビジョン」及び「観

光振興計画」等の事業については、Ⅱ監査対象の概要、４．高槻市産業振興ビジョン、

高槻市観光振興計画、高槻市中心市街地活性化基本計画の関係に記載のとおり、市の相

当数の所管課や民間が関わっている。 

これは、「産業振興ビジョン」及び「観光振興計画」等の事業について、市の相当数の

所管課や民間が連携・協働する性格を有するものであるとは言え、そもそも産業振興及

び観光振興事業の予算が市の中では相当小さい比率で推移しており、かつ、その中心と

なる産業振興課及び観光シティセールス課は、前述のとおり限られたリソースで実施し

ていることを示しているものと考えられる。 

たとえば、起業家育成・経営力強化プロジェクトとして８事業あるが、令和元年度の

予算は７事業で 14,844 千円、ものづくり企業高度化支援プロジェクトは６事業に対して、

予算があるのは３事業（7,089千円）のみである。つまり、これらのプロジェクトの事業

数は相当数ありながら、予算はわずかしか配分されていないという事実がここに存在す

る。 

これは見方を変えれば、産業振興及び観光振興事業の予算と人員に限りがあるため、

この限られた予算の中で相当数の事業を展開せざるを得ないことを意味する。もちろん、

事業内容からすれば、新たな経費が発生しないものもある。だが、予算や人員が付けば

いろいろな事業展開ができたであろうことは容易に想定できるものであり、限られた予

算で多様な事業を展開していることがわかる。 

このような状況下において、産業振興課及び観光シティセールス課は産業振興及び観

光振興に資する事業を効果的効率的に実施し、産業振興及び観光振興の目的を達成する

ための成果を出さなければならないのである。 

 

② 産業振興及び観光振興を効果的に推進するための庁内連携の強化 

上記のとおり、産業振興及び観光振興事業を産業振興課及び観光シティセールス課が

中心となって実施することに異論はないが、諸々の制約条件の中で産業振興及び観光振

興の目的を達成し成果を出すには、より一層市の関連する所管課や民間と連携するとと

もに、その協力を得なければならない。 

この点、「産業振興ビジョン」や「中活計画」の監査対象の事業において、所管課への

ヒアリングを通じて確認したところ、こうした関連する所管課や民間と連携が必ずしも

適切に実施されていない事案があることがわかった。 

たとえば、上記の事業において、観光集客まちづくりプロジェクトの中で摂津峡周辺
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活性化の推進事業がある。この事業は観光シティセールス課以外に道路課や公園課など

複数の所管課が予算を計上しているが、それぞれの所管課がどのような方針で予算計上

し、その予算配分を効果的に行うために関係所管課が具体的な協議をしたうえで、市全

体としてどのような成果を目指すかを協議するというような連絡調整を行った形跡は見

当たらない。非公式には関係所管課の担当者がインフォーマルに連絡等を行うことはあ

っても、正式な協議の場を設定し何らかの成果を出すための協議を行うというような仕

組みがないと思われる。 

これに対して、市は、こうした連絡調整はさくら祭りの運営協議会や摂津峡周辺のサ

イン（案内板）の検討会、「芥川山城跡の国史跡指定に向けた庁内連絡会」などで行って

いるとのことである。だが、摂津峡の個別テーマごとに実施することはあっても、摂津

峡全体の活性化をテーマとしたものではなかった。市は、上記の庁内連絡会が摂津峡全

体の活性化に向けた連絡・調整体制を継続的に運用し、市全体の観光振興の観点から実

効性のある議論を重ねていく必要がある。 

また、市には産業振興・観光振興に関する庁内連絡調整の正式な議論の場として、副

市長を議長とする関係部長級会議体「産業振興推進委員会」と、その下部に室長・課長

級の会議体「産業振興推進委員会幹事会」がある。両会議で議論した内容については、

附属機関である産業振興審議会に諮っている。 

確かに、こうした会議体が市の連絡調整の正式な議論の場として、一定の役割を果た

していることは評価されるところである。だが、ややもすれば役職者による計画の進捗

に関する議論が主であり、実施計画の個別の事業について、関係所管課が産業振興・観

光振興の成果を上げるための具体的な協議を重ねるというところまでは進められていな

いようである。市は、こうした会議体を実務的な観点から活用すべく、市全体の産業振

興・観光振興の成果に向けた将来に関する実務的な議論を充実させるとともに、個々の

事業の連携調整を図るための議論を行う余地があると言える。 

同様に、「中活計画」の監査では、「民間活力による公園の魅力向上」において、安満

遺跡公園等から商店街など市内の主要施設への誘導方法について、関係所管課のより一

層の連携の必要性（安満遺跡公園からの他の市内商店、観光への誘導について（意見７

－４）参照。）に言及している。 

いずれも、他の所管課に予算が付いていない場合は主たる所管課が事業を管理し、イ

ンフォーマルに調整等するにとどまっているケースが見受けられる。また、他の所管課

に予算が付いている場合でも、それぞれの所管課が事業の役割分担はしているものの、

特段、当該事業の進捗管理や連携手法等について、上記の会議体を除き公式に実務担当

者の協議等をして成果を共有しているという事実は確認されていない。 

このような状況を見ると、それぞれの所管課が事業の成果を出すために役割分担を明

確にして連携するというよりは、それぞれが単独で事業を実施しているケースが多く、

産業振興課及び観光シティセールス課も積極的に他の所管課と連携を密にした対応をし
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ているとは言えない。 

以上のことから、市は、こうした縦割り行政組織の弊害をできるだけ少なくし、限ら

れた予算と人員で産業振興及び観光振興に資する事業を効果的効率的に実施し、成果を

出すためにはより一層の全庁的な連携の強化を図るための実務的な体制や仕組みを構築

し、関係所管課の持っている資源の有効活用と相乗効果を上げる手法を検討する必要が

ある。その際、産業振興課及び観光シティセールス課が主導的に庁内連携を図る役割を

担い、関係所管課への説得責任を果たすことが求められるのは言うまでもない。 

 

③ 市民や民間の知見や工夫を引出すより一層の公民連携手法の拡大 

市は、上記のとおり、産業振興及び観光振興を効果的に推進するための庁内連携の強 

 化を図るのはもちろんだが、限られた予算と人員で対応するとしても限界があると考え

る。それを突破するためには、これまで以上にさらなる市民や民間の知見や工夫を引出

す対応が求められるところである。 

 この点、Ⅳ監査の結果及び意見（各論）においては、以下の意見のように市民や民間

の知見や工夫を引出す対応を行うことにより、市の人員や財源不足を補うことも可能に

なることを指摘している。 

 

Ⅳ監査の結果及び

意見（各論）部分 

意見項目 要約 

１．産業都市プロ

モーションプロジ

ェクト 

プロモーション事業

へのより一層の取組

みについて（意見１

－２） 

プロモーション事業は、プロモーションに特

化した事業として予算を単独で確保してい

くことを検討すべきであり、現在策定中の

「産業・観光振興ビジョン」においてはプロ

モーション単独の事業として、外部事業者に

よるノウハウや知見を活用することが今後

の計画（Plan）としてまとめられていること

から、外部事業者を活用するという流れを是

非とも選択肢の一つとすべき。 

２．商業にぎわい

まちづくりプロジ

ェクト 

補助対象事業のあり

方について（意見２

－５） 

商店街の振興支援（基盤施設、組織強化等の

団体支援）事業において、商業団体による自

立した事業の実施を促進する観点から、商業

団体が創意工夫して企画した事業について、

その開始に要する経費を補助対象とするこ

とで意欲のある団体を重点的にインセンテ

ィブの補助金として支援すべき。 
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７．中心市街地活

性化基本計画関連

事業 

目指すべき成果指標

の設定とそれを達成

する委託業務の発注

方法について（意見

７－６） 

中心市街地の車両流入抑制（駐車場のあり

方）事業において、民間の創意工夫を活かし、

事業の本来の成果を達成することを促す仕

組みとして、成果連動型民間委託契約方式

（PFS：Pay For Success）という発注方法や

市民や民間企業などから出資金等を募るな

ど民間資金を活用するソーシャル・インパク

ト・ボンド（SIB）方式の採用を検討すべき。 

 

市は、摂津峡周辺の施設や安満遺跡公園、ＪＲ高槻駅及び阪急高槻市駅を中心とした

周辺の商業施設、さらには現在建設中の新文化施設など多くの地域資源を有している。

そうした市固有の地域資源を有効活用するには、それぞれが魅力的なコンテンツを提供

するのはもちろんのこと、民間からできるだけ多くの投資を呼び込む多様な仕掛けが必

要と考える。そのためには現在策定中の「産業・観光振興ビジョン」における「魅力的

な高槻市の顔（ウリ）」を作り上げていくという目標を達成するために、ハード及びソフ

ト面のインフラ整備に注力することが求められる。特に、摂津峡周辺のエリアは、市の

観光振興の中心的な観光地であり、自然資源が豊富で潜在的な魅力と可能性を秘めた観

光資源と考えられ、地元住民の理解と協力を得ながら民間活力を最大限に活用した工夫

を期待したいところである。 

その手法として、市は自らの人員や財源等のリソース不足を補う対応として、上記の

インセンティブ補助金、成果連動型民間委託契約方式、ソーシャル・インパクト・ボン

ド（SIB）方式を始め、すでに導入済みの企業版ふるさと納税など市民や民間の知見や工

夫、並びに民間資金を引出すより一層の公民連携手法の拡大を図ることにより、産業振

興及び観光振興を効果的に推進し成果を上げる手法を検討されたい。 

 

（２）産業振興及び観光振興を効果的に推進するパートナーシップ強化について（全般

意見２） 

① 産業振興及び観光振興を推進するための重要なパートナー 

市が産業振興及び観光振興を効果的に推進するうえで、重要なパートナーと考えられ

るのは商工会議所と観光協会である。そこで、「産業振興ビジョン」、「観光振興計画」、「中

活計画」の事業の中で、商工会議所と観光協会が連携先または事業主体として記載され

ている事業数は下記のとおりである。 
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（図表 10 ビジョン及び計画における担当又は連携事業数） 

ビジョン及び計画 商工会議所

関与事業数 

観光協会 

関与事業数 

計 

① 

事業総数 

② 

関与比率 

①/② 

「産業振興ビジョン」 21 4 25 49 51.0% 

「観光振興計画」 5 21 26 62 41.9% 

「中活計画」 4 0 4 40 10.0% 

計 30 25 55 151 36.4% 

（出所 高槻市産業振興ビジョン及び高槻市観光振興計画の実施計画、高槻市中心市街

地活性化基本計画より監査人作成） 

  

上記の表から、商工会議所と観光協会は概ね同じ程度の事業数に関与しており、全体

の事業数でも３分の１を超えていることから、あらためて商工会議所と観光協会が深く

産業振興及び観光振興事業に市との間で密接な関係を持っていることがわかる。そして、

商工会議所は「産業振興ビジョン」、観光協会は「観光振興計画」において 20を超える

事業に関わっており、その中には「産業振興ビジョン」の観光集客まちづくりプロジェ

クトにおける「産業観光ルートの確立」事業など商工会議所と観光協会の双方が関与し

ている事業もある。 

市はあらためて産業振興及び観光振興事業を効果的に推進するためには、重要かつ、

イコールパートナーとしての商工会議所と観光協会と連携を密にして、事業の戦略から

企画立案、事業の実施に至るあらゆる段階で、多様な関係者の情報共有と進捗管理を協

働して進めなければならない。 

 

② 産業振興と密接な関係がある高槻商工会議所とのパートナーシップ強化 

今回の産業振興に関する事業について、産業振興と密接な関係がある商工会議所との

関係について検討したところ、Ⅳ監査の結果及び意見（各論）において、双方の連携が

充分行われていないことについて、以下の事項が認められた。いずれも商工会議所との

連携をもっと密にすれば、対応できた可能性があると考えられる。 

 

プロジェクト 監査結果項目 監査結果要約 

産業都市プロ

モーションプ

ロジェクト 

「たかつき土産」プロジェク

トの連携強化について（意見

１－５） 

「たかつき土産」のパンフレットは観光

協会の webサイトからしかダウンロード

できず、商工会議所の webサイトには観

光協会への相互リンクが貼られていな

いことについて、市は把握していなかっ

た。 
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商業にぎわい

まちづくりプ

ロジェクト 

事業実施主体の明確化及び評

価指標の見直しについて（意

見２－６） 

評価指標とされている個別経営相談会

及び出前経営相談は、あくまで相談事業

の実施主体は商工会議所であることか

ら、市は個別の相談事案の内容について

は把握していなかった。 

起業家育成・経

営力強化プロ

ジェクト 

創業塾卒業生への積極的なフ

ォローアップについて（意見

３－８） 

創業して商工会議所の会員となってい

る卒業生については、その後の創業や事

業の継続・発展のためにも、積極的なフ

ォローアップを続ける必要があるが、こ

れらの点も商工会議所に委ねられてお

り、市ではそのような卒業生のリストや

フォローアップの詳細までは把握して

いなかった。 

 

 以上のとおり、市は個々の事業について商工会議所と連絡調整をしているところであ

るが、その対応については必ずしも充分でない面も見受けられることから、産業振興の

関連する事業を効果的に実施するためには、商工会議所とより一層の連携を図る必要が

ある。 

その手立ての一つとして、個別の事業はもちろんのこと、市は多くの産業振興に関連

する事業を実施していることを勘案すれば、商工会議所との間で戦略から事業実施に至

る過程において多様な関係者の定期的な協議の場を設定し、産業振興を効果的に推進す

るプラットフォームを整備運用することについて、仕組みとして検討されたい。その際、

市は商工会議所との役割分担を明確にし、産業振興に関連する事業の成果を出すために

それぞれの求められるリソースと対応について、あらかじめ目標を設定してその進捗状

況を点検確認するよう、積極的に働きかけることが必要と考える。また、これに加えて、

観光協会も含めた三者間の協議を必要に応じて実施することも併せて検討されたい。 

 

③ 観光振興と密接な関係のある（公社）高槻市観光協会とのパートナーシップ強化 

観光協会は、市が観光振興に関する事業を推進するうえで、最大のパートナーと言っ

ても良いと考える。現に、前述のとおり、令和元年度から観光協会に１名出向させ、こ

れまでの財政的支援の関係から人的支援の関係まで拡大しているところである。 

ただ、観光協会の現在および将来の組織体制を考えると、今後より一層の観光振興に

関する事業を効果的に実施するためには、市はもっと観光協会との関係性を強化するこ

とを検討する余地があると考えられる。 

そこで、観光協会との人的及び財政的関係性から、より一層の強化を図る手法の一つ

として、観光協会の外郭団体化の可能性が考えられる。市の外郭団体のあり方について
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は、「外郭団体のあり方に関する基本方針(平成 19年 1月策定)」と「今後の外郭団体の

あり方並びに公益法人制度改革への対応について(平成 22年 4月策定)」が公表されてい

る。このうち、「外郭団体のあり方に関する基本方針(平成 19年 1月策定)」において、『基

本方針の対象となる「外郭団体」は、市民に対する団体経営の透明性を確保し、積極的

な説明責任を果たしていく観点から、これまでの地方自治法第 221条第３項の規定によ

り政令で定められた法人として、本市が市議会へ経営状況等の報告を行ってきた、資本

金、基本金等の２分の１以上を出資している団体にとどまらず、本市が事務局等へ職員

を派遣している団体、その他補助金の交付等の財政支援を行うなど、市政運営と密接な

関係がある団体』と記載されている。 

この点、観光協会の正味財産増減計算書における令和元年度の経常収益合計は 75,827

千円であり、その内、市の財政的支援は下記のとおりである。 

 

観光資源活用支援業務委託：                                   29,000,000 円 

   第 69 期王将戦七番勝負第二局の前夜祭等の運営委託：       4,996,995円 

   市バス定期券販売委託：                      3,700,000 円 

   補助金：                                                      9,000,000円 

    合計：                            46,696,995円  

 

上記のとおり、市からの支出合計は 46,696千円であり、観光協会全体の収入に対する

財政的支援の比率は補助金及び委託料を合算すると６割を超えている。つまり、観光協

会は収益の過半を市に依存しており、市の財政的支援の影響の大きさがわかる。また、

令和元年度から観光協会に１名出向させており、市が事務局等へ職員を派遣している団

体に該当する。これは、市が法人の運営費補助をしている（公財）高槻市文化振興事業

団との関係に近いものと考えられる。すなわち、市は同事業団に市の職員を事務局長と

して派遣するとともに、補助金の支出目的（同事業団は運営費補助、観光協会は事業費

補助）は異なるものの、補助金及び委託料の財政的支援を実施しているのである。 

こうした状況を見る限り、観光協会は市の出資を受けていないものの、いずれも補助

金及び委託料を含めた財政的支援及び人的支援の要件を満たしており、観光振興という

施策目的を市と一体的に行っている実態がある点を勘案すると、市政運営と密接な関係

がある団体と言える。他都市でも東大阪市の（一社）東大阪ツーリズム振興機構や豊田

市の（一社）ツーリズムとよたは、一般社団法人として市の観光協会と同じ事業を実施

しているが、それぞれの市の外郭団体として位置付けられている。また、市は「改革方

針」において、外郭団体の経営について、「利用者サービス向上や経費縮減の観点から、

外郭団体のあり方の見直しやその廃止も含めて検討する。」としているが、他方で「市の

関与は必要でも必ずしも市の職員が担う必要のない業務については、外郭団体の活用も

検討する。」と記載されている。 
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以上のことから、市は中長期的には観光振興と密接な関係のある観光協会とのパート

ナーシップを強化する必要があり、その手法の一つとして観光協会の外郭団体化の可能

性を検討すべきである。これにより、観光協会は安定的な市の支援を確保することが可

能となり、市も観光協会の組織運営に一定の関与をするとともに、補助金の給付や委託

料の支出について観光協会の財政状態を正確に把握し、より適切な補助金給付を行うこ

とで観光協会と一体的に実効性のある観光振興事業を行うことが可能となる。 

なお、観光協会の自立化に向けた対応としては、観光庁が推奨する観光協会の日本版

DMO（Destination Management/Marketing Organization）化の可能性も考えられる。日

本版 DMOとは、観光地域づくり法人のことを意味し、観光庁では、『地域の「稼ぐ力」を

引き出すとともに地域への誇りと愛着を醸成する「観光地経営」の視点に立った観光地

域づくりの舵取り役として、多様な関係者と協同しながら、明確なコンセプトに基づい

た観光地域づくりを実現するための戦略を策定するとともに、戦略を着実に実施するた

めの調整機能を備えた法人』と定義している。 

日本版 DMOになるためには、観光地域づくりを行うことについての多様な関係者の合

意形成などいくつかの要件を充足する必要があるが、市の観光振興についてより戦略的

組織的にマネジメントを実行する自律的な運営が求められる。観光協会の DMO化により、

市は市営の主要観光施設の管理を観光協会に委ねた場合の観光振興へのシナジー効果を

図ったり、観光協会が持つ地元事業者及び地元住民のネットワークやコネクションを有

効活用するなど、観光振興の手法の選択肢が増加する可能性がある。市はこうした点も

併せて観光協会とのパートナーシップ強化について検討されたい。 

 

（３）高槻市産業・観光振興ビジョンにおける成果志向の評価指標について（全般意見

３） 

① 高槻市産業振興ビジョン及び実施計画の評価指標における現状と課題 

市の「産業振興ビジョン」及び同実施計画においては、６つのプロジェクトの各事業

について、下記の表のとおり、原則として評価指標を設定している。すなわち、事業別

に平成 29年度～令和２年度までの４年間の数値目標を設定し、毎年の実績件数を記載し

ている。そして、当該事業について毎年「予定通り実施」、「予定を上回った」、「予定を

下回った」と評価を行い、進捗率（前期累計を含めた実績合計の目標に対する比率）を

記載している。そのうえで、それぞれ「現状の課題」、「今後の方向性」を記載すること

により、ＰＤＣＡを実行して進捗管理のツールとして運用している。 

ところがこの評価指標を見ると、その大半が活動量としてのアウトプットを示すもの

であり、本来の事業の成果に結びつくアウトカム指標になっていない。Ⅳ監査の結果及

び意見（各論）においても、こうした事業について成果志向の指標になっていないこと

を指摘している。 
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（図表 11 現在の６つのプロジェクトの各事業別評価一覧表） 

１）産業都市プロモーションプロジェクト 

 

（出所 高槻市産業振興ビジョン実施計画より監査人作成、以下、２）から６）まで同様。） 

 

  

H29 H30 R1
はにたん活動実績（市外） 40件 - 17件 7件 12件 90.0%

はにたんイラストデータ提供数 800件 - 181件 163件 202件 68.3%

PRイベントの実施 12件 - 7件 7件 2件 133.3%

テレビ・雑誌等への観光情報提
供数

160件 - 140件 202件 185件 329.4%

はにたん営業日記の更新回数 60回 - 21回 12回 108回 235.0%

地元製品・サービス
の発掘・発信

企業訪問数 700件 - 178件 194件 166件 予定通り
実施

76.9%

産業・ビジネスイベン
トへの参加促進

メールマガジン配信回数 40回 - 13回 12回 12回 予定通り
実施

92.5%

（３）学校教育にお
ける地元産業の
学習推進

産業教育の推進 たかつき産業フェスタの集客数 16,000人 - 8,000人 6,300人 6,500人 予定を上
回った

130.0%

海外マーケット開拓
に関する情報提供

紹介件数 8件 - 3件 4件 3件 125.0%

姉妹友好都市の活
用

情報提供先団体数 - - 8団体 11団体 5団体 予定通り
実施

-

「産業都市」プロモー
ションツールの作
成、および情報発信

（４）海外マーケッ
ト進出の促進支援

（２）「地元の製品
やサービス」の発
掘と発信

（１）市外への積極
的な「営業活動」
の展開

庁内・外との連携に
よるシティセールス

予定通り
実施

予定通り
実施

主要な取組 事業名称
目標

（平成29～令和2）
評価 進捗率実績件数前期

累計
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２）商業にぎわいまちづくりプロジェクト 

 

 

 

  

H29 H30 R1
「エリアマネジメント」
の実施主体の支援

中心市街地活性化協議会開催 4回 - 1回 1回 1回 予定通り
実施

75.0%

たかつきアート博覧会参加者数 9,900人 7,492人 1,446人 1,399人 1,468人 119.2%

中心市街地における新規出店件
数

12件 - 3件 4件 4件 91.7%

補助金交付件数（ハード整備） 15件 14件 1件 10件 2件 180.0%

補助金交付件数
（全事業）

65件 - 14件 17件 16件 72.3%

有志グループの取組
に対する多様な支援
方策の確立

有志グループの支援件数 12件 - 4件 7件 7件 予定通り
実施

150.0%

魅力的な店舗の新
規出店を強化

補助金交付件数 30件 23件 3件 7件 5件 予定通り
実施

126.7%

個別経営相談会 160件 - 56件 55件 55件 103.8%

出前経営相談 120件 - 40件 40件 24件 86.7%

（３）魅力ある個店
への出店支援

予定通り
実施

個店の経営力強化
支援

予定通り
実施

（２）にぎわいの創
出につながる新た
な取組に対する
活動支援

商店街の振興支援
（基盤施設、組織強
化等の団体支援）

（１）中心市街地に
おけるマネジメント
機能の確立 中心市街地活性化

の推進
予定通り
実施

進捗率主要な取組 事業名称
目標

（平成29～令和2）
評価

実績件数
前期
累計
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３）起業家育成・経営力強化プロジェクト 

 

 

  

H29 H30 R1
創業塾受講者数 200人 111人 28人 34人 24人 98.5%

創業塾卒業者数 100人 103人 19人 27人 19人 168.0%

スタートアップセミナー受講者数 200人 121人 25人 25人 16人 93.5%

補助金交付件数 30件 23件 3件 7件 5件 126.7%

採択件数 30件 25件 3件 7件 5件 133.3%

起業・創業セミナー
卒業生のフォロー
アップ

創業塾卒業生フォローアップ 25件 - 8件 7件 5件 予定を下
回った

80.0%

起業家の販路開拓 市HPにおける店舗紹介件数 30件 - 25件 26件 32件 予定通り
実施

106.7%

（３）起業家相互の
交流によるネット
ワーク化

起業・創業セミナー
卒業生のネットワー
ク化

創業塾ＯＢ参加者数 80人 - 11人 8人 4人 予定を下
回った

28.8%

事業所の経営力向
上のための個別指導

金融機関提案型融資推薦書作
成

- - 4件 2件 2件 予定通り
実施

-

商店等への情報提供回数 16回 - 4回 6回 6回 100.0%

商工会議所によるおおさか地域
創造ファンド支援件数

－ - 7件 2件 4件 -

個別経営相談会 160件 - 56件 55件 55件 103.8%

出前経営相談 120件 - 40件 40件 24件 86.7%

主要な取組 事業名称
目標

（平成29～令和2）
評価 進捗率実績件数前期

累計

（５）商工会議所の
持つ相談機能の
活用推進

商工会議所の持つ
相談機能の活用促
進

予定通り
実施

予定通り
実施

予定通り
実施

（２）起業家のセカ
ンドステップ支援
の推進

（４）既存事業所の
経営力向上の促
進 支援機関・メニュー

等の活用促進

（１）起業家育成の
推進

目的別の起業・創業
セミナーを開催

新たな店舗や事業所
の創出促進

予定通り
実施
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４）観光集客まちづくりプロジェクト 

 

H29 H30 R1
摂津峡周辺活性化に関する会議 8回 - 3回 0回 2回 62.5%

観光基盤施設の整備 1件 - 1件 0件 0件 100.0%

サインの新設・更新 12基 - 4基 2基 1基 58.3%

摂津峡周辺の道路修繕 - - 2件 2件 5件 -

文化財案内表示の
充実

標柱・説明板の更新 40基 - 25基 24基 13基 予定通り
実施

155.0%

主要観光施設の再
生検討

農林業体験イベント実施 24回 - 6回 3回 6回 予定を下
回った

62.5%

市営バス・タクシーに
よる観光アクセスの
充実

バスロケーションシステムの導入 1件 - 1件 - - 予定通り
実施

100.0%

宿泊施設の誘致 宿泊施設の誘致件数 1件 - 1件 0件 0件 予定通り
実施

100.0%

はにたん活動実績（市外） 40件 - 17件 7件 12件 90.0%

観光案内所利用者数 2.5万人
(単年度)

- 16,301人 34,119人 20,914 83.7%

観光情報コーナー利用者数 25万人 16.6万人 3.3万人 3.1万人 3.1万人 104.4%

観光協会HPの年間ページビュー 40万 26.0万 34.4万 40.3万 251.8%

巻頭特集 48件 12件 12件 12件 50.0%

プレスリリース - 140件 202件 185件 -

文化事業の実施 - - 74件 69件 70件 -

スポーツ事業の実施 - - 2件 0件 2件 -

鉄道駅への広報誌等の設置 25箇所 - 7箇所 18箇所 11箇所 144.0%

共同ＰＲの実施 12件 - 2件 3件 3件 66.7%

国・府と連携したイベント実施回数 8件 - 6件 6件 9件 262.5%

近隣市、関係団体と連携したイベ
ント回数

20件 - 11件 17件 14件 210.0%

オープンたかつき
のＰＲ件数

60件 - 103件 171件 128件 670.0%

どっちもキャンペーン
のＰＲ件数

30件 - 35件 13件 26件 160.0%

旅行代理店、広告代
理店等の活用

予定を上
回った

（１）観光基盤の整
備

国・府等の施策との
連携、近隣市との連
携

予定を上
回った

（２）情報発信、プ
ロモーション活動
の強化

市外への広域的な
観光情報の発信

予定通り
実施

予定を下
回った

交通事業者との連携 予定通り
実施

主要な取組 事業名称
目標

（平成29～令和2）
評価 進捗率

実績件数
前期
累計

摂津峡周辺活性化
の推進
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H29 H30 R1
はにたん商品開発支援 20件 - 5件 11件 15件 155.0%

土産認定 40件 - 51件 8件 8件 167.5%

酒米づくり体験の実施 12回 - 3回 3回 終了 50.0%

黒豆の収穫体験 8回 - 1回 2回 2回 37.5%

産業観光ルートの確
立

産業観光プログラム 40件 - 108件 73件 90件 予定を上
回った

677.5%

高槻ジャズストリート来訪者数 400,000人 - 100,000人 100,000人 100,000人 50.0%

高槻シティハーフマラソン参加者
数（ランナー・ボランティア・観客）

48,000人 - 12,000人 12,000人 12，000人 50.0%

安満遺跡青銅祭来訪者数 44,000人 - - 12,000人 8，000人 27.3%

市民フェスタ高槻まつり 720,000人 - 150,000人 145,000人 150000人 41.0%

ガイド利用申込件数 600件 246件 80件 55件 68件 74.8%

出前講座 4回 - 0回 1回 0回 25.0%

前期
累計

市民が主役となった
プロジェクトの展開

（５）市民が主役と
なった事業モデル
の確立

観光ボランティアガイ
ド等の活用

予定通り
実施

（４）農林業や工
業等との連携

グリーンツーリズムの
展開

予定を下
回った

予定を下
回った

（３）魅力ある商品
やサービスの開
発促進

地域にちなんだ商
品・サービスの開発
支援

予定を上
回った

目標
（平成29～令和2）

実績件数
評価 進捗率主要な取組 事業名称
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５）ものづくり企業高度化支援プロジェクト  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H29 H30 R1
ビジネスコーディネーターによる

訪問･相談対応等件数
2,000件 1089件 126件 128件 152件 74.8%

ビジネスコーディネーターによる
マッチング件数

300件 160件 11件 9件 18件 66.0%

ものづくり企業交流会
会員企業数

- - 55社 57社 53社 -

各種イベントの実施 4件 - 1件 1件 1件 75.0%

産学連携
マッチング件数

30件 9件 17件 1件 17件 146.7%

産学連携
セミナー参加者数

120人 - 23人 6人 21人 41.7%

（３）産業支援機
関の紹介強化

支援機関の紹介と情
報提供の強化

メールマガジン
登録社数

110社 - 87社 92社 93社 予定を上
回った

84.5%

施策情報提供数 40件 - 7件 10件 3件 50.0%

見学会等の実施 2件 - 1件 0件 0件 50.0%

工業系大学等と市内
企業とのマッチング
機会の創出

求職者情報の発信 4件 - 2件 2件 2件 予定を上
回った

150.0%

（４）人材確保と人
材育成の支援

企業の研修・適性検
査など人材育成への
支援

予定を下
回った

（２）知的インフラ
を活かした共同研
究開発支援の充
実

産学マッチングの促
進

予定を上
回った

予定通り
実施

（１）訪問事業と
マッチング事業の
強化

ビジネスマッチング
の実施

企業間交流の促進

予定を上
回った

実績件数
主要な取組 事業名称

目標
（平成29～令和2）

評価 進捗率前期
累計



51 
 

６）企業定着・誘致推進プロジェクト 

 

 

② 高槻市産業・観光振興ビジョンにおける成果志向の評価指標と進捗管理 

市がこうした評価指標を設定したことについては、平成 25年２月に「産業振興ビジョ

ン」及び同実施計画を改訂した当時においては、事業の成果をコミットする成果志向の

評価という考え方が十分検討されなかったことが考えられる。 

もちろん、事業によってはアウトプットとアウトカムが同じケースもあり得る。だが、

本来はアウトプット（活動の結果生み出した量）とアウトカム（活動の目的を達成した

成果）とは異なるものである。市は「産業振興ビジョン」の「市が自立した都市経営を

行うため税収及び地域雇用の確保を図り、地域経済の発展に資すること」という目的を

達成するために、それぞれの事業のゴールとしてどのような目標を設定し成果を出すか

H29 H30 R1
操業環境維持のため
の土地利用の誘導と
企業誘致体制の強化

ワンストップ相談の回数 - - 4回 3回 1回 予定通り
実施

-

企業定着補助金
交付件数

10件 4件 2件 0件 0件 60.0%

企業訪問数(市職員) 700件 - 178件 194件 166件 76.9%

企業立地促進条例に
基づく事業者指定数

10件 6件 2件 3件 6件 170.0%

企業訪問数(市職員) 700件 - 178件 194件 166件 76.9%

企業立地のための土
地情報の収集と紹介

金融機関等との
土地活用の情報交換

8回 - 2回 1回 2回 予定を下
回った

62.5%

市外企業の立地促進 企業立地促進条例に
基づく事業者指定数

10件 6件 2件 3件 6件 予定を上
回った

170.0%

研究開発型企業の集
積誘導

研究開発型
企業の立地

1件 - 0件 0件 0件 予定を下
回った

0.0%

（３）操業環境の安
全性の向上

災害や事故に強い企
業づくりを支援

セミナー等の開催 4回 6回 1回 1回 1回 予定通り
実施

75.0%

企業訪問数(市職員) 700件 - 178件 194件 166件 76.9%

企業訪問・相談対応等数
(ビジネスコーディネーター)

2,000件 1089件 126件 128件 152件 74.8%

（５）新たな土地利
用の検討

土地活用に向けた調
整

土地区画整理
事業の認可

1件 - 0件 1件 - 予定通り
実施

100.0%

（４）職員による定
期的・継続的な企
業訪問

企業訪問による関係
構築と情報収集

主要な取組 事業名称
目標

（平成29～令和2）
評価 進捗率実績件数

既存企業の事業所増
設等の設備投資を促
進

（２）企業誘致の推
進

（１）既存企業の流
出防止と事業所
増設の促進

工場と住宅の共存

予定を上
回った

予定を上
回った

前期
累計

予定を下
回った
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という観点から、成果指標を設定する必要がある。そして、その指標に基づき、毎年の

進捗管理と成果が出ているかどうかの評価を実施する必要がある。 

 

③ 高槻市産業・観光振興ビジョンにおける成果志向の評価指標への提言 

以上のとおり、市は令和３年度から開始する「産業・観光振興ビジョン」においては、

市の産業振興及び観光振興に資する事業とそれらの目的を達成する成果志向の評価指標

を設定して、進捗管理のツールとして活用する予定であると聞き及んでいる。 

今回の監査では監査結果にした事業について、Ⅳ監査の結果及び意見（各論）におい

て成果志向の評価指標の設定について記載しているが、それらを含めてとりまとめたも

のを以下に示している。市は今後策定される「産業・観光振興ビジョン」及び同実施計

画において、これらの目的を達成するための成果指標を作成する際の参考とされたい。 

 

１）産業都市プロモーションプロジェクト 

 

 

  

目標変更前 変更後案
庁 内・外と
の連携によ
る シ テ ィ
セールス

営業日記を何回更新したか、という
指標では、市が発信した情報がど
の程度需要者まで届いているかわ
かりにくく、需要者が知りたい情報
についての分析が難しい。

はにたん営業日記の更新回
数

・アウトプット
はにたん営業日記の閲覧数
・アウトカム
はにたん営業日記の閲覧数
増加に伴う市の認知度向上

営業日記の更新そのものは目的ではなく、営業
日記の発信内容をより多くの人々に見てもらうこと
が重要であり、営業日記の閲覧数の増加を通じ、
市のＰＲを行ない、かつ、市への訪問等を促すこ
とが当事業の大きな目的といえるため。

産業・ ビジ
ネスイベント
への参加促
進

メールマガジンの配信回数だけで
は、情報を必要とする事業者に必
要な情報が届いているかどうかわか
りにくい。

メールマガジンの配信回数 ・アウトプット
メールマガジンの配信回数と
受信先数を乗じた数値
・アウトカム
メールマガジン受信者のビ
ジネスイベントへの参加数増
加

メールマガジンを何回配信したかも重要である
が、当該情報をより多くの事業者に届けるという意
味では、何社に配信し、何社が受信したかも重要
であると考えられるため。

海 外 マ ー
ケッ ト 開拓
に関する情
報提供

メールマガジンの配信回数だけで
は、情報を必要とする事業者に必
要な情報が届いているかどうかわか
りにくい。

メールマガジンの配信回数 ・アウトプット
メールマガジンの配信回数と
受信先数とを乗じた数値
・アウトカム
メールマガジン受信者による
海外展開の増加

メールマガジンを何回配信したかも重要である
が、当該情報をより多くの事業者に届けるという意
味では、何社に配信し、何社が受信したかも重要
であると考えられるため。

プロジェクト
別事業

評価指標
変更理由等

評価指標における
現状の課題
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２）商業にぎわいまちづくりプロジェクト 

 

 

 

  

目標変更前 変更後案
商店街の振
興支援（基
盤施設、組
織強化等の
団体支援）

本事業の評価指標については、補
助金交付件数（ハード整備及び全
事業）としているが、市内に所在す
る補助対象となる商業団体は24団
体であり、未申請の団体について
は、その事業内容と補助金交付対
象事業との関連性が低い等の事情
があるとのことである。このため、本
指標をさらに向上させるのは実質
的に困難である。

・補助金交付件数（ハード整
備）
・補助金交付件数（全事業）

・アウトプット
補助対象団体の会員数や加
入率
・アウトカム
補助対象団体における個店
の収益や周辺の通行量
（ただし、当面は補助対象団
体の会員数や加入率による
のが現実的である。）

商業団体の組織力の強化という観点からは補助
対象団体の会員数や加入率、商店街等のにぎわ
いの創出という観点からは補助対象団体におけ
る個店の収益や周辺の通行量の増減率などが考
えられる。
ただし、補助対象団体への加入率、個店の収益
や周辺の通行量については、客観的なデータを
入手することが困難と考えられるため、評価指標
を現行の補助金交付件数から補助対象団体の
会員数に変更することが現実的である。

個店の経営
力強化支援

本事業の評価指標については、相
談会等の件数としているが、実際に
は、相談会の開催日数が集計され
ている。しかし、開催日数と指導件
数は必ずしも一致しない。

・個別経営相談会件数
・出前経営相談件数

・アウトプット
相談会等における指導件数
・アウトカム
相談会等における指導件数
の増加

本事業単独での評価指標は左記のとおりである
が、高槻商工会議所補助金におけるその他の補
助対象事業を含めた全体を通じた評価指標とし
ては、別途、市内事業者の商工会議所への加入
率などによることが適切である。

プロジェクト
別事業

評価指標における
現状の課題

評価指標
変更理由等
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３）起業家育成・経営力強化プロジェクト 

 

 

  

目標変更前 変更後案
目的別の起
業・創業セミ
ナー開催

・本事業の３つの目標は、起業・創
業という目的との関係においては、
活動指標（アウトプット）であっても
成果指標（アウトカム）ではない。重
要な成果指標である「創業塾卒業
後の創業者数」が本事業の目標に
含まれていない。
・目標の１つである創業塾卒業者数
は、前期４か年だけで既に目標数
値の100人を超え、他の２つの目標
も前期４か年だけで目標数値の半
分を超える状態となっていた。

創業塾受講者数
創業塾卒業者数
スタートアップセミナー受講
者数

・アウトプット
目標変更前と同じ（但し、達
成状況に応じて適時に的確
な目標数値の設定を行うべ
きである。）
・アウトカム
創業塾卒業後の創業者数

・起業・創業を目的とする本事業に関し、創業者
数がとくに重要な成果指標（アウトカム）となること
は明らかである。
・過去の実績を下回る目標は、特段の改善を行
わなくとも通常達成できるものということになり、事
業の目標として相応しいとは言い難いので、適時
の目標数値の上方修正を行うべきである。

新たな店舗
や事業所の
創出促進

産業競争力強化法に基づく創業支
援等事業計画による創業支援に関
する数値が、実施計画の目標に掲
げられていない。

補助金交付件数
採択件数

・アウトプット
目標変更前と同じ
・アウトカム
創業支援等事業計画による
創業支援数

当初は期間限定であった創業支援等事業計画
が延長されたのは後期４か年の実施計画の策定
後ではあったが、かかる実施計画については重
要な事情の変更等があれば期間の途中でも適宜
の見直しを行うべきである。したがって、創業支援
等事業計画の延長に伴って、同計画の創業支援
に関する事業内容や目標を実施計画に取り込ん
で記載することが望ましかったもので、今後の対
応として、このような記載を行うことを検討すべき
である。

起業・創業
セミナー卒
業生のフォ
ローアップ

本事業の目標である創業塾卒業生
フォローアップは、卒業生フォロー
アップのための講座の開催回数を
指しているが、かかる目標は、活動
指標（アウトプット）ではあっても成
果指標（アウトカム）ではない。

創業塾卒業生フォローアッ
プ件数

・アウトプット
目標変更前と同じ
・アウトカム
フォローアップのための講座
への創業塾卒業生の参加人
数・参加率

フォローアップのための講座への卒業生の参加
人数・参加率といった、卒業生の創業継続のため
の行動を促す指標としての「講座への参加」その
ものを目標として設定すべきである。

起業家の販
路開拓

本事業の目標である市ＨＰにおけ
る店舗紹介件数は、活動指標（アウ
トプット）であっても成果指標（アウト
カム）ではない。

市ＨＰにおける店舗紹介件
数

・アウトプット
目標変更前と同じ
・アウトカム
当該ホームページのセッショ
ン数（アクセス数）ないしペー
ジビュー数（ページ閲覧数）

ホームページが販路開拓に役立っているかどうか
を判定するためには、当該ホームページのセッ
ション数（アクセス数）やページビュー数（ページ
閲覧数）などを目標として設定すべきである。

プロジェクト
別事業

評価指標における
現状の課題

評価指標
変更理由等
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４）観光集客まちづくりプロジェクト 

 

目標変更前 変更後案
摂津峡周辺
活性化の推
進

摂津峡周辺活性化に関する会議
で、地元住民等の取組への支援と
して、地元協議会と意見交換を実
施しているが、関係者間で具体的
な事業を決定しておらず、その工程
表も作成していないため、現状では
観光基盤の整備の成果が出ていな
い。

摂津峡周辺活性化に関する
会議回数

・アウトプット
摂津峡周辺活性化に関する
会議による事業決定数
・アウトカム
事業決定に基づく観光者数
の増加

摂津峡周辺活性化を推進するには、地元との協
議を重ねて新たな事業を創出する一方、課題を
共有し解決のための工程表を作成することによっ
て、具体的な成果が期待できるため。

市営バス・タ
クシーによ
る観光アク
セスの充実

市営バスとの連携による利便性の
向上・アクセスの充実と地元タク
シー事業者と連携した観光資源の
PRなど来訪者の利便性の向上の
成果の有無がわかりにくい。

バスロケーションシステムの
導入件数

・アウトプット
市営バス等の企画切符の販
売枚数
・アウトカム
市営バス等を利用した観光
客数の増加

市営バス等をより活用した観光振興事業として、
１日切符（平日・休日別）や企画切符を発売し、観
光客のアクセス向上による観光客の増加を図るこ
とを検討すべきである。

宿泊施設の
誘致

宿泊施設の誘致は観光客の増加
につながるが、本来の目的は誘致
した宿泊施設を利用する宿泊客数
の増加とイベントによる集客数の増
加であり、これらの増加がわからな
い。

宿泊施設の誘致件数 ・アウトプット
宿泊施設の誘致による宿泊
客数・イベントによる集客数
・アウトカム
宿泊施設の誘致による宿泊
客数の増加・イベントによる
集客数の増加

「ホテルアベストグランデ高槻」が誘致により令和
２年８月に開業した。平成27年１月に営業を終了
した民間宿泊施設の営業終了前の宿泊客数とイ
ベントによる集客数を上回るべく事業目標を設定
するべきである。

交通事業者
との連携

交通事業者等との連携による観光
振興の成果の有無がわかりにくい。

なし ・アウトプット
市営バス等の企画切符の販
売枚数
・アウトカム
市営バス等を利用した観光
客数の増加

交通事業者等との連携による情報発信について
は評価指標が設定されているが、具体的なプロ
モーション活動実施による成果指標を追加すべ
き（左記は、プロジェクト別事業：「市営バス・タク
シーによる観光アクセスの充実」の変更後案の評
価指標と同一とした。）。

国・府等の
施策との連
携、近隣市
との連携

大阪府及び府内の他市町村・関係
団体と連携したイベントの件数はわ
かるが、イベント実施による効果が
わかりにくい。

国・府と連携したイベント実
施回数
近隣市、関係団体と連携し
たイベント回数

・アウトプット
国・府、近隣市、関係団体と
連携したイベントの参加者数
・アウトカム
国・府、近隣市、関係団体と
連携したイベントの参加者数
の増加

イベントの件数より、イベント実施による参加者数
が評価指標として明確に成果を表すため。

グリーン
ツーリズム
の展開

生産者や施設と連携した体験プロ
グラムの件数はわかるが、イベント
実施による効果がわかりにくい。

酒米づくり体験の実施件数
黒豆の収穫体験件数

・アウトプット
生産者や施設と連携したイ
ベントの参加者数
・アウトカム
生産者や施設と連携したイ
ベントの参加者数の増加

イベントの回数より、イベント実施による参加者数
が評価指標として明確に成果を表すため。

産業観光
ルートの確
立

企業、商店、事業者と連携した観光
プログラムの回数はわかるが、プロ
グラム実施による効果がわかりにく
い。

産業観光プログラム　件数 ・アウトプット
企業、商店、事業者と連携し
た観光プログラムの参加者
数
・アウトカム
企業、商店、事業者と連携し
た観光プログラムの参加者
数の増加

プログラムの回数より、プログラム実施による参加
者数が評価指標として明確に成果を表すため。

プロジェクト
別事業

評価指標における
現状の課題

評価指標
変更理由等
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５）ものづくり企業高度化支援プロジェクト  

 
 

  

目標変更前 変更後案
ビ ジ ネ ス
マッチング
の実施

ビジネスマッチングは、ビジネスコー
ディネーターの支援によって行わ
れている。ビジネスコーディネー
ターによるマッチングは年間10～20
件程度になっているが、取引成立
まではそのうち3，4件と横ばいに
なっている。

ビジネスコーディネーターに
よるマッチング件数

ビジネスコーディネーターに
よるマッチング取引成立件数

当事業は、ビジネスマッチングの成立の件数を増
やすことが当事業の目的であることから、評価指
標としては取引成立件数にすることが望ましい。

ものづくり企業交流会会員企業数と
なっている。近年、ものづくり企業交
流会の参加企業及び人数が減少
傾向にある。

ものづくり企業交流会会員企
業数

ものづくり企業交流会の参加
企業数

当事業の目的は企業間の交流を通して製品や
サービスの新たなニーズ創出やヒントを得ることか
ら、企業がより交流した回数を示す指標とすること
が望ましい。

交流の場を提供するだけでなく、交
流することが必要なため、現状の指
標では、企業間交流の成果が測定
できない。

各種イベントの実施数 各種イベントの参加企業数 企業間の交流の機会を増やすためには参加企
業を増やすことが必要なことであることから評価指
標は参加企業数とすることが望ましい。

産学マッチ
ングの促進

ビジネスマッチングと同様にマッチ
ング件数が指標となっているが、取
引成立となる案件は一部である。

産学連携マッチング件数 産学連携マッチングの取引
成立件数

当事業の目的は産学連携マッチングの取引成立
件数の増加であることから、取引成立件数にする
ことが望ましい。

プロジェクト
別事業

評価指標における
現状の課題

評価指標
変更理由等

企業間交流
の促進
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６）企業定着・誘致推進プロジェクト 

 

目標変更前 変更後案
操業環境維
持のための
土地利用の
誘導と企業
誘致体制の
強化

現在の指標は「ワンストップ相談の
回数」と設定されかつその目標回
数が明記されていない。

ワンストップ相談の回数 ・アウトプット
複数の部署にまたがる相談
の場合に、ワンストップ相談
対応を行った比率
・アウトカム
相談者の利便性及び有用性
に関する満足度

ワンストップ相談の実施自体が目標であれば、そ
もそも「ワンストップ相談の回数」が指標として適し
ておらず、ワンストップ相談対応をするべき案件
は必ずワンストップ相談対応したかどうかが測定
できる様にすべきである。さらに、アウトカムの指
標が設定されていない状況にある。

工場と住宅
の共存

現在のアウトプット指標である企業
訪問数は、企業定着促進補助金の
対象にならない企業への訪問数も
含めて示されている。

企業訪問数(市職員)
企業定着促進補助金交付件
数

・アウトプット
市職員の企業訪問により、企
業定着促進補助金の要件を
満たす企業に対して企業定
着促進補助金を説明した訪
問数
・アウトカム
同左

当該補助金は高槻市内に製造拠点がある製造
業を営む中小企業者が対象であり、企業定着促
進補助金の対象にならないことが明らかな企業へ
の訪問数が含まれることは、効果を測定する上で
は適切ではない。当該事業における効果が明確
に示されていない状況にある。また、市が発信す
る情報に対する信頼性を低下させる懸念がある。

既存企業の
事業所増設
等の設備投
資を促進

現在のアウトプット指標である企業
訪問数は、企業立地促進奨励金の
対象にならない企業への訪問数も
含めて示されている。

企業訪問数(市職員)
奨励金制度にかかる指定事
業者数

・アウトプット
市職員の企業訪問により、企
業立地促進奨励金の要件を
満たす企業に対して企業立
地促進奨励金を説明した訪
問数
・アウトカム
◯奨励金制度にかかる指定
事業者数（市内企業）
◯指定事業者からの税収と
要したコストのバランス（市内
企業）

市外移転が決定した企業へ動向をヒアリングする
ための訪問や、訪問により企業が廃業や市外移
転している事実を確認した場合の訪問など、企業
立地促進奨励金の説明をしなかった場合の訪問
数も含めるのは、効果を測定する上では適切で
はない。また、市が発信する情報に対する信頼性
を低下させる懸念がある。

企業立地の
ための土地
情報の収集
と紹介

アウトカム指標が設定されておら
ず、事業を実施することにより目標
が達成できたのか、効果測定がで
きない状況にある。

金融機関等との土地活用の
情報交換回数

・アウトプット
同左
・アウトカム
ネットワークから得られた情
報や関係性の活用度

事業の成果をネットワークがどの程度有効に機能
しているかを測定するために、入手した情報を元
にどのような活用実績があるか定性的に捉え、そ
れらを総合評価して点数化する方法も考えられ
る。

市外企業の
立地促進

アウトプットに関する指標が設定さ
れていない。そのため、当該事業に
おける効果測定が一部行われてい
ない状況にある。

企業立地促進条例に基づく
事業者指定数

・アウトプット
市職員の企業訪問により、企
業立地促進奨励金制度を説
明した企業への訪問数
・アウトカム
◯奨励金制度にかかる指定
事業者数（市外企業）
◯指定事業者からの税収と
要したコストのバランス（市外
企業）

高槻市においては、企業誘致活動は難易度が高
く、アウトプットのデータを蓄積することで得られる
客観的な実績も勘案して今後の方針を検討する
ことが重要と考えられる。

研究開発型
企業の集積
誘導

アウトプットに関する指標が設定さ
れていない。そのため、当該事業に
おける効果測定が一部行われてい
ない状況にある。

研究開発型企業の立地件数 ・アウトプット
市職員の企業訪問により、研
究開発型企業向けの企業立
地促進奨励金制度を説明し
た企業への訪問数
・アウトカム
同左
◯将来の税収増加額（研究
開発型企業）
◯指定事業者からの税収と
要したコストのバランス（研究
開発型企業）

目標は4年間で１社の誘致実現とハードルが高
く、必要以上の活動が行われていないかを客観
的に確認できる状況は必要であり、日々のアウト
プットがどれだけ行われたかを適切に把握するこ
とが重要である。

プロジェクト
別事業

評価指標における
現状の課題

評価指標
変更理由等
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２．個別の監査の結果及び意見のまとめ 

個別の監査の結果及び意見の一覧は次のとおりである。結果が３項目、意見が 61項目あ

り、合わせて 64 項目である。なお、表中にある「監査の結果または意見及び区分」は、本

報告書における当該項目の区分である。 

 

 監査の結果または意見及び区分 頁 

１．産業都市プロモーションプロジェクト 

（１）庁内・外との連携によるシ

ティセールス 

意見 

１－１ 

評価指標の見直しについて 64 

意見 

１－２ 

プロモーション事業へのより一層の取

組みについて 

65 

（２）地元製品・サービスの発

掘・発信 

意見 

１－３ 

高槻市産業物産展示コーナー展示ブー

ス（期間延長）申請書の更新について 

67 

意見 

１－４ 

高槻市産業物産展示コーナー展示ブー

スのより一層の運用について 

67 

意見 

１－５ 

「たかつき土産」プロジェクトの連携強

化について 

68 

（３）産業・ビジネスイベントへ

の参加促進 

意見 

１－６ 

指標の集計誤りについて 70 

意見 

１－７ 

評価指標の見直しについて 70 

（４）産業教育の推進 意見 

１－８ 

覚書の文言の一部修正について 71 

意見 

１－９ 

「たかつき産業フェスタ」の収支決算書

の添付資料等について 

72 

（５）海外マーケット開拓に関す

る情報提供 

意見 

１－10 

評価指標の見直しについて 73 

２．商業にぎわいまちづくりプロジェクト 

（１）「エリアマネジメント」の

実施主体の支援 

意見 

２－１ 

「たかつき活性化塾」における検討対象

の選定について 

76 

（２）商店街の振興支援（基盤

施設、組織強化等の団体支援） 

意見 

２－２ 

未申請団体への対応について 79 

意見 

２－３ 

評価指標の見直しについて 82 

意見 

２－４ 

商業団体の組織基盤の強化への支援に

ついて 

83 
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意見 

２－５ 

補助対象事業のあり方について 84 

（３）個店の経営力強化支援 意見 

２－６ 

事業実施主体の明確化及び評価指標の

見直しについて 

87 

３．起業家育成・経営力強化プロジェクト 

（１）目的別の起業・創業セミ

ナー開催 

意見 

３－１ 

創業塾卒業後の創業者数が目標に含ま

れていないことについて 

91 

意見 

３－２ 

目標数値の上方修正について 91 

意見 

３－３ 

委託契約の見積書に内訳や明細がない

ことについて 

92 

（２）新たな店舗や事業所の創

出促進 

意見 

３－４ 

創業・個店支援事業の応募件数について 94 

意見 

３－５ 

創業・個店支援事業における現地確認に

ついて 

95 

意見 

３－６ 

創業支援等事業計画における目標設定

について 

96 

意見 

３－７ 

高槻創業支援ネットワークにおける連

携について 

96 

（３）起業・創業セミナー卒業

生のフォローアップ 

 

意見 

３－８ 

創業塾卒業生への積極的なフォローア

ップについて 

98 

意見 

３－９ 

フォローアップに関する目標について 

 

99 

（４）起業家の販路開拓 

 

 

意見 

３－10 

ホームページにおける販路開拓の支援

について 

101 

意見 

３－11 

ホームページに関する目標について 101 

（５）起業・創業セミナー卒業

生のネットワーク化 

意見 

３－12 

ネットワーク化事業の存続の可否につ

いて 

103 

４．観光集客まちづくりプロジェクト 

（１）摂津峡周辺活性化の推進 結果 

４－１ 

「観光振興計画」の評価指標の数値設定

と時点評価について 

106 

意見 

４－１ 

摂津峡周辺の主要観光施設及び主要宿

泊施設の有効活用について 

 

107 
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意見 

４－２ 

主要観光施設及び主要宿泊施設におけ

る利用人数の集計精度について 

112 

（２）宿泊施設の誘致 意見 

４－３ 

誘致した宿泊施設の事業者の経営状況

の把握について 

114 

（３）市外への広域的な観光情

報の発信 

結果 

４－２ 

（公社）高槻市観光協会への補助金交付

対象事業費の妥当性の検証について 

117 

意見 

４－４ 

（公社）高槻市観光協会への補助金の交

付額（経費の補助割合）について 

120 

意見 

４－５ 

（公社）高槻市観光協会への補助金と観

光資源活用支援業務の委託料について 

121 

意見 

４－６ 

観光案内所（観光情報コーナー含む）の

設置のあり方について 

122 

意見 

４－７ 

主要観光施設の対象について 125 

意見 

４－８ 

観光集客まちづくりプロジェクトにお

ける目標の見直しについて 

125 

５．ものづくり企業高度化支援プロジェクト 

（１）ビジネスマッチングの実

施 

結果 

５－１ 

行動実績表の記載誤りと記載方法の見

直しについて 

128 

意見 

５－１ 

契約に定めるビジネスコーディネータ

ーの年間勤務日数のカウント方法につ

いて 

129 

意見 

５－２ 

企業情報等の管理について 129 

意見 

５－３ 

ビジネスマッチングの成果や実績の活

用について 

130 

意見 

５－４ 

後継者対策について 131 

意見 

５－５ 

ビジネスマッチングの実施事業の評価

指標の見直しについて 

132 

（２）企業間交流の促進 意見 

５－６ 

高槻市ものづくり企業交流会の参加者

数の減少について 

133 

意見 

５－７ 

企業間交流の促進事業の評価指標の見

直しについて 

135 

（３）産学マッチングの促進 意見 

５－８ 

産学マッチングの促進事業の評価指標

の見直しについて 

137 



61 
 

（４）工業系大学等と市内企業

とのマッチング機会の創出 

意見 

５－９ 

人材確保の支援強化について 138 

６．企業定着・誘致推進プロジェクト 

（１）操業環境維持のための土

地利用の誘導と企業誘致体制の

強化 

意見 

６－１ 

ワンストップ相談のアウトカム指標が

設定されていないことについて 

 

141 

（２）工場と住宅の共存 意見 

６－２ 

企業定着促進補助金事業におけるアウ

トプット指標及び目標値が効果測定に

的確な設定となっていないことについ

て 

143 

（３）既存企業の事業所増設等

の設備投資を促進 

意見 

６－３ 

企業立地促進奨励金事業におけるアウ

トプット指標及びアウトカム指標が効

果測定に的確な設定となっていないこ

とについて 

148 

（４）企業立地のための土地情

報の収集と紹介 

意見 

６－４ 

金融機関等との情報交流を行うネット

ワーク作り事業におけるアウトカム指

標が設定されていないことについて 

151 

（５）市外企業の立地促進 意見 

６－５ 

市外企業の立地促進を推進する企業誘

致事業におけるアウトプット指標が設

定されておらず、かつアウトカム指標が

的確に設定されていないことについて 

155 

意見 

６－６ 

企業との関係づくりについて 157 

（６）研究開発型企業の集積誘

導 

 

意見 

６－７ 

研究開発型企業を誘致する事業におけ

るアウトプット指標が設定されていな

いことについて 

158 

（７）インプット、アウトプッ

ト、アウトカムの設定状況につ

いて 

意見 

６－８ 

インプット、アウトプット、アウトカム

の設定に事業間の統一性がないことに

ついて 

162 

７．中心市街地活性化基本計画関連事業 

（１）公園でのイベントの開催 意見 

７－１ 

有料施設の予約状況の公表について 165 

意見 

７－２ 

有料施設の幅広い利用促進のためのＰ

Ｒと利用方法について 

165 

（２）民間活力による公園の魅

力向上 

意見 

７－３ 

市との共同での防災訓練の実施につい

て 

166 
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意見 

７－４ 

安満遺跡公園からの他の市内商店、観光

への誘導について 

167 

（３）市民フェスタ高槻まつり

の開催 

意見 

７－５ 

高槻まつり振興会の源泉徴収の要否に

ついて 

169 

（４）中心市街地の車両流入抑

制（駐車場のあり方） 

意見 

７－６ 

目指すべき成果指標の設定とそれを達

成する委託業務の発注方法について 

171 

（５）高齢者への市営バス無料

乗車証の配布 

意見 

７－７ 

乗車券不正利用防止への取組みについ

て 

174 

意見 

７－８ 

中心市街地活性化計画との関連性につ

いて 

174 
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Ⅳ 監査の結果及び意見（各論） 

１．産業都市プロモーションプロジェクト 

（１）庁内・外との連携によるシティセールス 

① 事業の概要 

項目 摘要 

事業内容 庁内関係各課、民間事業者（観光・交通事業者等）、マスメディ

アと連携し、積極的な営業活動を行い、市の魅力となる情報を収

集し、効果的な発信を行う。 

令和元年度の事業別予

算及び決算と財源 

【観光シティセールス課】予算額 38,929千円、決算額 36,796千

円 

【財源】国庫支出金 14,500千円、一般財源 24,429千円 

令和元年度の決算額の

主な内訳 

委託料 31,767千円、 

非常勤職員への報酬 2,219千円等 

令和元年度の支出額の

主な内訳 

【委託料】 

契約名：観光資源活用支援業務委託 

契約先：（公社）高槻市観光協会 

契約期間：令和元年７月 1日から令和２年３月 31日まで 

契約金額総額：29,000千円 

令和元年度の金額：29,000千円 

契約方法：地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号による随

意契約 

令和元年度の主な取組

実績と成果 

・マスメディアを通じ、摂津峡やいましろ大王の杜などの観光資

源、高槻うどんギョーザやオープンたかつき、はにたんなどにつ

いて情報発信を行った（オープンたかつき 128件、それ以外 57

件）。 

・庁内関係部署、観光協会、商工会議所と連携して、市の産業、

観光のＰＲイベントを実施した。 

特記事項 当該事業の予算・決算額は、同プロジェクトの他事業並びに「４．

観光集客まちづくりプロジェクト」に含まれる複数の事業におい

て横断的に発生しており明確に区分できないため、それらの事業

を含めた合計額を記載している。 
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② 評価指標と事業の進捗等の概要 

項目 摘要 

目標（平成 29～令和２） ・ＰＲイベントの実施 12件 

・テレビ・雑誌等への観光情報提供数 160件 

・はにたん営業日記の更新回数 60回 

実績件数及び進捗率 ・ＰＲイベントの実施 H29 7件、H30 7件、R１ 2件 

累計 16件、進捗率 133.3％ 

・テレビ・雑誌等への観光情報提供数 H29 140件、H30 202件、

R１ 185 件 累計 527件、進捗率 329.4％ 

・はにたん営業日記の更新回数 H29 21回、H30 12 回、R１ 108

回 累計 141回、進捗率 235.0％ 

評価 予定通り実施 

現状の課題 ・情報発信力のある事業者と提携し、更なる情報発信力の強化が

必要である。 

・更なる連携先の拡大および既存連携先との強化を進めていく必

要がある。 

今後の方向性 ・情報発信力のある事業者とさらなる提携について検討してい

く。 

・市の観光や産業のＰＲ効果を高めるため、関係機関の連携先を

広げていく。 

担当課 観光シティセールス課 

主な連携先 観光協会 

 

③ 監査の結果及び意見 

ア．評価指標の見直しについて（意見１－１） 

現在、当事業の評価指標の一つとして、はにたん営業日記の更新回数が掲げられてい

る。ただ、営業日記の更新そのものは目的ではなく、営業日記の発信内容をより多くの

人々に見てもらうことが重要である。市のプロモーションの究極的な目標は積極的な営

業活動を行い、市の魅力となる情報を収集し、効果的な発信を行うことを通じ、市への

転入者数や関係人口を増やすことである。そのきっかけとして、当事業においては、営

業日記の閲覧数の増加を通じ、市のＰＲを行い、かつ、市への訪問等を促すことが考え

られる。 

一方、市は当該 webサイトの閲覧（アクセス）数についてその情報を把握しており、

更新内容や更新日時と閲覧数の関連性についてのデータを分析することが可能である。

そのため、はにたんの営業日記の閲覧数を向上させることを目標とし、今後は当該 web

サイトの閲覧数を業務の指標にすることを検討されたい。 
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イ． プロモーション事業へのより一層の取組みについて（意見１－２） 

令和元年度の産業都市プロモーションプロジェクトの個別事業の多くは、他のプロジ

ェクトと予算が横断的に取られているものが多く、プロモーションを目的に事業を行っ

ているというよりは他のプロジェクトに係る事業が行われた結果、プロモーションにも

なっているとして、当プロジェクトの事業としても位置付けされている傾向にあると思

われる。 

一方で、「産業・観光振興ビジョン」作成に向けて市が実施した webアンケート形式に

よる市外在住者の意識調査において、「高槻市」について思い浮かぶことの第 1位は「浮

かばない」であり、上位５件に産業や観光に関連するワードは入っていない。このよう

に、市の産業及び観光についての世間への認知度は依然として低く、今後も産業・観光

についてのプロモーションをより一層行っていく必要があると考えられる。 

そのため、プロモーション事業については、横断的な事業の一つと捉えるのではなく、

他の事業の予算から独立させ、プロモーションに特化した事業として予算を単独で確保

していくことを検討すべきである。この点、令和元年度及び令和２年度予算で現在作成

中の「産業・観光振興ビジョン」においてはプロモーション単独の事業として、外部事

業者によるノウハウや知見を元に今後の計画（Plan）がまとめられているところである。

この外部事業者を活用するという流れについては、今後の計画の実施（Do）時において

も、是非とも選択肢の一つとすべきであると考える。 

 

（２）地元製品・サービスの発掘・発信 

① 事業の概要 

項目 摘要 

事業内容 ・市内事業所の技術・製品・サービス等に関する情報の収集と発

信を行う。 

・市内事業所の製品、商品等の中で、特筆すべきものを取り上げ、

市内外に強力にＰＲする。 

令和元年度の事業別予

算及び決算と財源 

【観光シティセールス課】予算額 9,929千円、決算額 7,796千円 

【財源】一般財源 

令和元年度の決算額の

主な内訳 

令和元年度の支出額の

主な内訳 

委託料 2,767千円 

需用費 2,044千円 

非常勤職員への報酬 2,219千円等 

【委託料】 

１．契約名：「はにたん観光情報コーナー」観光案内等業務委託 

契約先：（特非）高槻市文化財スタッフの会 

契約期間：平成 31年４月 1日から令和２年３月 31日まで 

契約金額総額：1,038 千円 
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令和元年度の金額：1,038 千円 

２．契約名：高槻市ＰＲイベント会場設営等業務 

契約先：(株)ＪＲ西日本コミュニケーションズ 

契約期間：平成 31年４月 1日から令和２年３月 31日まで 

契約金額総額：1,729 千円 

令和元年度の金額：1,729 千円 

【需用費】 

はにたんシール、路線バスで巡る高槻観光ガイドマップ、高槻案

内リーフレット、摂津峡ウォーキングマップ等の印刷製本費

1,001千円 

令和元年度の主な取組

実績と成果 

・市職員による企業訪問等を通じて、市内企業の特長的な技術、

製品に関する情報を収集した。 

・産業物産展示コーナー展示ブースを活用し、市内事業所の製品

を市民等に広くＰＲした。 

・商工会議所と連携し、「たかつき土産」として認定された商品・

グッズの市内外へのＰＲを行った。 

特記事項 当該事業の予算・決算額は、同プロジェクトの他事業並びに「４．

観光集客まちづくりプロジェクト」に含まれる複数の事業におい

て横断的に発生しており明確に区分できないため、それらの事業

を含めた合計額を記載している。 

 

② 評価指標と事業の進捗等の概要 

項目 摘要 

目標（平成 29～令和２） ・企業訪問数 700件 

実績件数及び進捗率 ・企業訪問数 H29 178件、H30 194件、R１ 166件 

累計 538件、進捗率 76.9％ 

評価 ・予定通り実施 

現状の課題 ・産業物産展示コーナー展示ブースの利用事業所数を増やすた

め、事業者へのより一層の周知活動が必要である。 

・「たかつき土産」として認定された商品・グッズ等の販売場所

の新規開拓や今後のＰＲ方策等について検討する必要がある。 

今後の方向性 ・市職員による市内企業の特長的な技術、製品に関する情報を収

集するとともに、産業物産展示コーナー展示ブースや産業フェス

タ等を通じて積極的なＰＲを行う。 

・商工会議所や観光協会と連携し、「たかつき土産」として認定

された商品・グッズを市内外に強力にＰＲするとともに、販売場
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所の確保に努める。 

担当課 農林緑政課、産業振興課、観光シティセールス課 

主な連携先 商工会議所、観光協会 

 

③ 監査の結果及び意見 

ア．高槻市産業物産展示コーナー展示ブース（期間延長）申請書の更新について（意

見１－３） 

高槻市産業物産展示コーナー展示ブース使用要領第４項によれば、「展示期間は、原則

として６か月間とする。ただし、第７項の使用申請手続きを行うことにより、展示期間

を延長することができる。」とある。また、第７項には「展示ブースを使用、又は展示期

間の延長を申請しようとする者は、高槻市産業物産展示コーナー展示ブース使用（期間

延長）申請書により、その都度指示する期限までに申請を行わなければならない。」とあ

る。 

令和２年 11 月末現在、４つの展示ブースのうち３つのブースで産業物産が展示されて

いるが、いずれも上記展示期間の６か月を過ぎた状態となっている。この場合、高槻市

産業物産展示コーナー展示ブース（期間延長）申請書による申請が必要であるが、新型

コロナウイルスによる影響もあり、申請書による延長申請はなされていなかった。なお、

市は各者から延長の意思について電話等で確認しているとのことであった。コロナ禍と

言えども郵送等により申請書を受領することは可能であることから、要領に従い、申請

書による申請を遵守するべきである。 

 

イ．高槻市産業物産展示コーナー展示ブースのより一層の運用について（意見１－４） 

上記ア．高槻市産業物産展示コーナー展示ブース（期間延長）申請書の更新について

（意見１－３）の意見に記載のとおり、高槻市産業物産展示コーナー展示ブースの令和

２年 11月末時点の使用状況として、４つの展示ブースのうち、展示期間が延長された３

つの産業物産が展示され続けており、ブースが１つ空いた状態となっていた。 

現状の課題にも記載されているとおり、産業物産展示コーナー展示ブースを有効に活

用し、展示ブースの利用事業所数を増やすためにも、より一層の事業者への周知活動が

必要である。そこで、市は他の事業で行っている企業訪問時において、当該展示ブース

を紹介する等、周知活動を行っている。 

しかし、空きスペースがあるという状態は続いており、その理由の一つとして、広告

宣伝という目的では展示できず、展示物の価格表示はできない、ということもあるので

はないかと考えられる。ブースに価格表示できないのであれば、ブース横に当該展示品

のパンフレットを置くことは認める等、展示する事業者にメリットがあると思わせるよ

うな新たな試みや展示方法を検討し、展示ブース自体の認知度向上のみならず、展示ブ

ースへ展示することの魅力を向上させる方法についても検討すべきである。 
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ウ．「たかつき土産」プロジェクトの連携強化について（意見１－５） 

商工会議所では、高槻から生まれた品々を「たかつき土産（みやげ）」として認定し、

市内外へとＰＲするプロジェクトに取り組んでおり、当該プロジェクトにおいて、市及

び観光協会が後援している。 

商工会議所の web サイトである http://omiyage.takatsukicci.net/（以下、「たかつき

土産ＨＰ」という。）に「たかつき土産」全 66種類が個別に掲載されており、たかつき

土産ＨＰから通信販売サイトである「おもてなしギフトショップ」にリンクすることに

より、これらのお土産を購入することが可能である。その他、市内の各販売所において

購入することが可能であるが、市は「たかつき土産」がどのような形態でどれだけ売れ

たかという情報までは把握していない。市は、「たかつき土産」として認定された商品等

の販売プロモーションをバックアップするのであるから、このような販売データについ

て共有するべきである。 

一方で、上記のとおり、「たかつき土産」は全 66種類あるが、それらの「たかつき土

産」を一覧できるパンフレットについては、たかつき土産ＨＰからダウンロードするこ

とはできない。当該パンフレットは観光協会の webサイト（以下、「観光協会ＨＰ」とい

う。）からのみダウンロードできる仕組みとなっており、たかつき土産ＨＰから観光協会

ＨＰへのリンクはなされておらず、市はその相互リンクができていない状況までは把握

していなかった（観光協会ＨＰからたかつき土産ＨＰへのリンクはなされている）。 

利用者の利便性を考えると、たかつき土産ＨＰからもたかつき土産全 66種類が掲載さ

れたパンフレットを容易に入手できるようＨＰを作成することが考えられる。あるいは、

たかつき土産ＨＰから観光協会ＨＰへリンクできるようにし、パンフレットのダウンロ

ードが容易にできるように相互リンクとしておくことが考えられる。 

市は、産業及び観光について、商工会議所及び観光協会へ様々な支出を行っており、

三者間の連携及び意見交換は重要であり、「たかつき土産」については後援している。ま

た、「たかつき土産認定制度実施要領」の概要には、「認定された「たかつき土産」につ

いて、高槻商工会議所は高槻市、（公社）高槻市観光協会その他関係する団体等との連携

のもと、情報発信・販売促進等を行う。」とある。そのため、「たかつき土産」の販売状

況を共有し、今後のマーケティング戦略策定へ積極的に関わったり、上記の相互リンク

を提案したりする等、今まで以上に「たかつき土産」の認知度向上を含め、三者間の連

携強化に取り組むべきである。 
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（３）産業・ビジネスイベントへの参加促進 

① 事業の概要 

項目 摘要 

事業内容 ・地元企業と連携強化しつつ、メールマガジン等を活用し、各種

支援機関等が開催するビジネスイベント等の情報提供により、外

部の市内製品接触の機会を拡大する。 

令和元年度の事業別予

算及び決算と財源 

予算措置なし 

令和元年度の決算額の

主な内訳 

予算措置なし 

令和元年度の支出額の

主な内訳 

予算措置なし 

令和元年度の主な取組

実績と成果 

・メールマガジンを活用して、商工会議所が令和２年１月 29日

に開催した「茨木・高槻『匠企業フェア』」の案内等、ビジネス

イベントの情報提供を行った。 

・市内企業の海外への積極的なプロモーションを促進するため、

（独）中小企業基盤整備機構が実施している海外企業とのビジネ

スマッチングサイト「J-GoodTech BizMatch2018」の情報を発信

した。 

特記事項 なし 

 

② 評価指標と事業の進捗等の概要 

項目 摘要 

目標（平成 29～令和２） ・メールマガジン配信回数 40回 

実績件数及び進捗率 ・メールマガジン配信回数 H29 13回、H30 12回、R１ 12回 

累計 37回、進捗率 92.5％ 

評価 ・予定通り実施 

現状の課題 ・ビジネスイベントへの参加を促進するために、ビジネスイベン

トの情報提供だけでなく、引き続き出展事業者に対しての補助制

度等も併せて案内する必要がある。 

今後の方向性 ・国、府及び各種支援機関等の関係会議や、webサイト、メール

マガジン等を通じてビジネスイベント等の情報収集を行う。 

・メールマガジン等を活用し、市内企業に対して国、府及び各種

支援機関等の支援情報やビジネスイベント等の情報提供を行う。 

担当課 産業振興課 

主な連携先 商工会議所 
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③ 監査の結果及び意見 

ア．指標の集計誤りについて（意見１－６） 

上記に記載の通り、当事業についてメールマガジンの配信回数を評価の指標としてお

り、令和元年度は 12回の配信となっている。原則として毎月メールマガジンを発行して

いるため、年間 12回の発信となるが、令和元年度は組織改編の影響により、８月分につ

いてのメールマガジンの発行ができなかったとのことであり、実際の発信回数は 11回で

あった。当該回数に関する資料は内部の審議会用に提出されたのみであり、外部への公

表資料ではなかったが、今後はカウントミスが無いよう注意されたい。 

 

イ．評価指標の見直しについて（意見１－７） 

当事業の評価指標はメールマガジンの配信回数となっている。確かに、事業を行う上

で、メールマガジンを何回配信したかも重要である。しかし、必要な情報をより多くの

事業者に届けるという意味では、何社が受信したかも重要であると考えられる。市は配

信先数のみならず、受信先数のデータも有しているのであるから、今後は、配信回数と

受信先数を乗じた数値を指標とすることが望ましいので、検討されたい。 

 

（４）産業教育の推進 

① 事業の概要 

項目 摘要 

事業内容 ・企業に対し、市内中学校の「出前講座」協力（講師派遣）の働

きかけを行う。 

・「工業の現場見学」等、事業所、店舗における職業体験の機会

を拡大する。 

令和元年度の事業別予

算及び決算と財源 

【産業振興課】予算額 2,000 千円、決算額 2,000千円 

【財源】一般財源 

令和元年度の決算額の

主な内訳 

負担金 2,000 千円 

令和元年度の支出額の

主な内訳 

「たかつき産業フェスタ 2019」負担金 2,000千円 

令和元年度の主な取組

実績と成果 

・市内の事業者と市民の交流の場として「たかつき産業フェスタ」

を商工会議所と共同開催し、事業内容の展示・紹介や体験コーナ

ーを展開した。 

・小学校３年生では、多くの学校が（株）明治大阪工場への社会

見学を行った。中学校では、職業体験や市内企業への社会見学や

出前授業等を実施した。 

特記事項 なし 
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② 評価指標と事業の進捗等の概要 

項目 摘要 

目標（平成 29～令和２） ・「たかつき産業フェスタ」の集客数 16,000人 

実績件数及び進捗率 ・「たかつき産業フェスタ」の集客数 H29 8,000人、 

H30 6,300人、R１ 6,500人 累計 20,800 人、進捗率 130.0％ 

評価 ・予定を上回った 

現状の課題 ・学校教育の場で市内の産業について触れ、学ぶ機会を確保する

ためには、一過性の取組みではなく、事業者との継続的な連携が

必要である。 

・高槻の多様な産業についてより市民に知ってもらうため、今ま

で参加したことがない企業への勧誘を強化する必要がある。 

今後の方向性 ・小学校における職業体験において、商店街等が独自に取り組ん

でいる職業体験イベント等との連携を検討する。 

・教育機関と連携し、「たかつき産業フェスタ」を通じた産業教

育を推進する。 

・小学校における社会見学及び中学校の職業体験等を通じて、市

内企業との連携を推進していく。 

担当課 産業振興課、教育指導課 

主な連携先 商工会議所、各事業者 

 

③ 監査の結果及び意見 

ア．覚書の文言の一部修正について（意見１－８） 

「たかつき産業フェスタ」の実施に係る役割及び費用負担について、市と商工会議所

は覚書を締結している。当該覚書第３条には費用負担について記載されており、下記表

のとおり負担割合が決められている。なお、下記表の出展料とは、商工会議所の非会員

が当該フェスタにブースを出展する際に商工会議所へ支払われる料金である。 

 

第３条

第１項 

高槻市 事業に要する費用から収入を控除した額の２分の１を負担

する。但し、その限度額は金 2,000,000円とする。 

第３条

第２項 

高槻商工

会議所 

別紙収支予算書における費用から、前項における高槻市の負

担額及び出展料を除いた額について負担する。 

 

このように、覚書により市と商工会議所との負担割合が定められているが、最終的な

負担額については「収支予算書」ではなく、「収支決算書」で確定された金額に基づき行

われなければならない。したがって、覚書第３条第１項の「事業に要する費用」及び第

２項の「別紙収支予算書における費用」という文言は、いずれも「事業に要した費用」
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に改め、収支決算書に基づいて行われるよう記載を修正すべきである。現在も収支決算

書に基づいて最終負担額が計算されているものの、今後の開催時には覚書の文言を修正

すべきである。 

 

イ．「たかつき産業フェスタ」の収支決算書の添付資料等について（意見１－９） 

商工会議所から提出された令和元年度事業に係る収支決算書の概要は下記のとおりで

あり、支出の部は委託費が多額となり大部分を占めている。なお、支出においては、明

細を別添することによりその内容について商工会議所が補足説明している。 

 

（図表 12 令和元年度実施の「たかつき産業フェスタ」に係る収支決算書の概要） 

（単位：千円）  

収入の部 区分 決算額 明細 

出展料 33  

高槻市負担金 2,000  

高槻商工会議所事業資金 2,013  

合計 4,046  

支出の部 区分 決算額 明細 

会議費 4 別添あり 

広告宣伝費 7 別添あり 

通信費 13 別添あり 

消耗品等費 72 別添あり 

委託費 3,950 別添と内訳説明あり 

合計 4,046  

（出所 商工会議所から提出された令和元年度事業に係る収支決算書より監査人作成） 

 

上記、ア．覚書の文言の一部修正について（意見１－８）に記載のとおり、覚書第３

条により、当該フェスタ開催に当たり、商工会議所が収入している出展料については市

の負担額計算上、控除されることとなる。そのため、出展料が多ければ多いほど、市の

負担額が減るなど、出展料についても支出と同じく市の負担額に影響を及ぼす要素であ

るため、その金額の根拠となる明細の添付を求めるべきである。 

また、委託費は、当該フェスタ開催に当たり、商工会議所が企画会社へフェスタの準

備・運営等について委託する費用であり、支出の大部分を占め多額となっているため、

他の費用に比して、取引の実在性と正確性をより強力な証拠で確認することが望まれる。  

そこで、当該費用については、商工会議所から企画会社へ適切に支払われていること

の証左として、企画会社から商工会議所への請求書のコピー添付を求める等、外部証拠

の添付まで求めることが望ましいので、検討されたい。 
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（５）海外マーケット開拓に関する情報提供 

① 事業の概要 

項目 摘要 

事業内容 各事業者に対して国・府の支援機関等の紹介を行う。 

（例：（独）中小企業基盤整備機構、（独）日本貿易振興機構等） 

令和元年度の事業別予

算及び決算と財源 

予算措置なし 

令和元年度の決算額の

主な内訳 

予算措置なし 

令和元年度の支出額の

主な内訳 

予算措置なし 

令和元年度の主な取組

実績と成果 

・メールマガジンを活用して、（独）中小企業基盤整備機構が行

う「海外ビジネス戦略推進支援事業」や「中小企業海外展開ワン

ストップ窓口」等の情報を発信した。 

特記事項 なし 

 

② 評価指標と事業の進捗等の概要 

項目 摘要 

目標（平成 29～令和２） 年間紹介件数（メールマガジン配信回数） ８件 

実績件数及び進捗率 H29 ３件、H30 ４件、R１ ３件 累計 10件、進捗率 125.0％ 

評価 予定通り実施 

現状の課題 情報発信の内容が固定化されつつあるため、幅広い情報の収集・

発信が必要である。 

今後の方向性 ・国、府、各種支援機関等の関係会議等を通じて海外マーケット

開拓等に関する施策情報を収集する。 

・メールマガジン等を活用し、市内企業の海外マーケット開拓等

に関する有益な情報を提供する。 

担当課 産業振興課 

主な連携先 商工会議所 

 

③ 監査の結果及び意見 

ア．評価指標の見直しについて（意見１－10） 

当事業の評価指標はメールマガジンの配信回数となっている。確かに、事業を行う上

で、メールマガジンを何回配信したかも重要である。しかし、海外マーケットに関する

情報をより多くの事業者に届けるという意味では、何社が受信したかも重要であると考

えられる。市は配信先数のみならず、受信先数のデータも有しているのであるから、今
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後は、配信回数と受信先数を乗じた数値を指標とすることが望ましいので、検討された

い。 
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２．商業にぎわいまちづくりプロジェクト 

（１）「エリアマネジメント」の実施主体の支援 

① 事業の概要 

項目 摘要 

事業内容 ・中心市街地活性化協議会の円滑な運営と、協議会メンバーの自

主的なまちづくり活動を支援 

・商業施設空きスペースのスポット利用促進により、空きスペー

ス放置に起因するにぎわい喪失を防止 

令和元年度の事業別予

算及び決算と財源 

【産業振興課】予算額 5,150千円、決算額 4,273千円 

【財源】特定財源（その他）・一般財源 

（※本プロジェクトの「中心市街地活性化の推進」に共通。） 

令和元年度の決算額の

主な内訳 

委託料 2,123千円 

補助金 2,150千円 
 

令和元年度の支出額の

主な内訳 

 

【委託料】（通行量調査 60調査点） 

契約名 令和元年度通行量・入店者数調査業務 

契約先 （株）グリーンエコ 

契約期間 契約締結日（令和元年８月７日）から 

令和２年２月 28日まで 

契約金額 2,123,000円 

契約方法 指名競争入札 

 

【補助金】 

（中心市街地活性化共同イベント事業、中心市街地活性化協議会

等諸経費） 

補助金名 高槻市中心市街地活性化推進事業補助金 

補助金額 2,150,000円 

対象経費 ・中心市街地商業等活性化のために実施するイベ

ントや情報発信等の集客ソフト事業に係る経費 

・高槻市中心市街地活性化協議会の運営に係る経

費 

算定方法 補助対象経費の 10分の 10 
  

令和元年度の主な取組

実績と成果 

・中心市街地活性化協議会を開催し、新たな「中活計画」案に関

する意見交換を行ったほか、協議会メンバー同士の情報交換を行

った。 
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・新たな「中活計画」に基づき、「たかつき活性化塾」を実施し、

芥川商店街における課題整理・資源の活用を図った。 

・芥川商店街において子どもと一緒に保護者がお店をまわる仕掛

けとして「はにたんかくれんぼマップ」を作成し、商店街の店舗

をめぐるスタンプラリーを実施した。 

特記事項 ・通行量調査に係る委託料については、令和元年８月７日付け覚

書にて、商工会議所に半額（1,061,500円）負担を求めており、

歳入（分担金及び負担金）として計上されている。 

 

② 評価指標と事業の進捗等の概要 

項目 摘要 

目標（平成 29～令和２） ・中心市街地活性化協議会開催 ４回 

実績件数及び進捗率 ・中心市街地活性化協議会開催 H29 １回、H30 １回、R１ 1回 

累計３回、進捗率 75.0％ 

評価 ・予定通り実施 

現状の課題 ・新たな「中活計画」の推進にあたり、推進にかかる中心組織で

ある中心市街地活性化協議会のマネジメント機能を強化する必

要がある。 

・中心市街地における集客イベントを商業の活性化につなげるた

めに仕組みづくりを検討する必要がある。 

今後の方向性 ・中心市街地活性化協議会の取組みを支援し、「中活計画」の進

捗を図るとともに、構成員間の情報交換等を促進する。 

・中心市街地におけるイベントと商業の連動を促進するととも

に、にぎわい活動を支援する。 

担当課 産業振興課 

主な連携先 事業者 

 

③ 監査の結果及び意見 

ア.「たかつき活性化塾」における検討対象の選定について（意見２－１） 

「Ⅱ監査対象の概要 ３．高槻市中心市街地活性化基本計画の概要」で述べたとおり、

市は、民間事業者や関係団体の合意形成を図りながら、中心市街地の活性化に向けた取

組みを進めることとしている。中心市街地活性化法では、計画を実効性あるものとする

ため、多様な民間主体が参画する「中心市街地活性化協議会」を設置することが定めら

れており、市においても、平成 21 年６月に、商工会議所が中心となり、区域内の商店街、

事業者、大学、公共交通機関、地元警察、CATV等を構成員とする「高槻市中心市街地活

性化協議会」が設立されている。 
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そして、高槻市中心市街地活性化推進事業補助金 2,150千円のうち、1,100千円は「高

槻市中心市街地活性化協議会」に対するものであり、令和元年度の決算書によると、そ

の支出額の内訳は下記のとおりとなっている。 

 

（図表 13 高槻市中心市街地活性化協議会に対する補助金の支出額内訳） 

費目 金額（円） 

会議費 51,054 

業務委託費 1,050,000 

合計 1,101,054 

（出所 令和元年度高槻市中心市街地活性化協議会 決算書により監査人作成） 

 

支出額のうち、会議費は、令和元年度「高槻市中心市街地活性化協議会」の開催等に

係るものである。また、業務委託費は、（株）地域計画建築研究所に「たかつき活性化塾」

の開催にかかるコンサルタント業務を委託するものであり、補助金の大半が充当されて

いる。 

「たかつき活性化塾」は、「中活計画」におけるソフト面の取組みとして、市民の市外

等への買物流出が著しいなどの課題に対して、ニーズに対応した事業展開と商店の魅力

向上に向けた勉強会を行うものであり、平成 30年度から開催が開始された。 

平成 30 年度から令和２年度までの３年間における検討テーマは下記のとおりである。 

 

（図表 14 「たかつき活性化塾」の検討テーマ） 

年度 検討テーマ 

平成 30 年度 芥川商店街「小学生謎解きラリー」 

令和元年度 芥川商店街「はにたんかくれんぼスタンプラリー」 

令和２年度 高槻センター街「アート博覧会の検証」 

（出所 市資料により監査人作成） 

 

この点、平成 30年度及び令和元年度においては、同一の商店街における取組みが検討

テーマとして取り上げられているが、２か年にわたり同一の商店街における取組みを検

証することにより、１年目の取組みの反省を踏まえ、２年目には改善が図られたものと

評価することができる。 

今後は、この取組みを先行事例として、市内の他の商店街にも展開していく必要があ

ると考える。また、「たかつき活性化塾」における検討テーマは、商店街の活性化に関連

するもののみが取り上げられる訳ではないが、今後、商店街に関するテーマを取り上げ

る場合には、特定の商店街に偏りが生じないようにする必要があると考える。 

以上の内容については、一義的には、高槻市中心市街地活性化協議会において対応す
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べきものであるが、補助金を支出している市としても、高槻市中心市街地活性化協議会

の構成員として、一定の方向性を示すことが求められる。 

なお、市が把握している範囲では市内には 24の商業団体が存在しており、うち、中心

市街地に所在しているのは、９団体ある。本事業の対象は、一義的には中心市街地に所

在する団体ということになるが、中心市街地以外に所在する 15団体に対しても、市から

情報提供を行うことも必要となる。 

 

（２）商店街の振興支援（基盤施設、組織強化等の団体支援） 

① 事業の概要 

項目 摘要 

事業内容 ・商店街の基盤施設整備、地域イベント実施等による組織強化を

支援 

・地域貢献の誘導による「地域における商業の活性化に関する条

例」の推進 

令和元年度の事業別予

算及び決算と財源 

【産業振興課】予算額 18,281千円、決算額 4,543千円 

【財源】一般財源 

令和元年度の決算額の

主な内訳 

補助金 4,543千円 

令和元年度の支出額の

主な内訳 

【補助金】 

補助金名 高槻市商業団体振興補助金 

補助金額 4,543,000円 

対象経費 ・市内の商業団体が振興のために実施する各種事

業 

（1）街なみ整備促進事業 

（2）共同施設設置整備事業 

（3）組織強化事業 

（4）情報化システム構築事業 

算定方法 事業種別、対象団体ごとに定められた補助率及び

補助限度額による。 
  

令和元年度の主な取組

実績と成果 

・商業団体の管理する防犯カメラの設備保全に「商業団体振興補

助金」を交付し、地域団体としての基盤整備を支援した。 

・商業振興のため、夏祭り等の消費者と一体となったイベント事

業に取り組む商業団体に対し「商業団体振興補助金」による支援

を行った。 

特記事項 なし 
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② 評価指標と事業の進捗等の概要 

項目 摘要 

目標（平成 29～令和２） ・補助金交付件数（ハード整備）15件 

・補助金交付件数（全事業）65件 

実績件数及び進捗率 ・補助金交付件数（ハード整備）前期累計 14件、H29 １件、H30 

10件、R１ ２件 累計 27件、進捗率 180.0％ 

・補助金交付件数（全事業）H29 15件、H30 22件、R１ 15件 

累計 52 件、進捗率 80.0％ 

（注）補助金の交付決定を行った実績件数 

評価 ・予定通り実施 

現状の課題 ・地域商業の担い手であると同時に地域活動に取り組む商店街等

の商業団体が行う積極的な活動を継続的に支援する必要がある。 

今後の方向性 ・商業団体補助金制度を活用し、商店街組織や小売市場が取り組

む、基盤施設の整備や、組織強化につながる地域イベント等の開

催等に対して支援を行う。 

・「地域における商業の活性化に関する条例」に基づき、商業団

体や商業施設が取り組む活動を支援する。 

担当課 産業振興課 

主な連携先 商工会議所 

 

③ 監査の結果及び意見 

ア.未申請団体への対応について（意見２－２） 

高槻市商業団体振興補助金交付要綱（以下、本項において「要綱」という。）第３条第

１項において、本補助金の交付対象団体は、次の第１号から第５号に掲げる団体とそれ

に準ずるものとされている。 

 

（1）事業協同組合及び事業協同小組合 

（2）商店街振興組合 

（3）高槻市商業団体連合会 

（4）高槻市商店街連合会 

（5）小売市場（小売商業調整特別措置法（昭和 34年法律第 155号）による許可を受けた

ものに限る） 

 

そして、令和元年度末現在、市内における交付対象団体の数は、次のとおりとなって

いる。ただし、第１号から第５号までに準ずるもの（以下「準ずるもの」という。）につ

いては、設立にあたって市への届出義務などはないため、産業振興課において把握して

いる団体に限られる。  
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（図表 15 高槻市商業団体振興補助金の交付対象団体） 

区分 団体数 

（1）事業協同組合及び事業協同小組合 4 

（2）商店街振興組合 3 

（3）高槻市商業団体連合会 1 

（4）高槻市商店街連合会 1 

（5）小売市場 3 

(6)（1）から（5）までに準ずるもの 12 

合計 24 

（出所 市資料により監査人作成） 

 

次に、要綱第４条に規定された補助金交付対象事業について、主な内容をまとめると

次のとおりである。 

 

事業名 主な内容 

街なみ整備促進事業 地域住民の安心・安全な生活環境維持のための施設・設備等の

整備（防犯設備等） 

共同施設設置整備事業 地域住民の安心・安全な生活環境維持のための施設・設備等の

整備（コミュニティ施設等） 

組織強化事業 活性化計画等の策定、研修・講習会の実施、事業協同組合等法

人設立、消費者と一体となって実施するイベントの開催、計量

機器の検査 

情報化システム構築事業 OA関連機器類の購入、情報システムの構築、顧客情報収集 

 

そして、過去３年間の補助金交付の状況について、交付先の団体ごとに、補助事業及

び金額をまとめると下表のとおりとなっている。 
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（図表 16 高槻市商業団体振興補助金の交付状況） 

（単位：千円） 

団体 
平成 29 年度 平成 30年度 令和元年度 

補助事業 金額 補助事業 金額 補助事業 金額 

Ａ 組織強化 101 組織強化 120 組織強化 74 

Ｂ 組織強化 335 組織強化 335 組織強化 268 

Ｃ 組織強化 400 組織強化 400 組織強化 57 

Ｄ 組織強化 185 組織強化 

街なみ整備 

209 

80 

組織強化 285 

Ｅ 組織強化 242 組織強化 242 組織強化 244 

Ｆ 組織強化 400 組織強化 400 組織強化 400 

Ｇ   街なみ整備 763   

Ｈ 組織強化 514 組織強化 550 組織強化 733 

Ｉ 組織強化 46 組織強化（中止） 0 組織強化 59 

Ｊ 組織強化 

街なみ整備 

785 

196 

組織強化（中止） 

街なみ整備 

0 

123 

組織強化 750 

Ｋ 組織強化 48 組織強化 50 組織強化 52 

Ｌ 組織強化 650 組織強化 650 組織強化 

街なみ整備 

650 

491 

Ｍ 組織強化 120 組織強化 166 組織強化 142 

Ｎ 組織強化 200 組織強化 218 組織強化 201 

Ｏ   共同施設 27   

Ｐ   街なみ整備 23   

Ｑ   共同施設 66   

Ｒ     組織強化 

街なみ整備 

100 

37 

合計 13団体 14事業 4,222 16団体 17事業 4,422 14団体 16事業 4,543 

（注）要綱に基づく補助事業区分（街なみ整備事業、組織強化事業等）単位で実績件

数を集計しているため、補助金の交付決定を行った実績件数とは異なる。 

（出所 市資料により監査人作成） 

 

前述のとおり、補助金交付対象の団体は 24団体であるが、過去３年間における補助金

交付の実績をみると、15団体程度で推移している。また、補助事業についてみると、組

織強化事業が多いが、主な内容はイベントの開催であり、各団体に対して、毎年、概ね

同様の事業に対し、近似した金額の補助が行われている状況である。なお、平成 30年度

は、街なみ整備促進事業が比較的多くなっているが、６月の地震及び９月の台風の被害

の復旧に対する補助が行われていることによるものである。このように、災害復旧に対
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する補助金の交付があった平成 30年度を除き、補助金交付団体及び補助事業に固定化が

みられる状況となっている。 

この点、所管課によると、未申請の団体については、団体の事業内容と補助金交付対

象事業との関連性が低いことなどが考えられるとのことであった。他方、補助金交付対

象団体のうち、準ずるものについては、団体に対して補助金の周知を行っており、実際、

令和元年度には初めて補助を行った団体（上表のＲ）もあったとのことである。 

したがって、所管課においては、今後とも、準ずるものの新設の状況について注視す

るとともに、未申請団体に対する補助金の周知を行うなど、補助金交付団体の掘り起こ

しに努める必要がある。 

 

イ.評価指標の見直しについて（意見２－３） 

高槻市商業団体振興補助金の補助金交付対象事業は、地域住民の安心・安全な生活環

境維持のための施設・設備等のハード整備に係るもの（街なみ整備促進事業及び共同施

設設置整備事業）と消費者と一体となって実施するイベントの開催等のソフト事業に係

るもの（組織強化事業及び情報化システム構築事業）に大別される。 

そして、本事業の評価指標については、ハード整備及び全事業（ハード整備・ソフト

事業合計）の補助金交付件数としている。 

所管課によると、ハード整備については、ハード整備に係る産業振興ビジョン本編を

策定する際に過去の実績等が年間 1.9件であったことを踏まえ、平成 25年度から令和２

年度の８か年分として、15 件を目標とし、全事業については、平成 28年度の実績が 15

件であったことを踏まえ、平成 29年度から令和２年度の４か年分として 60件を基本と

し、これに新たな取組みへの支援を目指して５件加え、65件の目標としたとのことであ

った。 

この点、本事業の最終的な目的は、補助金交付団体を増加させることではなく、補助

金交付対象事業の実施により、商業団体の組織力が強化され、もって商店街等のにぎわ

いを創出することにある。 

したがって、本補助金の評価指標としては、商業団体の組織力の強化という観点から

は補助対象団体の会員数や加入率、商店街等のにぎわいの創出という観点からは補助対

象団体における個店の収益や周辺の通行量の増減率などが考えられる。 

しかし、補助対象団体への加入率、個店の収益や周辺の通行量については、客観的な

データを入手することが困難と考えられるため、評価指標を現行の補助金交付件数から

補助対象団体の会員数に変更することが現実的であると考えられる。 
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ウ.商業団体の組織基盤の強化への支援について（意見２－４） 

前述のとおり、要綱第３条第１項において、本補助金の交付対象団体は第１号から第

５号に掲げる団体と準ずるものとされているが、準ずるものの補助率及び補助限度額は

第１号から第５号に掲げる団体のそれぞれ２分の１とされている。 

所管課によると、準ずるものは、法人格のない任意団体が該当するが、商店街活動を

法人解散後も継続されるケースや緩やかな商店街組織も生まれていることから、補助率、

補助限度額をそれぞれ２分の１として補助対象としているとのことであった。 

この点、要綱第３条第１項第１号及び第２号に掲げる団体の会員数と準ずるものの会

員数を比較すると下表のような状況となっていた。 

 

（図表 17 高槻市商業団体振興補助金の交付状況） 

区分 会員数 

要綱第３条第１項第１号：事業協同組合及び事業協同小組合 

同第２号：商店街振興組合 
19～48 

要綱第３条第１項第１号から第５号までに準ずるもの 1～60 

（出所 市資料により監査人作成） 

 

上記のとおり、会員数でみると、準ずるものであっても、要綱第３条第１項第１号及

び第２号に掲げる団体と遜色のない団体も存在している状況である。確かに、任意団体

は、法人としての権利能力の付与も法律による組織面や財務面等の規制も受けていない

だけに、組織や財務が脆弱であることも多く、法人格を有する団体と任意団体との間で、

補助の条件において差を設けることも一般的である。 

この点、本補助金において、法人格を有しない団体においても多数の会員を擁する団

体が存在するところ、要綱において補助の条件に差を設けているということは、市にお

いて商業団体の法人化による組織基盤の強化を企図しているものとも考えられる。 

また、要綱第３条第１項第４号の高槻市商店街連合会には、市内の全ての商業団体が

加入していないが、市内の商業団体相互の連携を図るためには、加入率を上げることが

好ましいと言えよう。 

以上のような、商業団体の法人化や高槻市商店街連合会への加入の促進は、一義的に

各商業団体が意思決定すべき事項であるが、地域における商業の活性化に関する条例第

５条において、次のように規定されていることもあり、商業団体がこれらの取組みを推

進する場合には、市としても一定の支援を行う必要がある。 
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(商店会の責務) 

第 5条 商店会は、商店街及び小売市場が市民生活の利便性を向上させ、安全で快適な

商業空間となるようその整備に努めるものとする。 

2 商店会は、商店街及び小売市場が地域における核としてにぎわいを創出し、市民の交

流の場となるようその活性化を図るものとする。 

3 商店会は、事業者の加入を促進し、その組織基盤の強化に努めるとともに、商店会相

互の連携を図るものとする。 

4 商店会は、加入者等に対してその事業内容及び経理内容を明らかにしなければならな

い。 

（下線は監査人が追加。） 

 

エ.補助対象事業のあり方について（意見２－５） 

「ア.未申請団体への対応について（意見２－２）」で述べたとおり、本補助金の補助

事業は、組織強化事業が多く、その主な内容はイベントの開催であり、各団体に対して、

毎年、概ね同様の事業に対し近似した金額の補助が行われている状況である。 

確かに、イベントの開催により、事業者にとっては商業団体の魅力が向上し、商業団

体への加入を促進する一定の効果があると考えられる。また、商店街の役割として、個

店集積のメリットを活かして様々な財、サービスを提供することのほか、地域コミュニ

ティの形成に寄与することが考えられるが、産業振興課によると、商店街によるイベン

トの開催は地域に根付いたものとなっており、地域コミュニティにおいても重要な役割

を果たしているとのことである。 

しかし、補助金は、その性質上、一定期間、団体等の行う事業への支援を行い、団体

等による自立した事業の実施への誘導を目的とするものであり、イベントの開催が「補

助金ありき」になることは避けなければならない。また、社会経済状況の変化を踏まえ、

随時、補助事業の見直しを行う必要がある。すなわち、地域コミュニティのあり方は、

近年の少子高齢化の影響を受け、変容を余儀なくされているところであり、今後、この

ような地域の課題を解決するために、一定の役割を果たすことが商店街にも求められる

と考えられる。 

よって、商業団体による自立した事業の実施を促進する観点から、当面はイベントの

開催など、比較的実施しやすい取組みを補助事業とするとしても、中長期的には、補助

事業を商業団体が公共的役割を担うために、創意工夫する事業に段階的に移行させるこ

とを検討する必要がある。なお、その際、商業団体が創意工夫して企画した事業につい

て、その開始に要する経費を補助対象とすることにより、意欲のある団体を重点的に支

援するとともに、当該事業が軌道に乗った後は、商業団体による自主的かつ持続的な事

業運営に委ねる仕組みを構築するなどの工夫も考えられる。 

たとえば、堺市では、下表のとおり、「地域コミュニティ形成促進事業（先進的ソフト
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事業）」として、商店街等が自ら創意工夫し、少子高齢化対応や安全・安心の推進、環境

負荷の低減、地産地消の推進、賑わい創出など、地域の課題解決に向けて取り組む先進

的ソフト事業に対し支援を行っている。 

 

（図表 18 堺市「地域コミュニティ形成促進事業（先進的ソフト事業）」の概要） 

対象事業例 事業内容 

(1)少子・高齢化対応事業 子育て支援事業及び高齢者向けサービス向上事業 

(2)安全・安心推進事業 商店街や地域の安全・安心に寄与する事業 

(3)環境対応事業 リサイクル意識の高揚や省資源化を推進する事業 

(4)賑わい創出事業 市民の交流を促進し、地域の賑わいを創出する先進的モデル事業  

(5)地域消費循環促進事業 小売商業の振興や地域経済の活性化につながる販売集客強化事業  

(6)地産地消推進事業 地産地消の推進につながる事業 

（出所 堺市ウェブサイト掲載情報により監査人作成） 

 

市においても、中長期的な課題として、このような他都市における取組みを参考にし

て、イベントへの画一的な支援だけでなく、地域の課題解決を踏まえた商業団体への戦

略的な支援のあり方を検討されたい。 
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（３）個店の経営力強化支援 

① 事業の概要 

項目 摘要 

事業内容 ・商工会議所経営指導員、中小企業診断士等との連携による出店

者の安定的・継続的な営業のサポート 

令和元年度の事業別予

算及び決算と財源 

【産業振興課】予算額 14,844千円、決算額 11,906千円 

【財源】一般財源 

令和元年度の決算額の

主な内訳 

補助金 8,820千円 

負担金 2,070千円 

委託料   994千円 

印刷製本費 22千円 
 

令和元年度の支出額の

主な内訳 

【補助金】 

補助金名 高槻商工会議所補助金 

補助金額 5,570,000円 

対象経費 (1)商工業振興に関する事業に要する経費 

(2)市と会議所の連携強化に関する事業に要する

経費 

(3)その他市長が特に必要と認める事業に要する

経費 

算定方法 上記(1)について補助対象経費の 10分の３以内 

上記(2)について補助対象経費の 10分の５以内 

上記(3)について補助対象経費に別に市長が定め

る率を掛けたもの 
  

令和元年度の主な取組

実績と成果 

・商工会議所が行う、経営・税務・労務・金融など各方面にわた

る事前予約制の「個別経営相談会（無料）」や、中小企業診断士・

経営相談員が直接店舗を訪問し相談に応じる「出前経営相談」を

支援した。 

・「創業・個店支援事業」を活用した店舗については、市のホー

ムページで紹介するなど、販路開拓につながる支援を行った。 

特記事項 なし 
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② 評価指標と事業の進捗等の概要 

項目 摘要 

目標（平成 29～令和２） ・個別経営相談会 160件 

・出前経営相談 120件 

実績件数及び進捗率 ・個別経営相談会 H29 56件、H30 55件、R１ 55件  

累計 166件、進捗率 103.8％ 

・出前経営相談 H29 40件、H30 40件、R１ 24件 

累計 104件、進捗率 86.7％ 

評価 ・予定通り実施 

現状の課題 ・ワンストップ窓口や各金融機関の案件について、商工会議所と

連携して支援していけるよう、「高槻創業支援ネットワーク」の

連携を強化していく必要がある。 

今後の方向性 ・金融機関の融資メニューや行政の支援制度などの情報を関係機

関で共有することにより、商工会議所の相談機能の活用を図る。 

担当課 産業振興課 

主な連携先 商工会議所 

 

③ 監査の結果及び意見 

ア.事業実施主体の明確化及び評価指標の見直しについて（意見２－６） 

令和元年度における高槻商工会議所補助金の補助対象経費（支出額－収入額）の内訳は

次のとおりである。 

 

区分 実績額（円） 主な内容 

商工振興費 7,534,367  

 中小企業研修事業 442,196 経済講演会等 

調査事業 213,918 商工業経営に関する資料収集 

労働・福祉厚生事業 518,427 優良従業員表彰等 

地域経済振興事業 1,433,270 健幸経営宣言の推進、たかつき酒塾等 

賑わいまちづくり支援事業 892,106 高槻シティーハーフマラソン、高槻まつり等 

企業間交流促進事業 4,034,450 各種部会 

広報費 6,681,021  

会議費 1,269,520  

中小企業相談所事業 3,082,564 内訳は下表参照 

合 計 18,567,472  

交付決定額 

（補助率 10分の３） 
5,570,000 ※千円未満切り捨て 
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【中小企業相談所事業内訳】 

 （単位：円） 

 事業費 府補助額 市補助対象額 

地域活性化事業費 
（講習会等開催費） 

3,307,469 1,442,169 1,359,370 

専門相談支援事業費 1,925,691 272,550 1,653,141 

地域活性化事業費 
（地域活性化事業） 

140,106 70,053 70,053 

指導員活動費 28,333,112 28,801,244 0 

合 計 33,706,378 30,586,016 3,082,564 

 

本事業において、評価指標とされている個別経営相談会及び出前経営相談は、上表の

「中小企業相談所事業」のうち、専門相談支援事業費を財源として、商工会議所が開催

するものであり、商工会議所補助金の補助対象経費全体の約１割に満たない。また、あ

くまで相談事業の実施主体は商工会議所であることから、市は個別の相談事案の内容に

ついては把握していない。 

このように、実態としては、市が主体となり、商工会議所と連携して行う事業ではな

いことから、実施計画においても、事業の実施主体が商工会議所であることを明確に記

載しておくべきである。 

ただし、商工会議所には、個別経営相談会及び出前経営相談における相談事例により、

市内事業者の抱える課題や対応策に係る多くのノウハウが蓄積されていると考えられる。

よって、事業の実施主体は商工会議所であるとしても、たとえば、産業振興課と商工会

議所の担当者間で相談事例を踏まえた課題や対応策について定期的な検討会を開催する

など、市は商工会議所と緊密な連携を図る必要がある。 

一方、本事業の評価指標である個別経営相談会及び出前経営相談の実施件数は、実際

には各種相談の実施日数となっている。本事業は、大阪府の「小規模事業経営支援事業」

の対象にもなっており、大阪府のホームページには「小規模事業経営支援事業」に係る

事業実績報告書が掲載されている。この事業実績報告書には、相談事業の評価指標とし

て相談内容別の指導件数が記載されているが、本事業の評価指標としても、相談の実施

日数ではなく、指導件数の方がより適切であると考える。 

なお、本事業（個別経営相談会及び出前経営相談）の評価指標としては、上記のとお

りであるが、高槻商工会議所補助金におけるその他の補助対象事業を含めた全体を通じ

た評価指標としては、別途、市内事業者の商工会議所への加入率などによることが適切

である。 
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３．起業家育成・経営力強化プロジェクト 

（１）目的別の起業・創業セミナー開催 

① 事業の概要 

項目 摘要 

事業内容 ・起業を考えている方を対象として、起業スクールの入門編にあ

たる「スタートアップセミナー」を商工会議所と共同開催する。 

・女性や高齢者、若者、学生による起業、ソーシャルビジネスな

ど、起業のスタイルに応じた必要知識を習得するための連続セミ

ナー「たかつき創業塾」（以下、「創業塾」という。）を商工会議

所と共同開催する。 

・シニア層の起業・創業の促進を図るため、創業に興味のある方

や退職後の進路について考えている概ね 50歳以上の方を対象に

した、たかつきシニア創業セミナーを商工会議所と共同開催す

る。 

令和元年度の事業別予

算及び決算と財源 

【産業振興課】予算額 5,024千円、決算額 3,516千円 

【財源】一般財源 

（※「（１）目的別の起業・創業セミナー開催」～「（５）起業・

創業セミナー卒業生のネットワーク化」に共通） 

令和元年度の決算額の

主な内訳 

委託料 994千円、補助金 2,500千円、印刷製本費 22千円 

令和元年度の支出額の

主な内訳 

【委託料】 

・起業家育成事業及びシニア創業支援事業業務委託契約 

 契約先：商工会議所 

契約期間：平成 31年４月１日から平成 32年（令和２年）３月

31日 

契約金額：994千円 

契約方法：地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号による

随意契約 

【補助金】 

・高槻市地域商業活性化創業・個店支援事業補助金 

 市内で新規の出店を行う個人又は法人に対し、500千円を上限

として、新規出店に伴う店舗部分の内装及び外装に関する工事費

の２分の１を補助。令和元年度の補助金総額 2,500千円。 

令和元年度の主な取組

実績と成果 

・「スタートアップセミナー」を、６月に商工会議所と共同で開

催した。 
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・創業塾を８月 10日から９月 12日まで５日間８過程にわたって、

商工会議所と共同で開催した。また、翌年１月 31日には、創業

塾卒業生を対象としたフォローアップ研修を実施し、創業の円滑

化を図るとともに、新事業の持続的な運営を支援した。 

・「たかつきシニア創業セミナー」を７月に商工会議所と共同で

開催した。 

特記事項 なし 

 

② 評価指標と事業の進捗等の概要 

項目 摘要 

目標（平成 25～令和２） ・創業塾受講者数 200人 

・創業塾卒業者数 100人 

・スタートアップセミナー受講者数 200人 

実績件数及び進捗率 ・創業塾受講者数 前期累計 111人、H29 28人、H30 34人、R１ 

24人、累計 197人、進捗率 98.5％ 

・創業塾卒業者数 前期累計 103人、H29 19人、H30 27人、R１ 

19人、累計 168人、進捗率 168.0％ 

・スタートアップセミナー受講者数 前期累計 121人、H29 25

人、H30 25人、R１ 16人、累計 187人、進捗率 93.5％ 

評価 ・予定通り実施 

現状の課題 ・より多くの創業を促すため、従前より支援の対象としている創

業に関心がある人に加えて、創業に関心のない人も創業が進路の

選択肢となるよう、セミナーや創業塾の周知方法を検討する必要

がある。 

今後の方向性 ・商工会議所と共同で、創業希望者や創業後間もない者を対象と

したミニセミナー「スタートアップセミナー」を継続して開催す

る。 

・シニア層を対象とした「たかつきシニア創業セミナー」を開催

し、経験や人脈を活かしたシニア層ならではの創業を促進する。 

・創業に必要な知識、ビジネスプラン作成の考え方等を習得する

連続セミナー創業塾を引き続き開催する。 

担当課 産業振興課 

主な連携先 商工会議所 
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③ 監査の結果及び意見 

ア．創業塾卒業後の創業者数が目標に含まれていないことについて（意見３－１） 

  本事業の目標は、前記「②評価指標と事業の進捗等の概要」のとおり、創業塾受講者

数、創業塾卒業者数、スタートアップセミナー受講者数の３つとなっており、「創業塾

卒業後の創業者数」は目標に含まれていない。（なお、平成 25年度以降の年度別の創業

塾卒業後の創業者数は、以下のとおりとなっている。） 

 

（図表 19創業塾卒業後の創業者数） 

（令和２年３月末現在） 

年 度 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R１ 

創業者数 ６名 ７名 ７名 11名 11名 ８名 ６名 

 （出所 高槻商工会議所調べより監査人作成） 

 

  前記の３つの目標は、起業・創業という目的との関係においては、いずれも活動指標

（アウトプット）ではあっても、成果指標（アウトカム）とは言い難いのに対し、かか

る目的との関係において創業者数がとくに重要な成果指標（アウトカム）となることは

明らかである。にもかかわらず、創業者数が前期・後期の８か年にわたって目標に含ま

れないままとなってきたことは、問題であると言わざるを得ない。 

  この点、所管課によれば、起業・創業促進事業の事務事業評価において、創業塾卒業

後の創業者数を成果指標としているから問題はないとのことであった。しかし、実施計

画の目標は、事務事業評価とは性質を異にする別個独立の市としてのプロジェクトにお

ける目標であるから、とくに重要な成果指標である創業塾卒業後の創業者数をかかる実

施計画の目標として掲げておくことはやはり必要であり、逆にこれを敢えて除外すべき

理由はない。 

  以上から、実施計画が策定された当初から、創業塾卒業後の創業者数を目標として掲

げておくべきであったし、今後の実施計画においてはこれを目標に加えるべきである（な

お、令和３年度からの「産業・観光振興ビジョン」においては、創業塾卒業後の創業者

数を含んだ「高槻創業支援ネットワークにおける創業支援数」が目標として設定される

予定とのことである）。 

 

イ．目標数値の上方修正について（意見３－２） 

前記「②評価指標と事業の進捗等の概要」のとおり、創業塾卒業者数の目標は、前期

４か年・後期４か年を通じた８年間で 100 人であったところ、平成 25 年から 28 年の前

期４か年の累計だけで既に 103 人となっていた。また、創業塾受講者数も目標が 200 人

であったところ前期４か年の累計が 103 人、スタートアップセミナー受講者数も目標が

200 人であったところ前期４か年の累計が 121人と、前期だけで目標の半分を超える状態
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となっていた。にもかかわらず、これらの目標数値は変更されておらず、そのため創業

塾卒業者数は令和元年度時点で進捗率 168％に達しており、他の２つの目標も令和２年度

において十分達成可能な状況にある。 

  しかし、目標となる指標は、一定水準の数値を維持すべきような特殊事情がある場合

を除いては、より高みを目指して設定することを基本とすべきである。過去の事業から

得られた課題を改善し、効果的に事業を実施すれば、より良好な結果が生まれると考え

られるからである。逆に、過去の実績を下回る目標は、特段の改善を行わなくとも通常

達成できるものということになり、事業の目標として相応しいとは言い難い。 

  このような観点からすれば、適時の見直しを行うことで、その時点に最も適した目標

を設定することが適切であり、本事業に関しても、少なくとも前期４か年が終了した時

点において目標数値の上方修正を実施すべきであった。 

  この点、令和３年度からの「産業・観光振興ビジョン」では、実施計画の期間を４年

から３年に短縮するとともに、目標指標についても達成状況に応じて随時修正を行う運

用を予定しているとのことである。これに伴い、今後は、毎年開催される産業振興審議

会等で実施計画の進捗状況を検討する際に、原則としてそのタイミングで見直しの要否

を検討して、適時に的確な目標を設定することを検討されたい。 

 

ウ．委託契約の見積書に内訳や明細がないことについて（意見３－３） 

本事業は、市から商工会議所への委託契約によって実施されている。かかる委託契約

については、市の決裁文書に見積書は添付されていたものの、この見積書には委託料総

額が記載されているだけで、それ以上の内訳や明細の記載ないし添付はなかった。 

  実際には、かかる委託契約では、委託契約に先立って内訳明細の記載がある見積書が

市に提出され、その上で毎年ほぼ同様の事業について仕様を定めて委託されており、実

質的な問題は生じていなかったし、市と商工会議所の間に長期にわたる信頼関係が構築

されていることも理解できるところであった。 

  しかし、このような信頼関係が馴れ合いに繋がることを防ぐためにも、契約の適正さ

を判断するための資料は記録として添付し残しておくべきであり、委託契約の締結の決

裁に際しては、委託料総額を記載しただけの見積書ではなく、上記のような内訳明細の

記載がある見積書を徴求し、これを資料として添付すべきである。 
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（２）新たな店舗や事業所の創出促進 

① 事業の概要 

項目 摘要 

事業内容 ・まちのにぎわいづくりに資する新たな個店（飲食店、小売店）

の出店に対し、店舗改装費を最大 500千円補助する「創業・個店

支援事業」による公募及び審査を行う。 

・創業支援等事業計画に基づく「高槻創業支援ネットワーク」を

活用し、関係機関と情報交換等を行う。 

令和元年度の事業別予

算及び決算と財源 

【産業振興課】予算額 5,024千円、決算額 3,516千円 

【財源】一般財源 

（※「（１）目的別の起業・創業セミナー開催」～「（５）起業・

創業セミナー卒業生のネットワーク化」に共通） 

令和元年度の決算額の

主な内訳 

「（１）目的別の起業・創業セミナー開催」を参照。 

令和元年度の支出額の

主な内訳 

「（１）目的別の起業・創業セミナー開催」を参照。 

令和元年度の主な取組

実績と成果 

・まちのにぎわいづくりに資する新たな個店の出店に対し、「創

業・個店支援事業」による支援を行った。補助事業者の募集は３

回実施し、合計８件の応募に対し、事業計画について審査の結果、

採択は５件（すべて飲食業）となった。 

・創業支援等事業計画に基づく「高槻創業支援ネットワーク」を

活用し、関係機関と情報交換等を行うとともに連携の在り方につ

いて検討した。 

特記事項 なし 

 

② 評価指標と事業の進捗等の概要 

項目 摘要 

目標（平成 25～令和２） ・補助金交付件数 30件 

・採択件数 30件 

実績件数及び進捗率 ・補助金交付件数 前期累計 23件、H29 ３件、H30 ７件、R１ ５

件、累計 38件、進捗率 126.7％ 

・採択件数 前期累計 25件、H29 ３件、H30 ７件、R１ ５件、

累計 40 件、進捗率 133.3％ 

評価 ・予定通り実施 

現状の課題 ・「創業・個店支援事業」に係る支援にあっては創業を最終目標

とはせず、商工会議所や関係機関と連携し、継続的な経営を行え
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るよう、経営にかかる基礎スキルの向上を考慮して支援をしてい

く必要がある。 

今後の方向性 ・「創業・個店支援事業」により新規出店を支援し、地域の創業

促進を図る。 

・創業を目指す者に対し、創業支援等事業計画に基づく「高槻創

業支援ネットワーク」を活用した経営指導や資金調達といった包

括的支援を行う。 

担当課 産業振興課 

主な連携先 商工会議所 

 

③ 監査の結果及び意見 

ア．創業・個店支援事業の応募件数について（意見３－４） 

創業・個店支援事業は、高槻市地域商業活性化創業・個店支援事業補助金交付要綱第

２条によれば、「本市の地域商業における魅力ある店舗の出店を促進し、もって本市の

地域経済の賑わいと活力の向上を図ること」を目的として行われている。 

市は、市内で新規の出店を行う個人又は法人に対し、500千円を上限として新規出店に

伴う店舗部分の内装及び外装に関する工事費の２分の１を補助している（補助を受ける

には事業計画書等を添付して申請を行い、審査の上で採択されることが必要となる）。

また、補助が実行されて新規出店が行われれば、市が作成するパンフレットや市のホー

ムページへの掲載など、広報面でのメリットも享受することができる。 

  ところが、本事業の平成 29 年度以降の採択予定件数、応募件数、採択件数は、以下の

とおりであり、令和元年度は第１次募集から第３次募集までを行った上で、応募が８件、

採択が５件にとどまっている。 

 

（図表 20 補助金の採択予定件数、応募件数、採択件数） 

年 度 H29 H30 R１ 

採択予定件数 ８件 ８件 ８件 

応募件数 10件 16件 ８件 

採択件数 ３件 ７件 ５件 

 （出所 市資料により監査人作成） 

 

これは前期４か年の採択件数 25 件（補助金交付件数は 23 件）と比べても伸び悩んで

おり、本事業の意義や目的に照らした場合、やや物足りない水準であって、魅力ある店

舗の出店の促進という制度趣旨を達成するためには、より多くの人に競って応募しても

らう必要があるものと思われる。 

  そのための工夫としては、周知性を高めるための広報全般に力を入れることに加え、
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人気店などの成功事例を積極的にＰＲしていくことや、募集の時期に関し、対象者のニ

ーズとの間に時期的なギャップが生じないように効果的な募集のタイミングを分析検討

することなどが考えられる。また、市外在住者でも市内で創業すれば対象となることか

ら、市周辺の市外在住者にもより積極的に告知していく方策も検討すべきである。 

 

イ．創業・個店支援事業における現地確認について（意見３－５） 

創業・個店支援事業についての高槻市地域商業活性化創業・個店支援事業補助金交付

要綱においては、交付申請を受けて補助金の交付決定を行うための調査と、補助事業完

了後の実績報告を受けて補助金の額の確定を行うための調査に関し、書類審査以外に必

要に応じて現地調査等を行う旨が定められている（同要綱第８条第１項、第 18条第１項・

このうち第 18条第１項の内容は以下のとおりである）。 

 

市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、報告書等の書類の審査及び必要に応

じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容

及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、

交付すべき補助金の額を確定し、高槻市地域商業活性化創業・個店支援事業補助金額確定

通知書（様式第 10号）により補助事業者に通知するものとする。 

 

  この点、所管課によれば、非公式に現地を見に行くことや、開業後に状況把握やパン

フレット作成のために現地にて取材等を行うことはあっても、上記要綱に基づく現地調

査は行っていないとのことである。 

しかし、交付決定を行うかどうか（採択するかどうか）の判断において、事業計画自

体の適否や交付申請に記載された工事が真に必要かどうかを検討するために、現地調査

が重要となるケースもあり得ると思われる。また、補助金の額の確定を行うための調査

に関しては、交付申請や実績報告の内容のとおりに事業計画が進み工事の施工等が完了

しているかを実際に現地で確認してから、額を確定して現実に補助金の交付を行うとい

う慎重な手順を踏むためにも、現地調査に十分な意義が認められる。にもかかわらず、

全件について一度も現地調査を行わずに補助を行うことは、判断の適正さの確保の観点

からやや疑問がある。 

  以上から、案件の性質に応じてその重要性等を勘案し、補助金の交付決定を行うため

の調査と補助金の額の確定を行うための調査のうちいずれか一度だけでも、できるだけ

上記要綱に基づく現地調査を行うことが望ましいと考えられるので、検討されたい。 

 

 

 

 



96 
 

ウ．創業支援等事業計画における目標設定について（意見３－６） 

市は、商工会議所、（株）日本政策金融公庫吹田支店、京都中央信用金庫、京都信用

金庫、北おおさか信用金庫、大阪府と連携して高槻創業支援ネットワークを構築した上

で、当ネットワークを活用した地域における創業の促進を目的として、産業競争力強化

法に基づく創業支援等事業計画を策定し、平成 27 年５月 20 日付けで同計画について国

の認定を受けている（同計画は、当初は平成 27年度～29年度に限定された計画であった

が、その後５年間延長された）。同計画においては、市に創業者向けワンストップ相談

窓口を設けて、市が中心となり、上記のネットワークに参加した連携先金融機関等との

連携を図ることで、創業者創出を目指すものとされている。 

  しかるに、かかる創業支援等事業計画による創業支援に関する数値は、実施計画の目

標に掲げられていない。所管課によれば、上記のとおり創業支援等事業計画は当初は平

成 27年度からの期間限定の計画であったため、平成 25年度から平成 32年度（令和２年

度）までを対象とした「産業振興ビジョン」及び実施計画には記載されず、その後５年

間延長されたものの、かかる延長は平成 29年度からの後期４か年の実施計画が策定され

た後であったため、実施計画に記載していない状態となったとのことである。 

  しかし、創業支援に関する創業支援等事業計画の意義や重要性に鑑みれば、同計画が

期間延長後も実施計画から抜け落ちたままの状態になってしまったことは疑問であると

言わざるを得ない（ちなみに、期間延長後の創業支援等事業計画による創業支援におけ

る創業者数の実績は、平成 30年度が 87人、令和元年度が 79人であった）。 

  確かに創業支援等事業計画が延長されたのは後期４か年の実施計画の策定後ではあっ

たが、かかる実施計画については重要な事情の変更等があれば期間の途中でも適宜の見

直しを行うべきである。したがって、創業支援等事業計画の延長に伴って、同計画の創

業支援に関する事業内容や目標を実施計画に取り込んで記載することが望ましかったこ

とから、今後の対応として、このような記載を行うことを検討すべきである。 

（なお、所管課によれば、今後は目標指標の項目の増減についても柔軟な運用を予定し

ているとのことである。また、前述のとおり、令和３年度からの「産業・観光振興ビジ

ョン」においては、創業支援等事業計画による創業支援数が創業支援に関する目標とし

て設定される予定とのことである。） 

 

エ．高槻創業支援ネットワークにおける連携について（意見３－７） 

前述のとおり、高槻市創業支援等事業計画においては、市が中心となり、高槻創業支

援ネットワークに参加した連携先金融機関等との連携を図ることで、創業者創出を目指

すものとされている。そして、他の地域の創業支援ネットワークについては、たとえば

平成 28年３月発行の（独）中小企業基盤整備機構「創業支援ネットワークの取り組み」

において、ネットワークの類型別に多数の具体的な連携による支援事例が紹介されてい

る。 
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  以上に対し、所管課によれば、高槻創業支援ネットワークにおける連携の内容につい

ては、年に１度、創業支援等事業計画に基づく支援実績や年間事業計画を共有するとと

もに、大阪府による支援施策紹介など、創業支援に関する情報交換を行っており、また、

参画機関の窓口において創業塾や創業・個店支援補助金のチラシ配架などの情報発信の

協力を得ているとのことである。 

  しかし、これらはいずれも情報についての交換、共有、協力にとどまっている。実際

にも、高槻市創業支援等事業計画における創業支援による創業事例は、市と商工会議所

の共同開催による創業塾を別とすれば、各関係機関が個別に支援を行ったケースが大半

を占め、各関係機関の密な連携により創業が実現された具体的な事例はまだほとんどな

い。現時点の高槻創業支援ネットワークにおいては、創業支援のための包括的な連携を

行える体制が整っているとは言い難い状況にある。 

  この点、上記の「創業支援ネットワークの取り組み」においては、創業希望者の情報

を共有することで適宜適切なサービスが提供できる支援体制を行政主導で構築している

八尾市や、各支援機関が役割を分担し強みを発揮できるよう支援機関の活動を行政が積

極的に把握して施策で後押ししている相模原市など、他市の取組み事例が多数紹介され

ている。 

今後は、このような他市の事例等も参考にした上で、さらなる体制作りを進め、連携

による創業支援の具体的なスキームを構築するなどして、ネットワークのメリットを活

かした創業支援を実現していく必要がある。また、連携による創業支援の成功事例につ

いては、広報誌やホームページ等にその具体的内容を掲載するなどして、高槻創業支援

ネットワーク全体についてのＰＲにも努めることが望まれる。 

 

（３）起業・創業セミナー卒業生のフォローアップ 

① 事業の概要 

項目 摘要 

事業内容 ・商工会議所において、中小企業診断士・経営指導員が直接店舗

を訪問し相談に応じる「出前経営相談」を通じて、創業塾卒業生

のフォローアップを行う。 

・創業塾の卒業生を主な対象として、テーマ別「新米経営者のた

めの基本スキル習得講座」を開催する。 

令和元年度の事業別予

算及び決算と財源 

【産業振興課】予算額 5,024千円、決算額 3,516千円 

【財源】一般財源 

（※「（１）目的別の起業・創業セミナー開催」～「（５）起業・

創業セミナー卒業生のネットワーク化」に共通） 

令和元年度の決算額の

主な内訳 

「（１）目的別の起業・創業セミナー開催」を参照。 
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令和元年度の支出額の

主な内訳 

「（１）目的別の起業・創業セミナー開催」を参照。 

 

令和元年度の主な取組

実績と成果 

・「出前経営相談」を通じて、創業塾卒業生のフォローアップを

行った。 

・「新米経営者のための基本スキル習得講座」を商工会議所と共

同で４回にわたり開催した。 

特記事項 なし 

 

② 評価指標と事業の進捗等の概要 

項目 摘要 

目標（平成 29～令和２） ・創業塾卒業生フォローアップ 25件 

実績件数及び進捗率 ・創業塾卒業生フォローアップ H29 ８件、H30 ７件、R１ ５件, 

累計 20 件、進捗率 80.0％ 

評価 ・予定通り実施 

現状の課題 ・創業塾で創業に必要な基礎知識を習得した人に対し、商工会議

所や地域金融機関と連携して特定創業支援事業が活用できるよ

う支援していく必要がある。 

今後の方向性 ・創業支援等事業計画に基づく「高槻創業支援ネットワーク」を

活用し、商工会議所や地域金融機関と連携した経営指導や資金調

達などの包括的支援を行う。 

・創業塾の卒業生を対象に、フォローアップセミナーを開催し、

積極的な参加を呼びかける。 

・創業後の課題解決を目的として、分野別に「新米経営者基本ス

キル習得講座」等を開催する。 

担当課 産業振興課 

主な連携先 商工会議所 

 

③ 監査の結果及び意見 

ア．創業塾卒業生への積極的なフォローアップについて（意見３－８） 

本事業における創業塾の卒業生のその後の動向等のフォローアップについては、所管

課によれば、次のとおりである。まず、卒業後２年間は、商工会議所の担当職員により、

追跡調査（アンケート）や情報提供が行われている。これに対し、３年目以降は、原則

として上記のような積極的なフォローアップは行われなくなり、卒業生側から、各種相

談等を利用するなどしてフォローアップを受けることになる。但し、それまでに応答が

あった卒業生や創業して商工会議所の会員となった卒業生については、３年目以降も、

引き続き商工会議所側から情報提供を含むフォローアップが行われているとのことであ
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る。 

  この点、卒業生は毎年増えていくわけであるから、何ら応答がない卒業生についてま

で長期にわたって積極的なフォローアップを続けることは実際上困難かつ無駄である。

所管課によれば、過去の様々な経験を踏まえて創業後２年間に集中して積極的なフォロ

ーアップを行っているとのことであって、このこと自体はやむを得ないと思われる。 

  しかし、応答があった卒業生や、創業して商工会議所の会員となっている卒業生につ

いては、その後の創業や事業の継続・発展のためにも、積極的なフォローアップを続け

ることに十分な意義があるところ、これらの点も商工会議所に委ねられており、市では

そのような卒業生のリストやフォローアップの詳細までは把握していないようである。

今後は、市と商工会議所においてこれらの情報を共有し、密な連携の下に、追跡調査と

その分析検討などを伴ったより積極的で効果的なフォローアップが行われることを検討

すべきである。また、卒業生のフォローアップは、市と商工会議所との間の業務委託契

約の仕様書に明記されている委託業務の内容であることから、当該契約内容に上記のよ

うな情報の共有の内容やそのための手続きを織り込むことも、今後検討していくことが

望ましい。 

 

イ．フォローアップに関する目標について（意見３－９） 

本事業の目標は、前記「②評価指標と事業の進捗等の概要」のとおり、「創業塾卒業

生フォローアップ」とされており、これは卒業生フォローアップのための講座（フォロ

ーアップセミナーや新米経営者のための基本スキル習得講座）の開催回数を指している。

しかし、かかる目標は、活動指標（アウトプット）ではあっても成果指標（アウトカム）

とは言い難い面がある。 

  開催回数以上に重要な目標として、これらの講座への卒業生の参加人数・参加率とい

った、卒業生の創業継続のための行動を促すという成果の指標としての「講座への参加」

そのものを目標として設定すべきである。 
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（４）起業家の販路開拓 

① 事業の概要 

項目 摘要 

事業内容 ・ホームページ等を活用して創業者の紹介を行う。 

・「創業・個店支援事業」を活用して開店した店舗の紹介冊子の

制作や窓口に店舗紹介スペースを設ける等の販路開拓支援を行

う。 

令和元年度の事業別予

算及び決算と財源 

【産業振興課】予算額 5,024千円、決算額 3,516千円 

【財源】一般財源 

（※「（１）目的別の起業・創業セミナー開催」～「（５）起業・

創業セミナー卒業生のネットワーク化」に共通） 

令和元年度の決算額の

主な内訳 

「（１）目的別の起業・創業セミナー開催」を参照。 

令和元年度の支出額の

主な内訳 

「（１）目的別の起業・創業セミナー開催」を参照。 

 

令和元年度の主な取組

実績と成果 

・商工会議所のホームページにリンクを貼ることで、創業後に商

工会議所の会員となった事業者の紹介を行った。 

・「創業・個店支援事業」を活用して開店した店舗の紹介記事を

市のホームページに掲載したほか、紹介冊子の制作や窓口に店舗

紹介スペースを設ける等、販路開拓支援を図った。 

特記事項 なし 

 

② 評価指標と事業の進捗等の概要 

項目 摘要 

目標（平成 29～令和２） ・市ＨＰにおける店舗紹介件数 30件 

実績件数及び進捗率 ・市ＨＰにおける店舗紹介件数 H29 25件、H30 26件、R１ 32

件、進捗率 106.7％ 

評価 ・予定通り実施 

現状の課題 ・「創業・個店支援事業」の制度周知を行うとともに、活用事例

である支援店舗を紹介するために市ホームページに掲載してい

るが、より効果的な周知を行うための広報媒体の確保等を検討し

ていく必要がある。 

今後の方向性 ・「創業・個店支援事業」により支援した店舗を、市のホームペ

ージにて紹介することで、制度のＰＲ及び創業者の販路開拓を図

る。 
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・店舗のホームページ等が記載された紹介カードを各所に配架

し、販路開拓を図る。 

・実際に店舗を取材して紹介冊子を制作し、金融機関等の関係機

関と連携しながらＰＲを図る。 

担当課 産業振興課 

主な連携先 商工会議所 

 

③ 監査の結果及び意見 

ア．ホームページにおける販路開拓の支援について（意見３－１０） 

本事業は、市のホームページを活用した起業家の販路開拓の支援を主眼とするもので

あるが、起業家紹介用の独立したサイトが構築されているわけではない。市のホームペ

ージから商工会議所のホームページにリンクが貼られているが、これは単に市のホーム

ページ上のリンクページから商工会議所のホームページのトップページにリンクされて

いるだけでそれ以上のものではないし、創業・個店支援事業に係る採択店舗の紹介のホ

ームページも、リンクの階層が深すぎるため、「店舗紹介」という観点から見た場合に、

市民がこれを発見することは困難になっている。 

  これらの問題は、本件に限ったことではなく、市のホームページ全体の再構築にも関

わる問題であるかもしれないが、現状におけるホームページの管理運営は販路開拓の支

援としては不十分であると言わざるを得ない。起業家紹介用の独立したサイトの構築の

検討も含めて、起業家紹介に真に役立つアクセスしやすいホームページの管理運営を目

指すべきである。 

 

イ．ホームページに関する目標について（意見３－１１） 

前記「②評価指標と事業の進捗等の概要」のとおり、本事業の目標は、市ホームペー

ジにおける店舗紹介件数とされているが、店舗紹介件数は活動指標（アウトプット）で

あっても成果指標（アウトカム）ではない。しかも、ここで紹介される店舗は、創業・

個店支援事業において補助対象となった店舗であるため、その紹介件数は、前記「（２）

新たな店舗や事業所の創出促進」の目標である補助金交付件数とほぼ重複する関係にあ

る。 

  ホームページが販路開拓に役立っているかどうかを判定するためには、店舗紹介件数

ではなく、当該ホームページのセッション数（アクセス数）やページビュー数（ページ

閲覧数）などを目標に設定すべきであり、そのための検討と準備を開始すべきである。 
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（５）起業・創業セミナー卒業生のネットワーク化 

① 事業の概要 

項目 摘要 

事業内容 ・商工会議所との共催事業である創業塾において、過去の創業塾

卒業生も含めたミニセミナー及び交流会を開催する。 

令和元年度の事業別予

算及び決算と財源 

【産業振興課】予算額 5,024千円、決算額 3,516千円 

【財源】一般財源 

（※「（１）目的別の起業・創業セミナー開催」～「（５）起業・

創業セミナー卒業生のネットワーク化」に共通） 

 

令和元年度の決算額の

主な内訳 

「（１）目的別の起業・創業セミナー開催」を参照。 

令和元年度の支出額の

主な内訳 

「（１）目的別の起業・創業セミナー開催」を参照。 

 

令和元年度の主な取組

実績と成果 

・創業塾の卒業生を対象としたミニセミナー及び交流会を開催

し、創業者同士の情報交換や人的ネットワーク化を支援した。 

特記事項 なし 

 

② 評価指標と事業の進捗等の概要 

項目 摘要 

目標（平成 29～令和２） ・創業塾ＯＢ参加者数 80人 

実績件数及び進捗率 ・創業塾ＯＢ参加者数 H29 11人、H30 ８人、R１ ４人、累計

23人、進捗率 28.8％ 

評価 ・予定を下回った 

現状の課題 ・創業者同士のネットワーク化を広げるため、創業塾ＯＢの積極

的な参加を呼びかけていく必要がある。 

今後の方向性 ・創業塾の卒業生等を対象とした交流会等を設けることで、引き

続き創業者間のネットワーク化を図る。 

・創業塾において、過去の卒業生を招聘して創業体験談を語る時

間を設けるなど、年度を越えた受講生のネットワーク化を図る。 

担当課 産業振興課 

主な連携先 商工会議所 
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③ 監査の結果及び意見 

ア．ネットワーク化事業の存続の可否について（意見３－１２） 

前記「②評価指標と事業の進捗等の概要」のとおり、本事業の目標は、創業塾ＯＢ参

加者数とされているが、その対象となる卒業生の交流の機会のイベント等は、創業塾に

おいて行われているフォローアップ研修（卒業生も含めたミニセミナー及び交流会が開

催される）のみである。参加者数も、前記「②評価指標と事業の進捗等の概要」のとお

り、平成 29 年度から令和２年度の目標が 80 人であったのに対し、平成 29 年度 11 人、

平成 30年度８人、令和元年度４人と年々減少しており、目標を大幅に下回る結果となっ

ている。 

  このような状況の改善のためには、交流の機会となるイベント等の回数の増加の検討

や、これまで以上に積極的な参加の呼びかけを行うことが考えられるが、現状から見て、

これらによって劇的な改善が見られるかについては、疑問がある。もともと卒業生同士

のネットワークは卒業生自身によって構築されるもので、市の役割はそのバックアップ

にとどまらざるを得ない面があり、市が主体となって積極的にネットワーク化を図る事

業を行うこと自体が困難であるようにも思われる。他方で、前記「（３）起業・創業セ

ミナー卒業生のフォローアップ」等の他の事業の中で、市が卒業生のネットワーク化の

バックアップを併せて行っていくことも考えられなくはない。 

  限られた予算と人員の中での事業の優先順位を考えれば、令和３年度からの「産業・

観光振興ビジョン」の実施計画においては、本事業の存続の可否自体を検討した上で、

有効な改善策が見出されない場合には、独立した事業の項目からは削除しても良いよう

に思われるので、検討されたい。 
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４．観光集客まちづくりプロジェクト 

（１）摂津峡周辺活性化の推進 

① 事業の概要 

項目 摘要 

事業内容 ・摂津峡周辺における観光基盤施設整備に向けた調査・研究とと

もに、観光基盤のリニューアルや整備等を行う。 

令和元年度の事業別予

算及び決算と財源 

【観光シティセールス課】予算額 405千円、決算額 385千円 

【公園課】予算額 10,000千円、決算額 11,509千円 

【道路課】予算額 1,000千円、決算額 999千円 

【文化スポーツ振興課】予算額 540千円、決算額 540千円 

【財源】一般財源 

令和元年度の決算額の

主な内訳 

【公園課】決算額 11,509千円の内訳：工事請負費 11,509 千円 

【道路課】決算額 999千円の内訳：工事請負費 999千円 

令和元年度の支出額の

主な内訳 

【文化スポーツ振興課】委託料 540千円の内訳： 

契約名：業務委託契約書 

契約先：高槻市ハイキング協議会 

契約期間：平成 31年４月 1日から令和２年３月 31日まで 

契約金額総額：540千円 

令和元年度の金額：540千円 

契約方法：地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号による随

意契約 

令和元年度の主な取組

実績と成果 

・芥川山城跡の国史跡指定への取組みについて、摂津峡公園や萩

谷総合公園などの摂津峡周辺地域における、地域振興・活性化に

向けた庁内連絡会にて検討を進めた。 

・地元住民等の取組みへの支援として、地元協議会と意見交換を

実施した。 

・原 31 号線の一部の道路修繕を行った。 

・摂津峡公園内の園路修繕を行った。 

・摂津峡公園内の落石対策工事を行った。 

・平成 30年の台風 21号に係る被害で使用できなくなったトイレ

を修繕した。 

・「芥川山城跡の国史跡指定に向けた庁内連絡会」を設立し、摂

津峡周辺地域の活性化について検討を行った。 

・サイン整備計画に基づきハイキングコースの誘導サインを関係

各課と連携し設置した。 

特記事項 なし 
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② 評価指標と事業の進捗等の概要 

項目 摘要 

目標（平成 29～令和２） ・摂津峡周辺活性化に関する会議 ８回 

・観光基盤施設の整備 １件 

・サインの新設・更新 12基 

・摂津峡周辺の道路等の修繕 ― 

実績件数及び進捗率 ・摂津峡周辺活性化に関する会議 H29 ３回、H30 ０回、R１ ２

回 累計５回、進捗率 62.5％ 

・観光基盤施設の整備 H29 １基、H30 ０基、R１ ０基 累計１

基、進捗率 100％ 

・サインの新設・更新 H29 ４基、H30 ２基、R１ １基 累計７

基、進捗率 58.3％ 

・摂津峡周辺の道路等の修繕 H29 ２回、H30 ２回、R１ ５回 

進捗率 － 

評価 ・予定を下回った 

現状の課題 ・摂津峡周辺地域の活性化に向け、引き続き庁内関係課の調整を

図る必要がある。 

・芥川山城跡の史跡化にむけて、地元住民との合意形成を図りな

がら周辺地域の整備を進める必要がある。 

・当初予定していた看板の設置は完了したため、設置した看板の

点検や新たな設置個所について検討する必要がある。 

今後の方向性 ・「摂津峡周辺活性化プラン」に基づき、庁内関係課の調整を図

り、「芥川山城跡の国史跡指定に向けた庁内連絡会」等で検討を

行う。 

・必要に応じて、地区の活性化に向けた地元住民等の取組みへの

支援を行う。 

・必要に応じた道路維持補修を行う。 

・検討委員会を中心に、庁内及び地元住民と調整を図りながら効

果的な整備について検討する。 

・引き続き効果的なサイン整備について関係団体と協議を図りな

がら検討する。 

・来訪者やハイカーのためのサイン看板を計画的に整備する。 

担当課 みらい創生室、都市づくり推進課、道路課、公園課、観光シティ

セールス課、文化スポーツ振興課 

主な連携先 観光協会、市民 
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③ 監査の結果及び意見 

ア．「観光振興計画」の評価指標の数値設定と時点評価について（結果４－１） 

「観光振興計画」（平成 28 年度～平成 32 年度）には、下記の５つの評価指標の項目

と平成 26 年度の現状値（基準値）及び平成 32 年度（令和２年度）の目標値が記載され

ている。また、振興計画の進捗を図るため、毎年度評価指標の集計を行っている。各評

価指標とそれぞれの平成 26年度の基準値、令和元年度の最新値、令和２年度の目標値及

び令和元年度の時点評価は下記のとおりである。 

 

（図表 21「観光振興計画」の評価指標の状況） 

項   目 H26（基準値） R１（最新値） R２（目標値） R１時点評価 

主要観光施設利用者数 792, 277 人 877,907 人 800,000 人 達成 

主要宿泊施設利用者数 62, 462 人 76,740 人 68,700 人 達成 

主要なイベントへの参加人数 420,312 人 343,011 人 440,000 人 未達成 

体験プログラム等への参加人数 1,815 人 4,915 人 2,200 人 達成 

摂津峡下の口・上の口駐車場の

利用台数 

12,661 台 15,563 台 15,000 台 達成 

（出所 数値に基づく効果測定より監査人作成） 

 

主要観光施設利用者数については、後述の（意見４－１）の図表 22「主要観光施設の

利用人数の状況」にあるように、17施設を対象としている。このうち、G（集客施設）と

M（集客施設）は、それぞれ開業時期は、平成 24年度と平成 23年度であるが、いずれも

利用者数が平成 26年度については集計されていない。両施設は、基準年度である平成 26

年度においてはそれぞれ 12万人、８千人程度の利用者が推定され、合計 128千人は市の

集計人数である 792 千人の 16.2%にも達する。これらを考慮すると、本来であれば平成

26年度の基準値は、792千人+120千人+８千人＝920千人程度となる。 

以上のことから、市は修正後の人数 920 千人を基準値として、平成２年度の目標値を

設定すべきである。平成 26年度の基準値設定及び令和２年度の目標値設定が妥当ではな

く、令和元年度時点の成果指標が「達成」との評価に疑問がある。 

  一方、主要宿泊施設利用者数については、（意見４－１）の図表 23「主要宿泊施設の利

用人数の状況」にあるように、12 施設を対象としている。平成 26 年度の基準値は、12

施設の同年度の現状値である利用人数 92,745人から平成 27年度に廃業した、W（宿泊施

設）52人と X（宿泊施設）30,231人を除いた 62,462人とし、令和２年度の目標値を 68,700

人と設定している。令和元年度の最新値は 76,740人であるが、廃業した２施設の利用者

を除いた基準値との比較で令和元年度現時点では「達成」としている。だが、廃業した

宿泊施設の利用人数を基準年度において現状値から除くことは、それ以降の年度で宿泊

客が増加したと誤解を招くこととなり、妥当とは言えない。 
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この点、観光振興計画では主要宿泊施設利用者数の平成 26 年度の現状値を 62,462 人

と記載し、宿泊施設の廃業分除くとの注意書きを行っている。しかし、宿泊施設の廃業

分の利用者数は注意書きに含まれていないので、廃業分の利用者数の影響を考慮した主

要宿泊施設利用者の現状を正確に把握することはできない。市では、廃業した X（宿泊施

設）は３万人規模であったので、この減少をカバーするため、既存の他の主要宿泊施設

の客室稼働率の上昇を図るほか、新たな宿泊施設の誘致策を実行し、令和２年度におい

て廃業した X（宿泊施設）と比べて規模は小さいものの、１件の宿泊施設が開業している。 

このような市の努力は評価されるところであるが、宿泊施設の廃業分の利用者数を控

除して基準値とし、既存の他の主要宿泊施設の客室稼働率の上昇を図ることで達成可能

な目標値の設定となっており、市の設定された目標値（68,700人）を達成したとしても、

平成 26年度の主要宿泊施設利用者の現状値（92,745人）には届かないことは明白である。   

結果的には、市における主要宿泊施設利用者が平成 26年度と比較して２万人程度減少

することとなり、市内の宿泊客が減少するという点で観光面でのマイナスとなっている

ことは否めない。 

観光振興計画において、平成 26年度の現状値を基準値とし、廃業分の利用者数を明記

したうえ、利用人数を主要宿泊施設利用者数の大幅な減少という実状を説明したならば、

廃業した X（宿泊施設）と同規模以上の宿泊施設の誘致を行うなどの思い切った方策を検

討することで、より戦略的な目標値を設定し、結果的に現状以上の主要宿泊施設利用者

となった可能性がある。観光振興の趣旨を考えれば、市内の宿泊施設での宿泊客が基準

年度と比較して目標年度で増加することにより観光が活性化することであり、市は、少

なくとも廃業した宿泊施設の利用人数を控除する前の利用人数 92,745 人、平成 26 年度

の基準値の指標との比較で令和２年度の目標値を設定し、令和元年度時点での達成状況

を判断すべきであった。 

 

イ．摂津峡周辺の主要観光施設及び主要宿泊施設の有効活用について（意見４－１） 

  「観光振興計画」においては、摂津峡は市において市内外で最も知名度の高い観光資

源とされている。また主な観光関連施設・観光スポットとして（自然・公園）の分類で

は摂津峡、（自然体験・学習施設）の分類では、自然博物館及び摂津峡青少年キャンプ場

（以下、「キャンプ場」という。）が記載されている。市の観光振興の将来像実現のため

定められた戦略の２番目に「摂津峡周辺活性化の推進」があり、平成 26 年度に「摂津

峡周辺活性化プラン」を策定し、平成 27 年度から活性化事業に取り組んでいる。摂津

峡周辺は、市の観光振興においては中心的な観光地であり、なかでもキャンプ場は摂津

峡周辺に所在する観光・宿泊施設で中心的な役割を担える潜在的な魅力がある。 

「観光振興計画」を進行する中では、キャンプ場は主要観光施設及び主要宿泊施設と

されている。主要観光施設及び主要宿泊施設の利用人数は次のとおりである。 
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（図表 22 主要観光施設の利用人数の状況） 

（単位：人） 

No. 施設名 H26 H27 H28 H29 H30 R１ 順位 

１ 摂津峡青少年

キャンプ場 

6,590 8,183 7,936 8,163 7,864 10,318 11 位 

２ しろあと歴史館 42,384 45,233 46,878 47,427 46,155 30,620 ７位 

３ 今城塚古代歴

史館 

65,677 67,524 68,019 62,883 63,858 64,729 ６位 

４ 自然博物館（あ

くあぴあ芥川） 

105,490 112,085 108,598 95,369 96,292 65,690 ５位 

５ A（寺社仏閣） 100,000 100,000 140,000 134,000 140,000 150,000 ２位 

６ B（寺社仏閣） 139,200 141,370 147,000 147,000 141,618 141,618 ３位 

７ C（寺社仏閣） 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,900 ９位 

８ D（寺社仏閣） 5,000 4,500 4,600 1,770 2,550 2,350 15 位 

９ E（寺社仏閣） 366 801 391 380 423 357 16 位 

10 F（寺社仏閣） 13,997 13,948 13,982 13,792 6,550 6,517 13 位 

11 G（集客施設） - 125,312 113,009 116,990 100,143 98,696 ４位 

12 H（集客施設） 15,528 18,776 19,703 17,314 4,038 5,080 14 位 

13 I（集客施設） 9,838 10,500 9,742 8,562 9,968 10,349 10 位 

14 J（集客施設） 3,662 896 1,798 1,546 - - - 

15 K（集客施設） 262,882 259,888 259,045 258,657 254,269 245,972 １位 

16 L（集客施設） 9,663 9,539 10,835 9,717 6,174 9,093 12 位 

17 M（集客施設） - 8,108 8,785 9,936 8,150 23,618 ８位 

  合計 792,277 938,663 972,321 945,506 900,052 877,907   

 （出所 観光統計調査結果（観光客数の推移）） 

（注１）順位は、令和元年度の利用人数の順位。 

（注２）No.11の施設は、平成 24年度開業。 

（注３）No.17の施設は、平成 23年度開業。 
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（図表 23 主要宿泊施設の利用人数の状況） 

（単位：人） 

No. 施設名 H26 H27 H28 H29 H30 R１ 順位 

１ 摂津峡青少年

キャンプ場 

2,476 3,178 4,433 4,684 3,973 4,311 ５位 

２ N（宿泊施設） 1,882 2,212 2,622 2,064 434 - - 

３ O（宿泊施設） 20,138 17,461 16,546 15,746 16,878 14,600 ３位 

４ P（宿泊施設） -  20,958 20,951 14,823 13,767 16,986 ２位 

５ Q（宿泊施設） 4,443 4,224 4,884 4,693 5,105 3,523 ７位 

６ R（宿泊施設） 16,787 17,981 19,172 19,005 19,144 17,656 １位 

７ S（宿泊施設） 13,173 13,173 13,173 13,780 14,202 14,211 ４位 

８ T（宿泊施設） 3,082 4,497 4,708 4,792 4,448 3,619 ６位 

９ U（宿泊施設） - - 242 1,558 1,834 1,834 ８位 

10 V（宿泊施設） 481 435 - - - - -  

11 W（宿泊施設） 52 - - - - - -  

12 X（宿泊施設） 30,231 - - - - - -  

  合計 92,745 84,119 86,731 81,145 79,785 76,740   

（出所 観光統計調査結果（観光客数の推移）） 

（注１）順位は、令和元年度の順位。 

（注２）No.２の施設は、令和元年度は宿泊休止。 

（注３）No.４の施設は、平成 24年度開業。 

（注４）No.９の施設は、平成 28年度開業。 

（注５）No.10の施設は、平成 28年度以降宿泊休止。 

（注６）No.11と No.12の施設は、平成 27年度廃業。 

 

図表 22 主要観光施設の利用人数の状況から、摂津峡周辺の主要観光施設の各年度にお

ける利用人数の順位の推移とそれらの施設の利用人数の合計が主要観光施設合計に占め

る割合の推移について、図表 24 摂津峡周辺の主要観光施設の利用人数の推移にまとめた。

また、図表 23主要宿泊施設の利用人数の状況から、摂津峡周辺の主要宿泊施設の各年度

における利用人数の順位の推移とそれらの施設の利用人数の合計が主要宿泊施設合計に

占める割合の推移について、図表 25摂津峡周辺の主要宿泊施設の利用人数の推移にまと

めた。 
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（図表 24摂津峡周辺の主要観光施設の利用人数の推移） 

No. 施 設 名 各年度における各施設の利用人数の順位 

H26 H27 H28 H29 H30 R１ 

１ 摂津峡青少年キャ

ンプ場 

12位 13位 14位 14位 11位 11位 

４ 自然博物館（あく

あぴあ芥川） 

３位 ４位 ５位 ５位 ５位 ５位 

13 I（集客施設） 10位 11位 12位 13位 ９位 10位 

15 K（集客施設） １位 １位 １位 １位 １位 １位 

16 L（集客施設） 11位 12位 11位 12位 13位 12位 

17 M（集客施設） 16位 14位 13位 11位 10位 ８位 

  上記の施設の利用

人数の合計（人） 

394,021  400,195  396,156  380,468  374,567  341,422  

  上記の施設の利用

人数の合計が主要

観光施設合計に占

める割合 

49.7%  42.6%  40.7%  40.2%  41.6%  38.9%  

（出所 観光統計調査結果（観光客数の推移）） 

 

（図表 25摂津峡周辺の主要宿泊施設の利用人数の推移） 

No. 施 設 名 各年度における各施設の利用人数の順位 

H26 H27 H28 H29 H30 R１ 

１ 摂津峡青少年キャ

ンプ場 

７位 ７位 ７位 ７位 ７位 ５位 

８ T（宿泊施設） ６位 ５位 ６位 ５位 ６位 ６位 

  上記の施設の利用

人数の合計（人） 

5,432 7,675 9,141 9,476 8,421 7,930 

  上記の施設の利用

人数の合計が主要

宿泊施設合計に占

める割合 

５.９% ９.１% 10.５% 11.７% 10.６% 10.３% 

（出所 観光統計調査結果（観光客数の推移）） 

 

  図表 24 摂津峡周辺の主要観光施設の利用人数の推移によると、摂津峡周辺の主要観光

施設の利用人数の合計が主要観光施設合計に占める割合は、平成 26 年度は 49.7%であっ

たが、それ以降低下傾向で令和元年度は 38.9%となった。各主要観光施設の各年度におけ
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る利用人数の順位は、K（集客施設）と自然博物館（あくあぴあ芥川）を除き、いずれも

平成 26年度以降 17施設中８位以下である。また、図表 25摂津峡周辺の主要宿泊施設の

利用人数の推移によると、摂津峡周辺の主要宿泊施設の利用人数の合計が主要宿泊施設

合計に占める割合は、平成 27 年度以降 10%前後であり、各主要宿泊施設の各年度におけ

る利用人数の順位は、いずれも平成 26年度以降９施設中概ね５位以下である。 

このような摂津峡周辺の主要観光施設及び主要宿泊施設の利用人数の状況では、摂津

峡周辺が十分活性化しているとは言えないと考えられる。またキャンプ場は、主要観光

施設 17 か所及び主要宿泊施設９か所の中ではそれぞれ 11 位及び５位であり、摂津峡周

辺の観光・宿泊施設の中心的な役割を担っていない。 

キャンプ場の利用人数及び宿泊人数の状況は次のとおりである。 

 

（図表 26 摂津峡青少年キャンプ場の利用人数及び宿泊人数の状況） 

                                  （単位：人） 

区   分 H26 H27 H28 H29 H30 R１ 

利用人数 6,590 8,183 7,936 8,163 7,864 10,318 

（市内在住者数） 4,905  6,221  6,280  5,831  5,624  7,824  

利用人数の順位 13 13 14 14 11 11 

宿泊人数 2,476 3,178 4,433 4,684 3,973 4,311 

（市内在住者数） 1,900  2,596  3,906  4,112  3,187  3,704  

宿泊人数の順位 ８ ７ ７ ７ ７ ５ 

（出所 観光統計調査結果（観光客数の推移）に監査人が加筆） 

（注１）利用人数の順位は、主要観光施設 17か所のうちの各年度の順位。 

（注２）宿泊人数の順位は、主要宿泊施設９か所のうちの各年度の順位。 

 

キャンプ場は、摂津峡周辺の観光施設あるいは宿泊施設で市が直営する施設である。

現在まで、青少年の健全育成を目的に設置され、教育委員会が管理運営を行っている。

学校以外の利用もでき、市内・市外問わず、誰でも比較的安価で利用できる。北摂山系

に抱かれた摂津峡公園内に位置する自然豊かな環境に恵まれており、最寄りのＪＲ高槻

駅から高槻市営バスを利用して約 25分、利便性にも優れた野外活動施設であり、観光資

源としての潜在能力は高い。 

平成 26 年度と比べて令和元年度は、利用人数・宿泊人数ともに増加しているが、主要

観光施設の利用人数及び主要宿泊施設の利用人数の順位としては上位に位置していない。

また、宿泊人数のうちの市内在住者の人数の割合が高く、市外からの利用者が少ない。

その理由として、キャンプ場が観光施設ではなく教育施設に位置付けられているため、

これまで観光目的の施策を効果的に実施する施設として、運営されてこなかったことが

一因と考えられる。 
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キャンプ場は、教育施設としての役割は必要であるが、摂津峡周辺活性化の中心施設

として潜在能力を顕在化させるべく、観光・宿泊施設としての利用を促進するためには、

キャンプ場の管理運営について所管を教育委員会から市長部局に変更することに検討の

余地がある。これにより、キャンプ場に教育施設としての機能を残しつつ、もっと積極

的に観光資源として最大限に活用する戦略を打ち出すことが可能となる。 

さらに、この際、キャンプ場の周辺施設の回遊性を確保し、観光施設としての相乗効

果を図るため、キャンプ場以外の市営の主要観光施設である自然博物館（あくあぴあ芥

川）（これらの施設の所管課については意見４－４参照。）についても所管を市長部局に

移管するとともに、しろあと歴史館・今城塚古代歴史館・安満遺跡公園など観光施設と

しての回遊性の動線を設定することで、観光振興上戦略的な有効活用が全庁的に推進可

能と考えられる。 

以上のことから、市はキャンプ場及び自然博物館（あくあぴあ芥川）の市長部局への

移管を含め、両施設のより有効な活用方法について検討されたい。 

 

ウ．主要観光施設及び主要宿泊施設における利用人数の集計精度について（意見４－

２） 

（意見４－１）の図表 22主要観光施設の利用人数の状況にあるように、A（寺社仏閣）

については、平成 26年度から令和元年度まで、万人単位での人数が記載されている。こ

れは正確な数値の把握が困難であるため推計値を採用していることが原因である。また、

自然博物館（あくあぴあ芥川）については、利用者は入館時に任意で入館届を記載して

館内の所定の場所に提出するだけであり、利用人数を正確にカウントする仕組みとはな

っておらず、集計の精度に疑問がある。 

A（寺社仏閣）の利用人数は、令和元年度は２位（平成 26年度から平成 30年度の間は

３位から５位）であり、また、「自然博物館（あくあぴあ芥川）」の利用人数は、令和元

年度は５位（平成 26 年度から平成 30 年度の間は３位から５位）である。A（寺社仏閣）

と「自然博物館（あくあぴあ芥川）」は、いずれも主要観光施設の利用人数として重要で

あるので、利用人数集計の精度向上を検討すべきである。 

また、（意見４－１）の図表 23 主要宿泊施設の利用人数の状況にあるように、主要宿

泊施設の P（宿泊施設）は、開業時期が主要観光施設の G（集客施設）と同じ平成 24 年

度であるが、平成 26 年度の利用人数の記載がない。同年度においては 20 千人程度の利

用人数が推定される。P（宿泊施設）の利用人数は、令和元年度は２位（平成 26 年度か

ら平成 30 年度の間は１位から４位）である。主要宿泊施設の利用人数として重要であり、

基準年度より平成 27 年度は宿泊施設利用人数が増加したと誤解を招くこととなる。利用

人数の集計精度の向上を検討すべきである。 
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（２）宿泊施設の誘致 

① 事業の概要 

項目 摘要 

事業内容 ・｢高槻市ホテル及び旅館の誘致等に関する条例｣に基づく奨励制

度を活用し、宿泊施設（ホテル等）を誘致する。 

令和元年度の事業別予

算及び決算と財源 

【産業振興課】予算額 －千円、決算額  －千円 

令和元年度の決算額の

主な内訳 

― 

令和元年度の支出額の

主な内訳 

― 

令和元年度の主な取組

実績と成果 

・元芥川出張所用地ほかに誘致した「ホテルアベストグランデ高

槻」が開業に向けて円滑に事業を進められるよう、調整・支援を

行った。 

特記事項 ・宿泊施設の誘致は平成 29年度に行われたが、助成金及び補助

金の支出は令和２年度以降となる。このため、令和元年度の事業

別予算及び決算は記載がない。 

 

② 評価指標と事業の進捗等の概要 

項目 摘要 

目標（平成 29～令和２） ・宿泊施設の誘致件数 １件 

実績件数及び進捗率 ・宿泊施設の誘致件数 H29 １件、H30 ０件、R１ ０件 

累計１件、進捗率 100％ 

評価 ・予定通り実施 

現状の課題 ・新型コロナウイルスの感染拡大に伴う観光需要等の急減を受け

市内のホテル等の経営は苦境に直面している。 

今後の方向性 ・ホテル業界をはじめとする観光業への影響を注視しながら国、

府等と緊密に連携しながら適切に対応を進めていく。 

担当課 産業振興課 

主な連携先 事業者 
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③ 監査の結果及び意見 

ア．誘致した宿泊施設の事業者の経営状況の把握について（意見４－３） 

市は平成 29 年度に宿泊施設（ホテルアベストグランデ高槻）の誘致に成功し、この宿

泊施設は令和２年８月１日に開業した。この宿泊施設の事業者は、誘致した宿泊施設以

外にも複数の宿泊施設を経営しており（ホテル事業）、ホテル事業以外にもレストラン事

業・不動産事業・ペット事業・IT事業など多角的に事業を展開している。 

当該事業者は、経営する各事業において新型コロナウイルス感染症による影響を受け

ていることが予想される。市としては、宿泊施設誘致による産業振興及び観光振興への

効果がなくならないよう、当該事業者について誘致した宿泊施設のみならず、全社での

経営状況の把握を適時・適切に行うことが必要である。 

この点、市は、「ホテル及び旅館の誘致等に関する条例」第７条で準用された「企業立

地促進条例」第 10条第１項により、指定事業者に対して報告を求めたり、調査を行うこ

とができる。だが、令和２年 12 月 30日が指定事業者指定申請書提出期限であるため、

ヒアリング時点では指定事業者ではなかったことから、市はこうした調査を実施するこ

とができない状況にあった。任意での調査・報告には限界があるとしても市としては、

可能な限りの適時・適切な対応を検討されたい。 

 

（３）市外への広域的な観光情報の発信 

① 事業の概要 

項目 摘要 

事業内容 ・マスコットキャラクターやご当地グルメを活用したプロモーシ

ョン活動の展開や HP等各種広報媒体を活用し、はにたん観光情

報コーナー及び観光案内所等からの情報発信の強化 

・スポーツや文化・芸術活動と連携した市内外への魅力発信 

・市の観光資源やイベントについて、マスメディアに対して積極

的かつ戦略的な情報発信を行うことにより、パブリシティへの掲

載へと繋げ、広域的なＰＲの展開を図る。 

・ホームページなど各種広報媒体の特性を活かした継続的な情報

発信を行い、市内外への情報発信力を強化する。 

令和元年度の事業別予

算及び決算と財源 

【観光シティセールス課】予算額 47,929 千円、決算額 45,796千

円 

【財源】国庫支出金 14,500千円、一般財源 24,429千円 

令和元年度の決算額の

主な内訳 

報酬 非常勤職員報酬  2,219千円、需用費 2,044千円、委託

料  31,766千円、負担金補助及び交付金 負担金 9,100 千円、

その他合計 665千円 
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令和元年度の支出額の

主な内訳 

【委託料】 

契約名：観光資源活用支援業務委託 

契約先：（公社）高槻市観光協会 

契約期間：令和元年７月 1日から令和２年３月 31日まで 

契約金額総額：29,000千円 

令和元年度の金額：29,000千円 

契約方法：地方自治法施行令第 167条の２第１項第 2号による随

意契約 

【補助金】 

補助金名：（公社）高槻市観光協会補助金 

補助金額：9,000 千円 

補助金の対象経費：次に掲げる経費（ただし、食料費・宿泊費・

交際費・慰労会的な研修費等を除く。）。 

（１）観光企画事業に要する経費 

（２）広報活動事業に要する経費 

（３）観光案内事業に要する経費 

（４）その他市長が特に必要と認める事業に要する経費 

補助金の算定方法：（令和元年度時点） 

（１）観光企画事業に要する経費の２分の１以内 

（２）広報活動事業に要する経費の３分の２以内 

（３）観光案内事業に要する経費の２分の１以内 

（４）その他市長が特に必要と認める事業に要する経費に別に市

長が定める率を乗じた額 

令和元年度の主な取組

実績と成果 

・はにたんの活用やパブリシティを通じて市外において市の観光

情報を発信した。 

・市への来訪者に対して、観光案内所や観光情報コーナーにおい

て適切な情報発信、観光案内を行った。 

・市内スポーツ施設においてプロ野球の公式戦の実施（２回）。

近隣市と共同でイベントを実施することで、市外への情報発信を

より充実させた。（公財）高槻市文化振興事業団においてさまざ

まな文化事業を実施(70事業)した。また、観光協会と連携し、将

棋のタイトル戦を開催するとともに、関連イベントを実施した。

同時に、その内容について、さまざまな媒体を活用し、市内外に

情報を発信した。 

特記事項 なし 
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② 評価指標と事業の進捗等の概要 

項目 摘要 

目標（平成 29～令和２） ・はにたん活動実績（市外） 40件 

・観光案内所利用者数 2.5万人(単年度) 

・観光情報コーナー利用者数 25万人（H25からの累計） 

・観光協会 HPの年間ページビュー  40万 

・巻頭特集 48件 

・プレスリリース ― 

・文化事業の実施 ― 

・スポーツ事業の実施 ― 

実績件数及び進捗率 ・はにたん活動実績（市外）H29 17件、H30 7件、R１ 12件、累

計 36件、進捗率 90％ 

・観光案内所利用者数  H29 16,301人、H30 34,119人、R１ 20,914

人、進捗率 83.7％ 

・観光情報コーナー利用者数 H25～H28 16.6万人、H29 3.3万

人、H30 3.1万人、R１ 3.1万人、累計 26.1 万人、進捗率 104.4％ 

・巻頭特集 H29 12件、H30 12件、R１ 12件、累計 36件、進捗

率 50％ 

・プレスリリース H29 140 件、H30 202件、R１ 185件、 累計

527件 進捗率 － 

・文化事業の実施 H29 74 件、H30 69件、R１ 70件、進捗率 － 

・スポーツ事業の実施 H29 ２件、H30 0件、R１ ２件、進捗率 

－ 

評価 ・予定通り実施 

現状の課題 ・市外来訪者の増加を図るため、ターゲットに対してより強い誘

因力をもった発信を行う必要がある。 

・ホームページや SNS等による広域での情報発信について強化す

る必要がある。 

・市外へのイベントの情報発信をより充実させることが課題であ

る。 

今後の方向性 ・はにたんの市外への活動の場を広げていくための方策を検討・

実施していく。 

・ターゲットを絞った発信など、効果的な情報発信の手法につい

て検討・実施していく。 

・観光協会のホームページや SNS等を活用した、さらなる情報発

信の手法について検討・実施していく。 
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・市内スポーツ施設においてプロ野球の公式戦を実施するほか、

（公財）高槻市文化振興事業団においてさまざまな文化事業を実

施する。また、観光協会と連携し、将棋のタイトル戦を開催する

とともに、関連イベントを実施する。同時に、その内容について、

さまざまな媒体を活用し、市内外に情報を発信する。また、近隣

市と共同でイベントを実施することで、市外への情報発信をより

充実させ、市への交流人口の増加を図る。 

担当課 観光シティセールス課、文化スポーツ振興課 

主な連携先 事業者、観光協会 

 

③ 監査の結果及び意見 

ア．（公社）高槻市観光協会への補助金交付対象事業費の妥当性の検証について（結

果４－２） 

観光協会の令和元年度の経常増減額の予算の概要と決算の概要は、図表 27観光協会の

令和元年度の経常増減額の概要（予算）と図表 28観光協会の令和元年度の経常増減額の

概要（決算）のとおりである。事業費の租税公課の主なものは消費税である。同協会の

令和元年度の予算では、租税公課は全体で 1,916千円であり、公益目的事業会計に 400

千円、収益事業等会計に 1,516千円を予定していた。一方、令和元年度の決算額は、租

税公課は全体で 1,656 千円であり、公益目的事業会計に 1,648 千円、収益事業等会計に

８千円を計上していた。  

消費税の金額は全体としては、予算額と決算額とでは大きな差はないが、消費税の公

益目的事業会計と収益事業等会計への配分については、予算時は収益事業等会計が全体

の内の 79.2%を負担していたが、決算時では公益目的事業会計が全体の内の 99.5%を負担

しており、予算時と決算時とで消費税の配分方法が異なっている。これは、本来であれ

ば市の補助金対象外である収益事業等会計が負担する消費税について、決算では結果と

して公益目的事業会計に多く計上されたことにより、市の補助金対象の経費になったこ

とを意味するものであり、適正な処理とは言い難い。 

市では補助金の計画時と確定時に同協会の事業費を審査しているが、同協会の事業費

の予算額と決算額の比較・分析を十分に実施しておらず、補助金交付対象の事業費の決

算額の妥当性の確認が十分であったとは言えない。補助金の確定時の審査においては、

同協会の事業費について予算額と決算額とを比較し、主要な差があれば原因を追究した

うえで、補助金交付対象の事業費の妥当性を検証すべきである。 
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（図表 27 観光協会の令和元年度の経常増減額の概要（予算）） 

                             （単位：千円） 

 科 目 

公益目的事業会計 

観光企画

事業 

広報活動

事業 

観光案内

事業 
共通事業 小計 

経常収益           

 受取会費       457 457 

 各事業収益 28,800 100     28,900 

 受取補助金等 1,480 5,370 2,150   9,000 

 雑収益 0 0     0 

経常収益計 30,280 5,470 2,150 457 38,357 

経常費用           

 事業費           

  人件費 2,105 2,205 4,034   8,344 

  賃借料 50 250 527   827 

  租税公課 100 100 200   400 

  支払負担金 1,500 0 0   1,500 

  委託費 27,994 1,751 18   29,764 

  その他の事業費 1,299 2,381 769   4,451 

 事業費計 33,048 6,688 5,550   45,287 

 管理費計           

経常費用計 33,048 6,688 5,550   45,287 

当期経常増減額 △ 2,768 △ 1,218 △ 3,400 457 △ 6,929 

 

 科 目 

収益事業等会計 

法人会計 合計 観光案内

事業 

駐車場 

事業 
小計 

経常収益           

 受取会費       1,831 2,289 

 各事業収益 10,500 11,500 22,000   50,900 

 受取補助金等         9,000 

 雑収益 586 0 586 0 586 

経常収益計 11,086 11,500 22,586 1,831 62,775 

経常費用           

 事業費           
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  人件費 1,901 2,202 3,888   12,232 

  賃借料 150 4,898 5,049   5,877 

  租税公課 100 1,416 1,516   1,916 

  支払負担金 0 0 0   1,500 

  委託費 18 39 58   29,822 

  その他の事業費 782 2,171 2,953   7,404 

 事業費計 2,953 10,727 13,680   58,968 

 管理費計       3,287 3,287 

経常費用計 2,953 10,727 13,680 3,287 62,255 

当期経常増減額 8,132 772 8,905 △ 1,455 519 

（出所 観光協会の令和元年度予算書内訳表より監査人が作成） 

 

（図表 28観光協会の令和元年度の経常増減額の概要（決算）） 

                            （単位：千円） 

 科 目 

公益目的事業会計 

観光企画

事業 

広報活動

事業 

観光案内

事業 
共通事業 小計 

経常収益           

 受取会費       423 423 

 各事業収益 36,744 28     36,773 

 受取補助金等 1,800 5,400 1,800   9,000 

 雑収益 112 127     239 

経常収益計 38,656 5,555 1,800 423 46,436 

経常費用           

 事業費           

  人件費 2,148 3,129 3,703   8,982 

  賃借料 773 325 1,025   2,123 

  租税公課 1,648 0 0   1,648 

  支払負担金 5,978 72 0   6,050 

  委託費 32,294 2,284 1,076   35,656 

  その他の事業費 2,625 737 445   3,808 

 事業費計 45,468 6,548 6,251   58,269 

 管理費計           

経常費用計 45,468 6,548 6,251   58,269 

当期経常増減額 △ 6,811 △ 992 △ 4,451 423 △ 11,832 
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 科 目 

収益事業等会計 

法人会計 合計 観光案内

事業 

駐車場 

事業 
小計 

経常収益           

 受取会費       1,820 2,244 

 各事業収益 11,435 15,397 26,833   63,607 

 受取補助金等         9,000 

 雑収益 41 95 137 599 976 

経常収益計 11,477 15,493 26,971 2,420 75,827 

経常費用           

 事業費           

  人件費 1,901 3,547 5,448   14,431 

  賃借料 0 4,898 4,898   7,022 

  租税公課 0 8 8   1,656 

  支払負担金 0 0 0   6,050 

  委託費 35 0 35   35,691 

  その他の事業費 498 186 685   4,493 

 事業費計 2,434 8,640 11,075   69,344 

 管理費計       4,884 4,884 

経常費用計 2,434 8,640 11,075 4,884 74,229 

当期経常増減額 9,042 6,852 15,895 △ 2,464 1,598 

（出所 同協会の令和元年度正味財産増減計算書内訳表より監査人が作成） 

 

イ．（公社）高槻市観光協会への補助金の交付額（経費の補助割合）について（意見

４－４） 

市から観光協会に対し、同協会が実施する観光企画事業、広報活動事業及び観光案内

事業に関する補助金が交付されている。「公益社団法人高槻市観光協会補助金交付要綱」

第４条（令和元年度時点）において、補助金の交付額は各事業について次のとおりの範

囲内で経費を補助している。 

 

（１）観光企画事業に要する経費：２分の１以内 

（２）広報活動事業に要する経費：３分の２以内 

（３）観光案内事業に要する経費：２分の１以内 

（４）その他市長が特に必要と認める事業に要する経費：別に市長が定める率 
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補助割合は、同協会の健全な発展を図り、もって市の観光振興に寄与することを目的

として設定されているが、補助割合の理由を示す根拠資料は保管されておらず、補助割

合は、当初、国や他自治体を参考に設計されたものと推測される。現状では、補助割合

の妥当性が判断しづらく、ある一定の観光協会の財政状態も踏まえて、適切な補助割合

を検討する余地がある。 

その際は、下記のような市の観光振興上の課題を参考にすることが考えられる。課題

を解決する上では、観光協会あるいは観光協会と緊密な関係にある商工会議所が有する

観光・産業振興に関する知識・経験や地元事業者あるいは地元住民とのコネクションを

より有効に利用できるよう、両者との連携をこれまで以上に密にすることが望ましいの

で、検討されたい。 

 

・所管課である観光シティセールス課の人員の制約があること。 

・予算の制約があること。 

・事業を外部委託することに伴い、経験・ノウハウの蓄積が市において少なくなる傾 

向があること。 

・事業を行うにあたっては地元住民との協議を十分に行う必要があること。 

・観光振興にあたって所管課が庁内の意見をまとめて推進することの困難さ 

・市営の主要観光施設及び主要宿泊施設の利用者が増えていないこと（意見４－１の 

図表 22 主要観光施設の利用人数の状況及び図表 23主要宿泊施設の利用人数の状況 

を参照）。 

（参考：市営の主要観光施設の所管課の状況） 摂津峡青少年キャンプ場、自然博物 

館（あくあぴあ芥川）･･･教育委員会事務局地域教育青少年課の所管           

 しろあと歴史館、今城塚古代歴史館･･･街にぎわい部文化財課の所管 

 

ウ．（公社）高槻市観光協会への補助金と観光資源活用支援業務の委託料について（意

見４－５） 

観光協会に対しては補助金給付のほか、観光資源活用支援業務の委託料の支払がある。

観光資源活用支援業務は、体験交流型の産業観光の推進を目的に、様々な分野の事業者、

団体等と連携し、観光イベント「オープンたかつき」として、多彩な観光プログラムを

企画・実施するものである。 

本業務は、平成 28年度の開始当初より観光協会内にイベント事務局を設置しており、

平成 29年度から令和元年度まで本業務を観光協会に委託している。令和元年度における

「オープンたかつき」の主催者・実施形態・費用負担者の状況は、図表 29のとおりであ

る。     

観光協会の令和元年度の事業報告書には、観光企画事業として、観光協会主催事業と

観光協働事業が記載されている。観光協会主催事業は、「摂津峡さくら祭り」他５事業で
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ある。観光協働事業は、「「オープンたかつき」の共催」他 10事業である。「「オープンた

かつき」の共催」について、観光協会の事業報告書には次のように記載されている。 

『平成 28年度からスタートした「オープンたかつき」は、市内外の人たちが、高槻の

多様な魅力に触れ、観光することのできる、まち歩きや体験プログラム型のツアーを新

たに展開しようと、高槻市、高槻商工会議所、高槻市観光協会で構成する「オープンた

かつき運営会議」が主催し、事務局は高槻市観光協会において実施しています。令和元

年度では、「オープンたかつき 2019春」（４月～６月）については 31プログラムを、「オ

ープンたかつき 2019 秋」（10 月～12月）では 57プログラムを、「オープンたかつき 2020

新春」（１月～３月）では 32プログラムを年間通じて集中実施いたしました。』 

観光協会は、「オープンたかつき」については、年間を通じて観光企画事業として運営

し、事業費を計上している。市から観光協会への委託となった 2019秋シーズン及び 2020

新春シーズンの事業費と、観光協会の費用負担となった 2019 春シーズンの事業費との間

で、事業費の区分は明確にされるべきである。 

これについて、所管課である観光シティセールス課を通じて観光協会に対し資料の提

出を受けたが、明確に事業費が区分されているという確証は得られなかった。所管課と

しては、観光協会への補助金支給あるいは、観光資源活用支援業務の委託料支払の際に

は、観光協会において「オープンたかつき」に関する事業費が明確に区分されているこ

とを検証するべきである。 

 

 （図表 29 令和元年度のオープンたかつきの主催者・実施形態・費用負担者の状況） 

実施時期 シーズン名 主催者 実施形態 費用負担者 

平成 31年４月～令

和元年６月 
2019春 オープンたかつ

き運営会議（事

務局は観光協会

内に設置） 

市・観光協

会・商工会

議所の共催 

観光協会・商工会

議所 

令和元年 10 月～12

月 
2019秋 

市 

令和２年１月～３月 2020新春 

（出所 同協会の事業報告書より監査人が作成） 

 

エ．観光案内所（観光情報コーナー含む）の設置のあり方について（意見４－６） 

市内には下記の３か所の観光案内所がある。 

１）高槻市観光情報コーナー（阪急高槻市駅２階） 

２）高槻市観光案内所（ＪＲ高槻駅中央改札前） 

３）はにたん観光情報コーナー（今城塚古代歴史館内） 

１）と２）は観光協会が運営し、市は同協会に補助金を交付している。３）は市が直

営している。各観光案内所の利用者数と利用頻度の状況は次のとおりである。なお、１）

と２）は駅に設置され通勤・通学客が多い一方、３）は今城塚古代歴史館に設置され歴
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史体験と学習の場を求める来館者が多いため、各観光案内所の状況は異なるが、各観光

案内所の周辺を周遊する人がどの程度の頻度でその観光案内所を利用するかを数値化し、

経年比較することは、各観光案内所の利用頻度を比較することができ、有用と考えた。 

 

（図表 30 観光案内所の利用者数と利用頻度の状況） 

        

  高槻市観光情報センター（阪急高槻市駅内）      （単位：人） 

  H29 H30 R１ 

年間利用者数① 1,477 3,809 3,660 

年間開館日数② 257 257 257 

1日当たり利用者数③（①／②） 5.7 14.8 14.2 

高槻市駅 1日平均乗降客数④ 58,812 57,819 57,928 

利用頻度⑤（④／③） 10,318 3,907 4,079 

 

高槻市観光案内所（ＪＲ高槻駅内）            （単位：人） 

  H29 H30 R１ 

年間利用者数①′ 14,824 30,310 17,254 

年間開館日数②′ 309 309 309 

1日当たり利用者数③′（①′／②′） 48.0 98.1 55.8 

ＪＲ高槻駅 1日平均乗降客数④′ 129,110 129,888 129,758 

利用頻度⑤′（④′／③′） 2,690 1,324 2,325 

 

はにたん観光情報コーナー（今城塚古代歴史館内）    （単位：人） 

  H29 H30 R１ 

年間利用者数①″ 33,000 31,000 31,000 

年間開館日数②″ 308 308 308 

1日当たり利用者数③″（①″／②″） 107.1 100.6 100.6 

今城塚古代歴史館 1日平均入館者数④″ 204 207 210 

利用頻度⑤″（④″／③″） 1.9 2.1 2.1 

（出所 観光案内所利用者数から監査人作成） 

（注１）高槻市観光情報センターと高槻市観光案内所については、各設置駅の平均乗降

客数との対比で利用頻度を算定した。 

（注２）はにたん観光情報コーナーについては、設置されている今城塚古代歴史館の利

用者数との対比で利用頻度を算定した。 

（注３）年間開館日数は下記の年間休館日をもとに標準的な年間開館日数とした。 

     高槻市観光情報コーナー：毎週土日、年末年始（12月 29日～１月３日まで） 
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     高槻市観光案内所：毎週月曜、年末年始（12月 29日～１月３日まで） 

     はにたん観光情報コーナー：毎週月曜日(祝日は開館)、祝日の翌平日、年末年

始(12月 28 日～１月３日) 

 

観光案内所は、観光に関する情報を手軽に提供することにより旅行者の便宜を図るこ

とができる。市は、同協会が高槻市観光情報コーナー及び高槻市観光案内所を運営する

ことで実施する観光案内事業を対象とした補助金を交付することにより、市の観光振興

に寄与する一方、はにたん観光情報コーナーを直営し観光振興を行っている。市は、観

光案内所の運営については同協会と協議しコスト面等も考慮し、限られた予算で最大の

効果をあげるべく努力を払っている。 

年間利用者数についてであるが、高槻市観光情報センターと高槻市観光案内所の年間

利用者数の合計は、平成 29 年度 16,301 人、平成 30 年度 34,119 人、令和元年度 20,914

人であった（評価指標である、単年度目標は 2.5万人）。また、はにたん観光情報センタ

ーの年間利用者数は、評価指標である平成 25 年度からの累計人数の目標 25 万人を上回

った。なお、高槻市観光情報センター及び高槻市観光案内所の令和元年度の利用者数に

は、観光案内とは直接的な関係のない、主に病院など生活関連施設の案内などの暮らし

案内等の利用者数がそれぞれ 1,543 人（利用者数全体の 42.2％）及び 7,684 人（利用者

数全体の 44.5％）が含まれている。 

上表の利用頻度は、駅または今城塚古代歴史館の利用者がどの程度の頻度で観光案内

所を利用しているかを表すものである。 

令和元年度についてみると、はにたん観光情報コーナーは、2.1人に１人が利用してい

る。一方、高槻市観光情報コーナーは、4,079 人に１人、高槻市観光案内所は、同様に

2,325人に１人が利用している。いずれも、はにたん観光情報コーナーと比較すると利用

頻度が低い。なお、高槻市観光情報センター及び高槻市観光案内所の利用者には、観光

案内とは直接的な関係のない利用者が４割程度含まれているため、両案内所における観

光案内を目的とした利用頻度はさらに低いと考えられる。他の大阪府内または兵庫県内

の中核市では、観光案内所の廃止・無人化や、観光案内所を設置していない事例がある。 

一方、市では「たかつき〇○○（まるまる）ナビ（高槻市観光協会公式サイト）」など

の各種媒体により、市の観光情報を年々容易に入手することが可能となっている。 

市においては、今後もインターネットあるいはスマホアプリなどの活用を進めるほか、

高槻市観光情報コーナー及び高槻市観光案内所の設置のあり方について、補助金の交付

先である観光協会と協議のうえ検討されたい。 
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オ．主要観光施設の対象について（意見４－７） 

「観光振興計画」の進捗を図る上で集計される主要観光施設利用者数については、下

記の 17施設を対象としている（図表 22主要観光施設の状況参照）。 

①K（集客施設） ②A（寺社仏閣） ③B（寺社仏閣） ④G（集客施設）⑤自然博物館

（あくあぴあ芥川） ⑥今城塚古代歴史館 ⑦しろあと歴史館 

⑧M（集客施設） ⑨C（寺社仏閣） ⑩I（集客施設）⑪摂津峡青少年キャンプ場 ⑫L

（集客施設）  ⑬F（寺社仏閣）⑭H（集客施設） ⑮D（寺社仏閣） ⑯E（寺社仏閣） 

⑰J（集客施設） 

（注）令和元年度の利用者数が多い順に記載 

 

同計画では計画期間である５年間の将来像を「市民が楽しみ、市外から人が集まる 体

験交流型観光『オープンたかつき』」と設定している。「オープンたかつき」とは、市内

のさまざまな魅力資源が市民をはじめ、市外からの来訪者へと広がっていき、にぎわう

姿をイメージした言葉である。 

このような趣旨からすれば、市営施設である⑤自然博物館（あくあぴあ芥川）、⑥今城

塚古代歴史館、⑦しろあと歴史館、⑪摂津峡青少年キャンプ場を主要観光施設の対象と

していることは妥当である。なお、歴史遺産である『史跡安満遺跡』を活かし、平成 31

年３月に一次開園、令和３年３月に全面開園する安満遺跡公園は市が整備する公園であ

り、令和２年度以降、市の観光施設としても重要である。この安満遺跡公園は主要観光

施設の調査対象には含まれているが、数値を精査中のため今回の集計結果には含まれて

いない。今後は速やかに算定方法を精査して、集計結果に含めるべきである。 

 

カ．観光集客まちづくりプロジェクトにおける目標の見直しについて（意見４－８） 

  「産業振興ビジョン」（平成 25年～平成 32年）では、本ビジョンの実現度合いを測る

ための指標と、目標年次である平成 32 年度（令和２年度）の達成を目指す目標値を観

光分野においては、下図のとおり掲げている。 

 

（図表 31 産業振興ビジョンにおける主な取組項目と目標（観光分野）） 

主な取り組み項目 目標（H24年度～R２年度） 

観光案内所の利用促進 利用者数 ：25,000 人（単年度） 

観光ボランティアガイドの利用促進 ガイド利用申込み件数：600 件（期間累計） 

はにたん観光情報コーナーの利用促進 利用者数 ：250,000 人（期間累計） 

 （出所 高槻市産業振興ビジョン） 

 

また、同ビジョンでは、チャレンジ・プロジェクトとして、観光集客まちづくりプロ

ジェクトを策定している。主要な取組は（１）観光基盤の整備、（２）情報発信、プロモ
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ーション活動の強化、（３）魅力ある商品やサービスの開発促進、（４）農林業や工業等

との連携、（５）市民が主役となった事業モデルの確立の５つである。具体的には 14 の

事業を実施し、上記の主な取組項目を含めた取組項目別に 33の目標を設定し、毎年度進

捗状況を確認している。同プロジェクトの目標のうち抜粋したのが、図表 32 観光集客

まちづくりプロジェクトの目標と実績の状況である。 

 

（図表 32 観光集客まちづくりプロジェクトの目標と実績の状況） 

主 要 な

取組 

事業名称 目標（平成 29～令和２） 実績件数 進 捗

率 H29 H30 R１ 

（１）観

光 基 盤

の整備 

摂津峡周辺

活性化の推

進） 

摂津峡周辺活

性化に関する

会議 

８回 ３回  ０回  

(３回) 

２回 

(５回) 

62.5% 

（出所 産業振興ビジョン R１進捗） 

 

市は、「摂津峡周辺活性化に関する会議」の回数を目標としており、この会議は地元住

民等の取組みへの支援として、地元協議会と意見交換を実施している。だが、関係者間

で摂津峡周辺活性化に関する具体的な事業の決定に至っておらず、また事業決定への工

程表も作成されていないため、現状では観光基盤の整備の成果が明確に出ていない。 

上記の目標について、課題や限界が認められたが、そもそも目標設定の際は、観光に

より市への流入人口が増加することや、観光により地域が潤うことに直結するアウトプ

ットを目標設定して事業を行うことで、より具体的なアウトカム（成果）を伴う事業を

推進できると考える。上記の目標とその見直し後の目標及びアウトカムは、図表 33観光

集客まちづくりプロジェクトの目標・見直し後の目標・アウトカム（抜粋）のとおりで

ある。他の目標についても、アウトカムにつながるアウトプットを目標とすることを検

討されたい。 

 

（図表 33 観光集客まちづくりプロジェクトの目標・見直し後の目標・アウトカム（抜粋）） 

目標 見直し後の目標（アウトプット） 期待されるアウトカム 

摂津峡周辺活性化

に関する会議回数 

摂津峡周辺活性化に関する会議

による事業決定数 

決定された事業による観

光者数の増加 

（出所 見直し後の目標とアウトカムは監査人が作成） 
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５．ものづくり企業高度化支援プロジェクト 

（１）ビジネスマッチングの実施 

① 事業の概要 

項目 摘要 

事業内容 ・ビジネスコーディネーター派遣事業の実施による、企業間のビ

ジネスマッチング 

・ビジネスコーディネーター派遣事業の実施による、技術開発、

販路開拓等に向けた支援 

令和元年度の事業別予

算及び決算と財源 

【産業振興課】予算額 7,089千円、決算額 7,076千円 

【財源】一般財源 

令和元年度の決算額の

主な内訳 

委託料      6,996千円 

通信運搬費     69千円 

令和元年度の支出額の

主な内訳 

【委託料】 

契約名：高槻市創造的企業創出事業 

契約先：（公財）大阪産業局 

契約期間：平成 31年４月１日から令和２年３月 31日 

契約金額：6,996,000円 

契約方法：地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号による随

意契約 

令和元年度の主な取組

実績と成果 

・ビジネスコーディネーターを152件市内中小製造業に派遣した。 

・内外企業との取引に繋げるため、技術開発、販路開拓等に向け

た企業間のビジネスマッチングを８件行った。 

特記事項 なし 

 

② 評価指標と事業の進捗等の概要 

項目 摘要 

目標（平成 29～令和２） ・ビジネスコーディネーターによる訪問･相談対応等件数 

2,000件 

・ビジネスコーディネーターによるマッチング件数 300件 

（平成 24～令和２年度の累計） 

実績件数及び進捗率 ・ビジネスコーディネーターによる訪問･相談対応等件数 

前期累計 1,089件、H29 126件、H30 128件、R１ 152件 累計

1,495件、進捗率 74.8％ 

・ビジネスコーディネーターによるマッチング件数 

前期累計 160件、H29 11件、H30 9件、R１ 18件 累計 198件、

進捗率 66.0％ 
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評価 ・予定を上回った 

現状の課題 ・マッチングの促進を図るため、企業訪問等を通じた企業ニーズ

等の更なる情報収集、より一層の効果的、効率的な事業実施に努

める必要がある。 

今後の方向性 ・高度な専門知識と豊かな経験を有する企業ＯＢをビジネスコー

ディネーターとして製造業を中心に市内の中小企業に派遣し、無

料で各種相談に応じるとともに、企業間のビジネスマッチングや

販路開拓支援を行うことで、企業の事業展開をサポートする。 

担当課 産業振興課 

主な連携先 － 

 

③ 監査の結果及び意見 

ア．行動実績表の記載誤りと記載方法の見直しについて（結果５－１） 

「高槻市創造的企業創出事業」（以下、「BC事業」という。）とは、製造業の技術や企

業経営、営業などの専門知識と経験を有する民間企業出身の人材を「ビジネスコーディ

ネーター」として、市内の製造業をはじめとする企業（以下、「企業」という。）へ派遣

し、企業が抱える経営上の課題の把握・整理や、適切な指導・助言など、経営革新・技

術革新に対して効果的な支援を行うことで、当該企業の創造性と自立性を高めることを

目的とする事業である。「BC事業」の委託契約が定める年間勤務日数のカウントの基に

なる「行動実績表」と再訪問等の報告書をサンプルで照合したところ、以下の表の結果

となった。 

 

（図表 34 行動実績表と再訪問等報告書との照合結果） 

行動実績表 
報告書との照合結果 

区分 メンバー 日時（AM/PM) 

再訪問 K 氏 ４月２日 AM 報告書によると４月２日 PMとなっていた。 

再訪問 S 氏 ４月２日 PM 報告書によると４月３日 PMとなっていた。 

再訪問 記載なし 記載なし 
報告書によると M 氏が４月９日 AM に訪問

しているが記載がなかった。 

再訪問 Y 氏 ４月 18 日 AM 報告書によると４月 19 日となっていた。 

再訪問 Y 氏 ５月９日 AM 報告書によると５月 10 日となっていた。 

マッチング M 氏 １月 30 日 PM 
報告書によると M氏と K氏が訪問している

が、行動実績表には K氏の記載がなかった。 

マッチング 記載なし 記載なし 
報告書によると U 氏が１月 30 日に訪問し

ているが記載がなかった。 
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  （注）対象は訪問の中で件数が多い再訪問とマッチングの訪問とし、さらに再訪問は

件数が多いため４～６月分に絞って照合した。 

（出所 行動実績表と再訪問等報告書より監査人作成） 

 

「行動実績表」は、契約で求める日々の報告や年間勤務日数の基になるものであるこ

とから正確な記載が求められるものである。受託者には「行動実績表」の正確な記載を

求めるとともに、担当課である産業振興課においては、「行動実績表」に誤りがないか、

再訪問報告書等他の提出資料と照合するなどして、その正確性を確認する必要がある。 

また、「行動実績表」に実績を記載する欄が午前、午後に分かれているが、それぞれ１

社程度の記載しかできないため、午後に２社訪問する場合には、２社とも記載すること

が困難な状況であった。受託者からの正確な報告を担保するためにも「行動実績表」の

様式や記載方法を見直すことを検討されたい。 

 

イ．契約に定めるビジネスコーディネーターの年間勤務日数のカウント方法について 

（意見５－１） 

「BC事業」は、（公財）大阪産業局に委託し実施されている。「BC事業」の契約上、ビ

ジネスコーディネーターは４名以上の従事体制で、年間勤務日数は全日で延べ 240日以

上と定められている。 

勤務日数のカウントについて確認したところ、委託先から毎月報告を受けている「行

動実績表」に基づき、午前と午後に記録がある場合は１日とし、午前もしくは午後のど

ちらかに記録がある場合は 0.5日でカウントしていた。しかし、0.5日でのカウント方法

や事業の性質上、外出が多くあることから移動時間の取扱いについては、契約書等で明

記されていなかった。 

「BC事業」において、ビジネスコーディネーターの勤務日数の確保は、事業の遂行上

重要な事項であることから、契約どおりに実施されたかの確認を適正に判断できるよう、

年間勤務日数のカウント方法について、契約書等で明確にすることを検討されたい。 

 

ウ．企業情報等の管理について（意見５－２） 

「BC事業」は、ビジネスコーディネーターを市内の企業等に派遣し、企業等が抱える

経営上の課題の把握・整理した上で、適切な指導・助言を行うことから、企業等に関す

る秘匿情報や経営者などの個人情報に触れることになる。「高槻市創造的企業創出事業」

業務委託契約書第６条において、情報の管理に関する事項として目的外使用の禁止や情

報の漏洩・毀損等の防止を定めているが、どのような情報を保管し管理するかまでは定

められていない。    

「BC事業」の情報は、最終的には市が保有し管理するものであり、情報漏洩等により

市に不測の損害を受けることも想定されることから、そうしたリスクの発生可能性や発
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生した場合の影響を低減するため、「BC事業」に必要な情報に限定するなどの対応が求め

られる。そのために管理する情報の内容を明確にし、それに対応した管理方法をとるこ

とが必要である。 

したがって、受託者である（公財）大阪産業局及びビジネスコーディネーターに対し

て、企業等から得た情報について保有・管理する情報の範囲を文書等で明確に示した上

で、遵守させることを検討されたい。 

 

エ．ビジネスマッチングの成果や実績の活用について（意見５－３） 

「BC事業」では、ビジネスコーディネーターが企業間のビジネスマッチングをサポー

トしている。過去５年間のビジネスマッチングの状況は以下の表のとおりである。 

 

 （図表 35 ビジネスマッチングの推移及び累計数） 

（単位：件） 

分類 H27 H28 H29 H30 R01 累計 

マッチング案件数       

取引成立 3 3 3 4 4 98 

今後取引可能性が高い 7 9 4 3 4 - 

交渉中 9 12 2 2 9 - 

不成立 1 6 2 0 1 63 

総数 20 30 11 9 18 - 

マッチング訪問件数 18 30 13 12 19 690 

（注）１．マッチング案件数の累計について、「取引成立」と「不成立」以外は、年度間

で重複することから、「取引成立」と「不成立」のみ累計を示している。 

２．累計は、平成 15 年度から令和元年度の累積値である。 

（出所：高槻市創造的企業創出事業報告書） 

 

平成 29、30年度は「BC事業」の予算が削減（平成 27、28年度予算額 8,540千円、平

成 29、30年度 5,000 千円）され、「BC事業」の契約上の訪問社数（平成 27、28年度 210

社、平成 29、30 年度 126社）やビジネスコーディネーターの年間勤務日数が減少（平

成 27、28年度 290日、平成 29、30年度 171日）したことから、ビジネスマッチングの

案件数及び訪問件数が減少しているが、令和元年度は予算（7,000 千円）が増額となり、

「BC事業」の契約上の訪問社数（150社）やビジネスコーディネーターの年間勤務日数

（240日）が増加したことから、マッチング件数及び訪問件数は増加した。ただ、最近

５年間では全体として横ばいの状況にある。 

一方で、ビジネスマッチングの案件累積数はビジネスマッチングの取組みの開始年度

である平成 15年度から令和元年度で取引成立は 98件、不成立で 63件であり、マッチン
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グにおける訪問累計数は 690件に上る。ビジネスマッチングにおける実績や情報が多く

蓄積されているが、仕組みとしてそれらの情報を分析し、公表することはしていなかっ

た。 

今まで得た多くのビジネスマッチングに関する情報を整理分析することで、今後のビ

ジネスマッチングに活かすだけでなく、その他の施策にも活用し、ビジネスマッチング

の障害を解決することにつなげてゆくべきである。また、ビジネスマッチングの活動を

周知し、今後のビジネスマッチングの需要の創出につなげてゆくために、分析結果を公

表することを検討されたい。 

 

オ．後継者対策について（意見５－４） 

「BC事業」の再調査等の報告書において後継者不在とする報告が複数あり、市が令和

２年１月に実施した工業事業者意向調査結果においても、半数近くの事業者は後継者が

いないもしくは不明とし、同調査で経営に関する最大の課題として後継者の不在をあげ

ている企業もある。ただ、経営に関する最大の課題としている事業者数は、後継者がい

ないもしくは不明の事業者の４分の１程度であり、認識はしているものの対策を考えて

いない事業者も多いと考えられる。 

後継者を確保できない場合、存続のためには他の事業者への事業譲渡や合併などが考

えられるが、それができない場合は、現在の経営者が引退したときに廃業となる。市内

からものづくり企業が消えることは、市内経済や従業員の雇用に大きな影響を与える。

そのため、市としてもものづくり企業の存続は大きな課題であり、積極的に関与してい

くことが必要である。また、後継者対策や事業承継の準備は、５年、10年と長い時間が

かかることが多いことから早めの準備と計画的な取組みが不可欠である。 

「BC事業」では、ビジネスコーディネーターが市内企業を訪問し、企業の経営課題等

を把握し指導・助言をしていることから、市内企業の情報を把握しやすく、また企業訪

問を通して企業に接触する機会が多い。後継者対策を課題と認識している企業だけでな

く、認識していない企業に対しても後継者対策の必要性を理解していただくことで、後

継者対策の対応を早い段階からサポートしていくことが可能となる。 

また、「BC事業」の受託者である（公財）大阪産業局が事務局となり、大阪府、市町村、

商工会、商工会議所、金融機関等が参加する大阪府事業承継ネットワークに、市及び商

工会議所も参加していることから、市は、商工会議所と定期的に事業承継や後継者対策

について協議する場を設けたり、商工会議所と事業者の状況を把握しているビジネスコ

ーディネーターが協力して事業者に訪問する機会を設けたりするなど、商工会議所と連

携して事業承継や後継者対策を進めることを検討されたい。 
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カ．ビジネスマッチングの実施事業の評価指標の見直しについて（意見５－５） 

ビジネスマッチングの実施事業の評価指標は、「ビジネスコーディネーターによるマ

ッチング件数」となっている。当事業は、「BC事業」におけるビジネスコーディネータ

ーがものづくり企業に訪問し、ビジネスマッチングを成立させビジネス機会の拡充を図

ることにあるから、当事業の目標としては、ものづくり企業のビジネスマッチングの成

立をすすめ、その成果を出すことにある。 

したがって、当事業の評価指標としては、「ビジネスコーディネーターによるマッチン

グ取引成立件数」とすることを検討されたい。なお、当指標は「BC事業」の実績として

市に報告されている。 

 

（２）企業間交流の促進 

① 事業の概要 

項目 摘要 

事業内容 ・「ものづくり企業交流会」事業としての共同事業による各種イ

ベント等の実施 

令和元年度の事業別予

算及び決算と財源 

【産業振興課】予算額 －千円、決算額 －千円 

【財源】－ 

令和元年度の決算額の

主な内訳 

― 

 

令和元年度の支出額の

主な内訳 

― 

 

令和元年度の主な取組

実績と成果 

・４つのグループ（機械・金属加工、電気・電子機器、樹脂加工、

食品加工）で構成された「ものづくり企業交流会」では、会員企

業の工場見学や補助金活用セミナー等、定期的に分科会を実施し

た。 

・食品加工Ｇの会員企業９社が中心となり、市内の商業施設（ア

クトアモーレ）において物産展（高槻うまいもん市）を開催し、

企画等について運営支援を行った。 

特記事項 ・高槻市創造的企業創出事業の受託者である（公財）大阪産業局

のビジネスコーディネーターが「ものづくり交流会」の管理・運

営等を支援している。 

・ビジネスマッチングの実施事業と一体的に実施しており、区分

することができないため予算がない。 

 

 

 



133 
 

② 評価指標と事業の進捗等の概要 

項目 摘要 

目標（平成 29～令和２） ・ものづくり企業交流会会員企業数 （目標設定なし） 

・各種イベントの実施 ４件 

実績件数及び進捗率 ・ものづくり企業交流会会員企業数（目標設定なしのため、累計、

進捗率なし） 

H29 55 社、H30 57社 R１ 53社  

・各種イベントの実施 

H29 1件 H30 1件 R１ 1件 累計３件、進捗率 75.0％ 

評価 ・予定通り実施 

現状の課題 ・現在はものづくり企業交流会の事務局をビジネスコーディネー

ターが担っているが、将来的な自主運営に向けて事業実施体制を

強化する必要がある。 

今後の方向性 ・ものづくり企業交流会事業としての共同事業による各種イベン

ト等の実施は、製品やサービスの新たなヒントやニーズ発掘に繋

がり、将来的な自主運営にも繋がる取組みであることから継続し

て支援を行う。 

担当課 産業振興課 

主な連携先 － 

 

③ 監査の結果及び意見 

ア．高槻市ものづくり企業交流会の参加者数の減少について（意見５－６） 

市内企業間の交流や連携促進を図るため「高槻市ものづくり企業交流会」が実施され

ている。当会は、「高槻市創造的企業創出事業」の受託者である（公財）大阪産業局のコ

ーディネータがサポートしている。 

 

高槻市ものづくり企業交流会 

業種別に 4つのグループ(機械・金属加工、電気・電子機器、樹脂加工、食品加工)

にわかれ、以下のような活動をしている。 

・情報交換会(参加企業のＰＲ、工場見学会) 

・課題検討会(企業の抱える課題を共有し、解決策を探る) 

・研修会(外部講師を招き勉強会) 

・その他企業が希望するテーマ 

（出所：高槻市ホームページ） 
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 当会の過去５年度の会員企業数の推移は以下のとおりである。 

 

（図表 36 ものづくり企業交流会会員数推移） 

（単位：社） 

グループ名 H27 H28 H29 H30 R01 

機械・金属加工グループ 10 10 10 10 10 

電気・電子機器グループ 17 17 15 16 15 

樹脂加工グループ 12 13 13 13 13 

食品加工グループ 11 14 18 18 15 

合計 50 54 56 57 53 

うち賛助会員 ４ ６ ９ 10 10 

（出所：高槻市創造的企業創出事業報告書） 

 

 ものづくり交流会会員企業数は、最近５年間は横ばいの状況である。しかし、以下の

表にあるように参加企業数及び人数が減少傾向にある。 

 

（図表 37 ものづくり企業交流参加企業数推移） 

（単位：社） 

グループ名等 H27 H28 H29 H30 R01 

合同幹事会 13 11 6 6 13 

機械・金属加工グループ 22 27 26 22 25 

電気・電子機器グループ 39 33 19 23 30 

樹脂加工グループ 30 24 24 18 21 

食品加工グループ 47 37 49 40 30 

合同交流会 39 44 37 40 33 

合計 190 176 161 149 152 

（出所：高槻市創造的企業創出事業報告書） 

 

（図表 38 ものづくり企業交流会参加人数推移） 

（単位：人） 

 グループ名等 H27 H28 H29 H30 R01 

合同幹事会 15 13 7 7 15 

機械・金属加工グループ 24 37 29 28 31 

電気・電子機器グループ 44 36 19 24 35 

樹脂加工グループ 37 34 30 22 32 
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食品加工グループ 49 39 60 46 35 

合同交流会 46 60 53 54 44 

合計 215 219 198 181 192 

（出所：高槻市創造的企業創出事業報告書） 

 

グループによっては、参加企業数、参加人数が横ばいとなっているが、全体としては、

最近５年間において減少傾向にある。また、再訪問報告書からは、交流会の脱会を希望

している企業も見受けられた。 

ものづくり企業高度化支援プロジェクトでは、ビジネスコーディネーターの派遣を通

じた市内企業のビジネス機会の拡充やサポートを行う一方で、企業自らがものづくり企

業交流会に参加し、他の企業との交流から経営力の強化や自主的な連携を促すことが期

待されている。したがって、ものづくり企業交流会は当プロジェクトにおいても重要な

事業であり、ものづくり企業交流会の参加者数の減少傾向は市も強い危機感を持ってい

ることから、参加者数の減少を食い止め、増加に転じるような対策を迅速に進めること

が必要である。 

たとえば、現在、ものづくり企業交流会は平日での開催であるが、休日や夜間での開

催やオンラインの開催などで参加機会を増やすことや、市外の企業や団体との交流会を

実施するなど参加企業の多様化を図るなどして、参加企業数並びに参加人数の増加を促

すような対策を行うことを検討されたい。 

 

イ．企業間交流の促進事業の評価指標の見直しについて（意見５－７） 

企業間交流の促進事業の評価指標は、「ものづくり企業交流会会員企業数」と「各種イ

ベントの実施数」としている。ものづくり企業交流会は、交流会に参加し他の企業との

交流や自主的な連携を促すことが期待されていることから、ものづくり企業交流会に多

くの企業が参加し、より多くの交流・連携がなされることが重要である。そのため、当

事業の評価指標としては、「ものづくり企業交流会の参加企業数」とすることを検討され

たい。 

また、「各種イベントの実施数」については、食品加工グループの会員企業が市内の商

業施設で開催される物産展の実施数であり、年に１回開催されている。物産展への参加

を通じて、新たな製品やサービスなどの気づきを与えるところから、当事業の評価指標

としては、「各種イベントの参加企業数」とすることを検討されたい。 

 

 

 

 

 



136 
 

（３）産学マッチングの促進 

① 事業の概要 

項目 摘要 

事業内容 ・先進事例の発表等を行うことで産学連携の機運を高める「産学

連携セミナー」を実施する。 

・市内企業の研究開発や技術課題解決をサポートするため大学や

研究機関等とのマッチングを実施する。 

令和元年度の事業別予

算及び決算と財源 

【産業振興課】予算額 －千円、決算額 －千円 

【財源】－ 

令和元年度の決算額の

主な内訳 

― 

 

令和元年度の支出額の

主な内訳 

― 

 

令和元年度の主な取組

実績と成果 

・令和元年 10月 24日に大阪工業大学梅田キャンパスにおいて、

高槻市ものづくり企業交流会の分科会として「産学連携イベン

ト」を開催。 

・令和元年 11月６日、７日に開催された「きたしんビジネスマ

ッチングフェア 2019with大阪大学」に市として出展し、市内企

業の情報を大学等に提供することにより、マッチング機会の創出

に努めた。 

・商工会議所がマイドーム大阪で開催した「高槻・茨木・摂津『匠

企業フェア』」について、市内企業への出展の声掛けや、同日開

催のセミナー、イベントの周知活動等を行った。 

特記事項 ・「産学連携イベント」は、ビジネスマッチングの実施事業と一

体的に実施しており、その他の事業は、商工会議所など他団体の

主催事業の周知活動のため、予算を必要としなかった。 

 

② 評価指標と事業の進捗等の概要 

項目 摘要 

目標（平成 29～令和２） ・産学連携マッチング件数 30社 

・産学連携セミナー参加者数 120人 

実績件数及び進捗率 ・産学連携マッチング件数 

前期累計 9件、H29 17件、H30 1社 R１ 17社 累計 44社、進

捗率 146.7％ 

・各種イベントの実施 

H29 23 人 H30 6 人 R１ 21人 累計 50件、進捗率 41.7％ 
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評価 ・予定を上回った 

現状の課題 ・産学連携の更なる促進を図るため、企業への個別アプローチを

行う等、大学等と企業との関係づくりに取組む必要がある。また

併せて企業側が求めている内容の把握等に努める必要がある。 

今後の方向性 ・先進事例の発表等を行うことで産学連携の機運を高める「産学

連携セミナー」の実施・支援を行う。 

・市内企業の研究開発や技術課題解決をサポートするため、ビジ

ネスコーディネーターによる大学や研究機関等とのマッチング

を図る。 

担当課 産業振興課 

主な連携先 商工会議所 

 

③ 監査の結果及び意見 

ア．産学マッチングの促進事業の評価指標の見直しについて（意見５－８） 

産学マッチングの促進事業の評価指標は、「産学連携マッチング件数」となっている。

当事業は、商工会議所が実施する「産学連携促進事業」を支援することで、企業と研究

機関の共同研究等を促進し、研究機関の持つ技術を活かした新たな事業展開につなげて

ゆく業務であることから、いかに産学マッチングの取引を成立させるかが目標となる。 

したがって、当事業の評価指標としては、「産学連携マッチングの取引成立件数」とす

ることを検討されたい。 

 

（４）工業系大学等と市内企業とのマッチング機会の創出 

① 事業の概要 

項目 摘要 

事業内容 ・採用を希望する企業と工業系大学等のマッチングによる、人事

採用の円滑化促進 

令和元年度の事業別予

算及び決算と財源 

【産業振興課】予算額 －千円、決算額 －千円 

【財源】－ 

令和元年度の決算額の

主な内訳 

― 

 

令和元年度の支出額の

主な内訳 

― 

 

令和元年度の主な取組

実績と成果 

・メールマガジン等を活用し「ポリテクセンター関西（関西職業

能力開発促進センター）」の求職者情報（修了予定者）の紹介を

市内企業に対して行った。 
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・ポリテクセンター関西（関西職業能力開発促進センター）と定

期的に情報交換を行い、現在の求職者情報等の状況把握等に努め

た。 

特記事項 ・当事業は、主に情報収集とメールマガジンの活用であり、予算

はない。 

 

② 評価指標と事業の進捗等の概要 

項目 摘要 

目標（平成 29～令和２） ・求職者情報の発信 ４件 

実績件数及び進捗率 ・求職者情報の発信  

H29 ２件、H30 ２件 R１ ２件 累計６件、進捗率 150.0％ 

評価 ・予定を上回った 

現状の課題 ・人材採用において大企業に比べ企業規模や知名度の面で不利な

状況にある中小企業において、特に技術系人材の採用が困難にな

っているため、技術系の学校の求職者情報を中心に発信する必要

がある。 

今後の方向性 ・「ポリテクセンター関西（関西職業能力開発促進センター）」等

と連携し、市内企業に対してメールマガジン等で同校の訓練受講

生（修了予定者）の希望職種、保有資格等を定期的に発信する。

また、その他関係機関の紹介も行う。 

担当課 産業振興課 

主な連携先 商工会議所 

 

③ 監査の結果及び意見 

ア．人材確保の支援強化について（意見５－９） 

「産業振興ビジョン」第４章本市産業に係る主な課題の一つとして、「若手技術者の確

保」が挙げられている。その要因として市内に工業系の高等学校がないことや学生の大

企業指向が強いことから、ものづくり企業において製造業の専門知識をもつ若手技術者

の確保が困難な状況にあることなどが挙げられている。 

「BC事業」におけるビジネスコーディネーターからの再調査等の報告においても、従

業員の採用や定着ができないといった課題を持った企業が複数社あった。さらに、市が

令和２年１月に実施した製造業事業者意向調査結果においても、回答のあった事業者の

６割超で若手社員が不足しているとし、また、経営に関する最大の課題として、雇用の

確保が２番目に多い回答となっている。ものづくり企業が存続してゆくためには、専門

知識を有する若手技術者の確保が必要なことから、そのための対策を行ってゆくことが

必要となる。 



139 
 

人材確保の方法として、インターンシップや大学との交流事業を通して、学生と接点

を持つことは重要である。特に中小企業では新卒者が集まりにくいことから、学生との

接触機会をできるだけ持つことは有用である。この点、令和元年度に大阪工業大学との

産学連携イベントを行っているが、ものづくり事業者においては特に技術系の人材が必

要とされていることから、市は工業系の学部を持つ大学を含めて交流事業や連携協定を

締結する等して、ものづくり企業と大学との交流の機会を支援することを検討されたい。 
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６．企業定着・誘致推進プロジェクト 

（１）操業環境維持のための土地利用の誘導と企業誘致体制の強化 

① 事業の概要 

項目 摘要 

事業内容 ・企業立地相談における庁内窓口のワンストップ化 

令和元年度の事業別予

算及び決算と財源 

【産業振興課】予算額 −千円、決算額 −千円 

【財源】− 

令和元年度の決算額の

主な内訳 

− 

令和元年度の支出額の

主な内訳 

− 

令和元年度の主な取組

実績と成果 

・企業立地に係る用地、開発手続等を円滑に進めるための庁内ワ

ンストップ体制を活かし、企業が立地する際の情報提供や操業上

の課題等への対応について関係課と連携を取りながら支援を行

った。 

特記事項 ・職員の対応は変化するが追加経費はかからないため、予算はな

しとなっている。 

 

② 評価指標と事業の進捗等の概要 

項目 摘要 

目標（平成 29～令和２） ・ワンストップ相談の回数 - 回 

実績件数及び進捗率 ・ワンストップ相談の回数 H29 4回、H30 3回、R１ １回、累

計８回、進捗率 - ％ 

評価 ・予定通り実施 

現状の課題 ・企業が新たに立地するための各種申請手続きが円滑に進むよう

関係課との連携をより一層強化する必要がある。 

今後の方向性 ・企業立地の庁内ワンストップ体制を活かし、関係課との緊密な

連携により企業立地を促進する。 

担当課 産業振興課 

主な連携先 － 
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③ 監査の結果及び意見 

ア．ワンストップ相談のアウトカム指標が設定されていないことについて（意見６－

１） 

市が定めた目標には、指標は「ワンストップ相談の回数」かつその目標回数は「−」と

明記されている。 

指標が「ワンストップ相談の回数」である理由について、所管課の回答によれば、指

標設定時（平成 28年度）には市においてワンストップ相談の対応がまだ十分に行えてい

ないという課題認識があり、設定意図としては回数よりもワンストップ相談を実施する

ことそのものに重点を置いていたとのことであった。また目標回数が数字で明記されて

いない理由については、相談者の数は市がコントロールできないことから、ワンストッ

プの回数を目的にするのは適切ではないとのことであった。 

しかし、ワンストップ相談の実施自体が目標であれば、そもそも「ワンストップ相談

の回数」が指標として適していない。またワンストップ相談の実施そのものを目標とす

ることはアウトプットの指標であり、アウトカムの指標ではないため、現在アウトカム

の指標が設定されていない状態にある。 

そこで、アウトプットの指標としては、ワンストップ相談対応をするべき案件は必ず

ワンストップ相談対応したかどうかが測定できるよう、以下のア）のとおりとすべきで

あった。また、アウトカムの指標としては、市では「産業・観光振興ビジョン」に向け

て相談者の満足を指標にすることを検討中とのことであり、以下のイ）のとおりとする

ことが考えられるので、検討されたい。 

 

ア）アウトプットの指標 

目標 複数の部署にまたがる相談の場合には、全てワンストップ相談対応を

行う。 

指標 複数の部署にまたがる相談の場合に、ワンストップ相談対応を行った

比率 

数値 複数の部署にまたがる相談の件数を分母に、うちワンストップ相談対

応した件数を分子にして、計算された比率 

評価基準 100％ 

 

イ）アウトカムの指標 

目標 ワンストップ相談を行うことにより、相談者の利便性や有用性が高ま

ること。 

指標 相談者の利便性及び有用性に関する満足度 

数値 事業者にアンケートを行い、満足度を測る。 

評価基準 100％ 
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（２）工場と住宅の共存 

① 事業の概要 

項目 摘要 

事業内容 ・企業が行う防音・防振・防臭事業に対し補助を行う企業定着促

進補助金の利用促進 

令和元年度の事業別予

算及び決算と財源 

【産業振興課】予算額 15,000千円、決算額 − 千円 

【財源】一般財源 

令和元年度の決算額の

主な内訳 

− 

令和元年度の支出額の

主な内訳 

令和元年度の支出はないが、補助金の制度は以下のとおり。 

【補助金名】企業定着促進補助金 

【目的】中小企業が実施する良好な操業環境づくりに対して支援

を行うことにより、周辺住民との良好な関係を築き、既存企業の

定着を促進する。 

【補助対象事業者】中小企業者（※１）で高槻市内に製造拠点の

ある製造業（※２）の方 

（※１）中小企業者…「資本金又は出資総額３億円以下」又は「従

業員 300 人以下」（中小企業基本法に基づく） 

（※２）製造業…「日本標準産業分類：大分類 E 」 

【補助金額】最大 500万円（補助対象経費の 50％以内） 

【補助金の対象経費】防音・防振・脱臭等の設備・装置の新設・

改修等に係る経費 

【補助金の算定方法】補助対象経費の 50％以内 

令和元年度の主な取組

実績と成果 

・企業訪問等により、「企業定着促進補助金」のＰＲを行うとと

もに、関係課と連携し補助金の活用意向を持つ企業４社に対して

ヒアリング等を実施した。 

特記事項 ・市では、戦後より都市計画が行き届く前に住宅化や工場化が進

んだため、住工混在問題が長年の課題となっている。これに対応

し、住宅と工場等の共存の実現を意図して、「企業定着促進補助

金」が制定された。 

・令和元年度の予算は３件分（500万円×３件＝1,500万円）で

ある。平成 29年度まで毎年１、２件あり、すぐに対応できる案

件はほぼ対応できた状態にあり令和元年度の実績はゼロであっ

た。 
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② 評価指標と事業の進捗等の概要 

項目 摘要 

目標（平成 29～令和２） ・企業訪問数(市職員による) 700件 

・企業定着促進補助金交付件数 10件 

実績件数及び進捗率 ・企業訪問数(市職員による)  H29 178件、H30 194件、R１ 166

件 累計 538件、進捗率 76.9％ 

・企業定着促進補助金交付件数  前期累計４件、H29 ２件、H30  

０件、R１ ０件 累計２件、進捗率 60.0％ 

評価 ・予定を下回った：企業訪問数(市職員による)、企業定着促進補

助金交付件数 

現状の課題 ・工場跡地・撤退跡地への住宅・マンション等の進出により周辺

の既存企業との間に住工混在問題が依然として生じているため、

市内製造業に対して継続的な周知活動が必要である。 

今後の方向性 ・企業訪問により、「企業定着促進補助金」のＰＲを行うととも

に、関係課と連携し、工場操業環境と周辺住環境の保全のため、

市内の製造業を営む中小企業者が実施する「防音、防振、防臭」

に対して支援を行う。 

担当課 産業振興課 

主な連携先 － 

 

③ 監査の結果及び意見 

ア．企業定着促進補助金事業におけるアウトプット指標及び目標値が効果測定に的確

な設定となっていないことについて（意見６－２） 

当該事業は、企業定着促進補助金を対象としているため、当該事業の的確な効果を測

定するためには、企業定着促進補助金に関連する活動の数値で評価することが求められ

る。 

しかし、現在のアウトプット指標である企業訪問数は、企業定着促進補助金の対象に

ならない企業への訪問数も含めて示されている。実務上は、企業定着促進補助金とそれ

以外の制度を同時に説明する場合があり得るし、その場合はこの企業訪問数に含めて問

題はない。しかし、当該補助金は高槻市内に製造拠点がある製造業を営む中小企業者が

対象であり、企業定着促進補助金の対象にならないことが明らかな企業への訪問数も含

めるのは、効果を測定する上では適切ではない。そのため、現在公表された指標では、

当該事業における効果が明確に示されていない状況にある。また、実際よりも多い訪問

数となっていることを実績の過大表示と捉えられると、市が発信する情報に対する信頼

性を低下させる懸念がある。 

所管課が作成する企業月間訪問リストには企業名及び訪問の用件が記録されており、
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少なくとも企業定着促進補助金の対象にならないことが明らかな企業の判別は可能であ

る。企業定着促進補助金に対する活動とその効果を明確にするためには、市では産業・

観光振興ビジョンに向けて変更検討中とのことであるが、アウトプットの指標としては

以下のとおりとすることが考えられるので、検討されたい。 

 

目標 市職員の企業訪問により、企業定着促進補助金を認知向上させること 

指標 市職員の企業訪問により、企業定着促進補助金の要件を満たす企業に

対して企業定着促進補助金を説明した訪問数 

数値 市職員の企業訪問数のうち、企業定着促進補助金の要件を満たす企業

に対して企業定着促進補助金を説明した訪問数  

評価基準 住工混在問題が生じている件数を勘案して設定する。 

 

（３）既存企業の事業所増設等の設備投資を促進 

① 事業の概要 

項目 摘要 

事業内容 ・企業立地促進条例に基づき、既存事業所の増設・建替等を奨励

することで、企業の定着を促進 

令和元年度の事業別予

算及び決算と財源 

【産業振興課】予算額 202,847千円、決算額 142,805千円 

【財源】一般財源 

令和元年度の決算額の

主な内訳 

補助金 142,618千円 

令和元年度の支出額の

主な内訳 

【補助金名】企業立地促進条例に基づく奨励金制度 

【目的】市内において事業所の新設等をする事業者に対し奨励措

置を講ずることにより企業の立地を促進し、雇用機会の拡大及び

工場遊休地等の有効活用を図り、もって本市の産業の振興に資す

ること。 

【適用要件】 

・地域 ①工業地域、②準工業地域、③その他市長が適当である

と認める区域（初期投資奨励金は市街化区域のみ） 

・業種 ①製造業、②情報通信業、③学術・研究開発機関、④物

流、保管、包装等を総合的に行う事業、⑤その他、市長が特に本

市の産業振興に資すると認める事業（④は対象事業所の従業員数

が合計 100名以上に限る、研究設備等投資奨励金及び研究者集積

奨励金は①〜⑤の研究所が対象となる） 

・形態 ①新設、②増設、③建替 

（奨励金の内容は、追加説明を参照のこと。） 
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令和元年度の主な取組

実績と成果 

・市職員による企業訪問を延べ 166件行い、企業立地促進制度の

周知を行うとともに、新たに６社を事業者指定した。 

特記事項 ・いずれの奨励金も、指定事業者として指定された後に、奨励金

を申請する手順になっている。 

・各奨励金の要件を満たせば、市内企業、市外企業、いずれも奨

励金を申請できる。 

・後述する（５）の取り組みも、本取り組みと同じ条例に基づく

奨励金制度に関するものである。 

・奨励金制度の追加説明は、欄外参照のこと。 

 

【追加説明】企業立地促進条例に基づく奨励金制度について 

企業立地促進条例に基づく奨励金制度は、市内において事業所の新設等をする事業者

に対し奨励措置を講ずることにより企業の立地を促進し、雇用機会の拡大及び工場遊休

地等の有効活用を図り、もって市の産業の振興に資することを目的として、平成 18年４

月１日から施行された制度である。 

適用要件は、前述の「①事業の概要」を参照のこと。奨励金の内容は、以下のとおり

である。 

 

（図表 39 奨励金の内容） 

名称 適用開始年度・要件 対象期間 奨励金の額 

企業立

地促進

事業所

税奨励

金 

◯平成 18年度 

◯対象事業所の規則で定める床面

積が 500 平方メートルを超え、か

つ、指定事業者が対象事業所を含

む市内の事業所に係る事業所税の

納税義務者であるとき。 

操業開始日以

後、対象事業

所に係る事業

所税が指定事

業者に最初に

課される年度

から５年度間 

対象期間における各年度の対象

事業所に係る事業所税の額に相

当する額(100,000,000円を限度

とする。) 

企業立

地促進

固定資

産税・都

市計画

税奨励

金 

◯平成 21年度 

◯対象事業所の規則で定める床面

積が 500 平方メートルを超え、か

つ、指定事業者が特定固定資産に

係る固定資産税及び都市計画税の

納税義務者であるとき。 

操業開始日以

後、特定固定

資産に係る固

定資産税及び

都市計画税が

指定事業者に

最初に課され

対象期間における各年度の特定

固定資産に係る固定資産税及び

都市計画税の額の２分の１に相

当する額(50,000,000 円を限度

とする。) 
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る年度から５

年度間 

企業立

地促進

雇用奨

励金 

◯平成 21年度 

◯指定事業者が新規雇用市民従業

者又は転入従業者を継続して対象

事業所に勤務させているとき。 

新規雇用市民

従業者又は転

入従業者を対

象事業所に最

初に勤務させ

た日から５年

間 

新規雇用市民従業者又は転入従

業者１人につき、当該対象事業

所に最初に勤務させた日から継

続して対象事業所に１年間勤務

させるごとに、100,000円 

企業立

地促進

初期投

資奨励

金 

◯平成 24年度 

◯指定事業者が対象事業所の新設

等のために新たに土地(都市計画

法第７条第１項に規定する市街化

区域内の土地であって、その実測

面積が 500平方メートルを超える

ものに限る。以下同じ。)を取得し、

当該土地において対象事業所が操

業を開始したとき。ただし、会社

法(平成 17年法律第 86号)第２条

第４号に規定する親会社と同条第

３号に規定する子会社との間にお

ける取引その他規則で定める取引

により土地を取得した場合を除

く。 

― 新たに取得した土地１平方メー

トルにつき 10,000円

(1,000,000,000 円を限度とす

る。ただし、１年度における限

度額は 100,000,000円とし、当

該額を超えるときは当該超える

額を翌年度以降に交付する。) 

企業立

地促進

研究設

備等投

資奨励

金 

◯平成 27年度 

◯対象研究所の規則で定める床面

積が 500 平方メートルを超え、か

つ、指定事業者が特定固定資産(対

象研究所に係る償却資産に限る。

以下この項において同じ。)に係る

固定資産税の納税義務者であると

き。 

操業開始日以

後、特定固定

資産に係る固

定資産税が指

定事業者に最

初に課される

年度から５年

度間 

対象期間における各年度の特定

固定資産に係る固定資産税の額

の２分の１に相当する額

(50,000,000円を限度とする。) 
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企業立

地促進

研究者

集積奨

励金 

◯平成 27年度 

◯指定事業者が新規雇用市民研究

者又は転入研究者を継続して対象

研究所に勤務させているとき。 

新規雇用市民

研究者又は転

入研究者を対

象研究所に最

初に勤務させ

た日から５年

間 

新規雇用市民研究者又は転入研

究者１人につき、当該対象研究

所に最初に勤務させた日から継

続して対象研究所に１年間勤務

させるごとに、200,000円 

出所：「高槻市企業立地促進条例」平成 18年 3月 29日 条例第７号(令和２年４月１日

施行) 別表第２(第５条関係) 

 

② 評価指標と事業の進捗等の概要 

項目 摘要 

目標（平成 29～令和２） ・企業訪問数(市職員による) 700件 

・企業立地促進条例に基づく事業者指定数 10件 

注：（５）「市外企業の立地促進」事業と合算した数値である。 

実績件数及び進捗率 ・企業訪問数(市職員による)  H29 178件、H30 194件、R１ 166

件 累計 538件、進捗率 76.9％ 

・企業立地促進条例に基づく事業者指定数  H29 ２件、H30 ３件、

R１ ６件 累計 17件、進捗率 170.0％ 

注１：（５）「市外企業の立地促進」事業と合算した数値である。 

注２：奨励金の種類別実績は以下のとおり。 

   

評価 ・予定を上回った：企業立地促進条例に基づく事業者指定数 

・予定を下回った：企業訪問数(市職員による)  

現状の課題 ・国道 171号線沿いに立地する企業の多くは昭和 30～40年代に

立地しており、今後、工場等の老朽化に伴う建て替え等のニーズ

が多く見込まれるため、対象となる企業を中心とした制度周知が

必要である。 

今後の方向性 ・企業訪問等を通じて企業立地や設備投資情報等を収集するとと

もに、製造工場等の新設・増設・建て替えを支援することにより、
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企業立地を促進する。 

担当課 産業振興課 

主な連携先 － 

 

③ 監査の結果及び意見 

ア．企業立地促進奨励金事業におけるアウトプット指標及びアウトカム指標が効果測

定に的確な設定となっていないことについて（意見６－３） 

当該事業は、企業立地促進奨励金を対象としているため、当該事業の的確な効果を測

定するためには企業立地促進奨励金に関連する活動の数値で評価することが求められる。 

しかし、現在のアウトプット指標である企業訪問数は、企業立地促進奨励金の対象に

ならない企業への訪問数も含めて示されている。そのため、現在公表された指標では、

当該事業における効果が明確に示されていない状況にある。また、実際よりも多い訪問

数となっていることを実績の過大表示と捉えられると、市が発信する情報に対する信頼

性を低下させる懸念がある。 

所管課が作成する企業月間訪問リストには企業名及び訪問の用件が記録されており、

少なくとも企業立地促進奨励金の対象ではない企業や説明をしていないことが明らかな

訪問の判別は可能である。企業立地促進奨励金に対する活動とその効果を明確にするた

めには、市では産業・観光振興ビジョンに向けて変更検討中とのことであるが、アウト

プットの指標としては以下のとおりとすることが考えられるので、検討されたい。 

 

目標 市職員の企業訪問により、企業立地促進奨励金を認知向上させること 

指標 市職員の企業訪問により、企業立地促進奨励金の要件を満たす企業に

対して企業立地促進奨励金を説明した訪問数 

数値 市職員の企業訪問数のうち、企業立地促進奨励金の要件を満たす企業

に対して企業立地促進奨励金を説明した訪問数 

評価基準 経済動向や企業動向を勘案して設定する 

但し、研究開発型企業は（６）参照。 

 

アウトカム指標に関しては、当事業の目的は複数あるが、中でも主となる目的は将来

の税収増加であるため、本来ならば税収増加額をアウトカム指標とすべきである。また、

税収増加のために必要なコストは費やすと同時にできるだけ低コストで実現できること

が望ましいため、税収増加額に占めるコストの割合もアウトカム指標となる。つまり、

当事業に関しては、本来この二つをアウトカム指標にすることが必要となる。 

現在は、当事業のアウトカムの指標として企業立地促進条例に基づく事業者指定数が

設定され、平成 29年度から令和元年度の実績は 11件であるが、これは市外から誘致し

た企業の数も含まれている。まず、市が指定した事業者は、今後最低 10年は市に所在す
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ると見込まれる企業であり、市にとっては将来税収増加がほぼ確実な企業であることか

ら、本来の税収増加額の代わりに簡便的に事業者指定数をアウトプット指標に用いたも

のと考えられる。しかし、事業者指定数だけでは、コストを抑えて実現したかを評価す

る指標がない点が問題である。また、当事業において働きかける相手先には市内の既存

企業と市外に在する企業があり、相手先の所在地により市が当事業に要するコストが異

なるはずである。なお、現在用いている企業立地促進条例に基づく事業者指定数は、事

業者指定数と市職員の活動量をはじめとするコストや税収増加額とも一定関係あると考

えられることから、アウトカム指標としては継続して用いることが望ましいが、その際

には、市外から誘致した企業の数は除くことにより、３つのアウトカムの整合性をとる

ことが可能になる。 

したがって、本来のアウトカム指標としては、以下のとおりとなる。 

 

目標 企業立地促進奨励金制度の要件を満たした市内の既存企業に対して指

定を行い、将来の税収を増加させること 

また、税収増加に際しては、必要なコストは費やすと同時に出来るだ

け低コストで行うこと 

指標 市内の既存企業を対象にした以下３点 

・企業立地促進条例に基づく事業者指定数 

・将来の税収増加額 

・指定事業者からの税収と要したコストのバランス 

数値 ・企業立地促進条例に基づく事業者指定数 

・今後 10年間で増加する税収の見込額 

・事業者が納税開始するまでに要したコストを将来税収増加額により

除した割合 

評価基準 経済動向や企業動向を勘案して設定する 
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（４）企業立地のための土地情報の収集と紹介 

① 事業の概要 

項目 摘要 

事業内容 ・企業の立地、移転等の情報交換のための金融機関・不動産会社

等とのネットワークづくり 

・企業訪問による企業の立地動向情報と市内空き土地データの収

集と更新 

・収集した空き土地データを用いた企業立地候補地の紹介 

令和元年度の事業別予

算及び決算と財源 

【産業振興課】予算額 − 千円、決算額 − 千円 

【財源】− 

令和元年度の決算額の

主な内訳 

− 

令和元年度の支出額の

主な内訳 

− 

令和元年度の主な取組

実績と成果 

・不動産会社と市内の空き工場用地、未利用地に関する情報交換

等を行い、その情報をもとに工場用地を探している事業者に土地

の紹介を行った。 

特記事項 なし 

 

② 評価指標と事業の進捗等の概要 

項目 摘要 

目標（平成 29～令和２） ・金融機関等との土地活用の情報交換 ８回 

実績件数及び進捗率 ・金融機関等との土地活用の情報交換  H29 ２回、H30 １回、R

１ ２回 累計５回、進捗率 62.5％ 

評価 ・予定を下回った 

現状の課題 ・大規模な企業を誘致できる土地・建物がほとんど存在しないた

め、中小規模の土地・建物情報も含めた情報交換、収集が必要で

ある。特に不動産会社等が情報収集に力を入れているため、関係

性を構築し情報交換を行う必要がある。 

今後の方向性 ・国、府、金融機関、不動産会社等との連携を強め、中小規模の

空き土地も含めた幅広い情報収集に努め、適宜必要に応じて収集

した情報を提供する。 

担当課 産業振興課 

主な連携先 － 
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③ 監査の結果及び意見 

ア．金融機関等との情報交流を行うネットワーク作り事業におけるアウトカム指標が

設定されていないことについて（意見６－４） 

当該事業は企業立地の実現を目指して金融機関等とネットワークづくりを行う事業で

あるが、その指標はアウトプット面のみであり、アウトカム指標が設定されておらず、

事業を実施することにより目標が達成できたのか、効果測定ができない状況にある。 

具体的なアウトカム指標は、当該事業の成果を何とするかに基づき選定することにな

る。また、ネットワークづくりは、将来の企業誘致の実現に直接的または間接的に繋が

る情報や関係性を得るために行うものである。そのため、アウトカムの指標には、ネッ

トワークがどの程度有効に機能しているかを測定するために、入手した情報を元にどの

ような活用実績があるか定性的に捉え、それらを総合評価して点数化する、という方法

も考えられる。そこで、市では産業・観光振興ビジョンに向けて変更検討中とのことで

あるが、アウトカムの指標としては、以下のとおりとすることが考えられるので、検討

されたい。 

 

目標 情報交換にて得られた情報が将来的に企業誘致に役立つこと 

指標 ネットワークから得られた情報や関係性の活用度 

数値 得られた情報の活用実績（定性情報）の総合評価による段階評価 

（例、A：とても役立った、B:やや役立った、C：役立たなかった） 

評価基準 A評価 

 

（５）市外企業の立地促進 

① 事業の概要 

項目 摘要 

事業内容 ・企業立地促進条例に基づき、企業の事業所新設を奨励すること

で、市外から新たな企業を誘致 

令和元年度の事業別予

算及び決算と財源 

【産業振興課】予算額 −千円、決算額 −千円 

【財源】− 

注：（３）「既存企業の事業所増設等の設備投資を促進」に合算さ

れている。 

令和元年度の決算額の

主な内訳 

− 

注：（３）「既存企業の事業所増設等の設備投資を促進」に合算さ

れている。 

令和元年度の支出額の

主な内訳 

・企業立地促進条例に基づく奨励金制度については、（３）「既存

企業の事業所増設等の設備投資を促進」を参照のこと。 
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令和元年度の主な取組

実績と成果 

・誘致用地の不足に対応するため、空き工場等の民有地情報を収

集に努めるとともに、本市への進出意向のある市外企業に対して

情報提供した。 

特記事項 ・市の実情として、もともと市有地が少なく、その大半は市庁舎

等により使用中であり、遊休状態の市有地はさらに僅かである、

ということが挙げられる。 

・元々、市の特徴として企業誘致に適した遊休地が少なく、賃貸・

売却土地が出ても地価高騰のため取引金額高額化の傾向にあり、

市への進出希望の事業者がいても物件や金額が理由により進出

決定に至らないケースも少なくない状況にある。 

・市に企業誘致に適した遊休地が少ないことについては、欄外の

追加説明を参照のこと。 

 

【追加説明】市の企業誘致候補としての土地事情について 

１）都市計画と区域区分（大阪府が決定） 

「都市計画区域」とは、道路、公園、下水道などの整備や土地利用に関する都市計画

を考えるうえでもっとも基本となる区域のことである。そして、都市計画区域ごとに、

都市計画法第６条の２に基づき、都市計画の目標、区域区分の方針、主要な都市計画の

決定の方針について定められる。さらに、計画的な市街地化を図るために、市街化区域

と市街化調整区域に分けられる。以上は都道府県により決定される。 

市の都市計画区域及び区域区分の内訳は、次表のとおりである。 

 

（図表 40 都市計画法に基づく市面積の都市計画区域の内訳） 

 

（出所 市情報より監査人作成） 

面積（ha）
市全体面積に

対する
割合

行政区域 10,529 100.0%

10,529 100.0%

市街化区域

すでに市街地を
形成している区
域とおおむね十
年以内に優先的
かつ計画的に市
街化を図るべき
区域

3,344 31.8%

市街化調整
区域

市街化を抑制す
べき区域

7,185 68.2%

高槻市

都市計画区域
都市計画法第5条「一体の都市と
して総合的に整備し、開発し、及
び保全する必要がある区域」

無秩序な市街
化を防止し、
計画的な市街
化を図るため
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２）用途地域（市決定） 

市街化区域は用途地域の指定がなされる。用途地域は、将来のあるべき土地利用の姿

を実現する手段として、建築物の用途、容積、形態を制限し、地域の性格を明確にする

とともに、地域の環境の保全及び育成に努め、都市の健全な発展を図ることを目的にし

て定めるものである。市の用途地域の内訳は、次表のとおりである。 

 

 （図表 41 市における面積の用途地域別内訳） 

 

 （出所 市資料より監査人作成） 

 

上記のうち、市における工業系用途地域面積は、次表のとおりである。なおこの中に、

工業団地のように、市が開発し計画的に売却や賃貸できる市有地はない。 

 

 （図表 42 市における工業系用途地域面積の内訳） 

 

（出所 市資料より監査人作成） 

令和元年度
面積（ha）

市街化区域
全体に対する

割合

市全体面積
に対する
割合

第一種低層住居専用地域 662.3 19.8% 6.3%

第二種低層住居専用地域 6.3 0.2% 0.1%

第一種中高層住居専用地域 1,154.3 34.5% 11.0%

第二種中高層住居専用地域 421.0 12.6% 4.0%

第一種住居地域 371.4 11.1% 3.5%

第二種住居地域 109.9 3.3% 1.0%

準住居地域 25.2 0.8% 0.2%

田園住居地域 0.0 0.0% 0.0%

近隣商業地域 78.4 2.3% 0.7%

商業地域 52.8 1.6% 0.5%

準工業地域 367.8 11.0% 3.5%

工業地域 94.3 2.8% 0.9%

工業専用地域 0.0 0.0% 0.0%

小計 3,343.7 100.0% 31.8%

市街化調整区域（用途地域の指定なし） 7,185.0 68.2%

10,528.7 100.0%

市街化区域

（用途地域の
指定あり）

合計

令和元年度
面積（ha）

市街化区域
全体に対する

割合

市全体面積
に対する
割合

367.8 11.0% 3.5%

94.3 2.8% 0.9%

0.0 0.0% 0.0%

462.1 13.8% 4.4%合計

準工業地域

工業地域

工業専用地域
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３）面積と人口 

市の土地の市街化の状況を、都市計画区域別の人口密度で見ると、以下のとおりであ

った。市の市街化区域は市面積全体の３割であるが、市人口全体の９割超が市街化区域

に集中し、市街化区域はほとんど一つの塊の状態で市中部および南部に所在している。   

その人口密度は約１万人/km2 であり、ここだけを取り出せば近隣の中核市である吹田

市や豊中市と同水準の面積及び人口過密状態にある。北摂地域の自治体は候補地不足を

理由に企業誘致に苦慮していることを勘案すると、市においても、市外から企業誘致を

したくても候補地はかなり限られている状況にあると考えられる。 

 

（図表 43 人口密度の他都市比較） 

 

（出所 市資料及び他都市ホームページより監査人作成） 

高槻市：都市計画に関する令和元年度データ 

吹田市：人口は住民基本台帳人口（令和２年 10月末日現在） 

豊中市：人口は推計人口（令和２年 11月１日現在） 

 

② 評価指標と事業の進捗等の概要 

項目 摘要 

目標（平成 29～令和２） ・企業立地促進条例に基づく事業者指定数 10件 

注：（３）「既存企業の事業所増設等の設備投資を促進」事業と合

算した数値である。 

実績件数及び進捗率 ・企業立地促進条例に基づく事業者指定数  前期累計６件、H29  

２件、H30 ３件、R１ ６件 累計 17件、進捗率 170.0％ 

注：（３）「既存企業の事業所増設等の設備投資を促進」事業と合

算した数値である。 

評価 ・予定を上回った 

 

面積
（km2）

人口
（千人）

人口密度
（人/km2）

面積全体に対
する市街化区

域の
割合（％）

市全体 105.3 346.7 3,292.9 100.0%

市街化区域 33.4 333.8 9,983.0 31.8%

市街化調整区域 71.9 12.9 179.5 68.2%

吹田市 36.1 375.7 10,409.7 100.0%

豊中市 36.6 401.6 10,972.4 100.0%

高槻市

（参考）
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現状の課題 ・大規模な企業を誘致できる土地・建物がほとんど存在しないた

め、中小規模の土地・建物情報も含めた情報収集に努め、企業が

必要とする情報を適宜提供する必要がある。 

今後の方向性 ・国、府、金融機関、不動産会社等との連携を強めながら、空き

土地情報、企業の投資情報等を収集するとともに、企業立地促進

制度等の周知を行うことで市外企業の立地を促進する。 

担当課 産業振興課 

主な連携先 － 

 

③ 監査の結果及び意見 

ア．市外企業の立地促進を推進する企業誘致事業におけるアウトプット指標が設定さ

れておらず、かつアウトカム指標が的確に設定されていないことについて（意見

６－５） 

政策評価においては、インプット、アウトプット、アウトカムの側面から検討する方

法があり、省庁や地方公共団体でよく見受けられる方法である。企業定着・企業誘致プ

ロジェクトでは、この方法を活用しており、インプットは予算とその実績の対比で評価

を行い、アウトプットとアウトカムは事業ごとに適した指標を設定し、効果測定を行な

っている。   

しかし、当該プロジェクトの各事業の指標の設定状況を確認すると、企業立地促進奨

励金制度を活用して市外から企業を誘致する事業において、アウトプットに関する指標

が設定されていない。そのため、当該事業における効果測定が一部行われていない状況

にある。もともと企業誘致に適した土地が少なく限られた職員数の市においては、企業

誘致活動は難易度が高く、アウトプットのデータを蓄積することで得られる客観的な実

績も勘案して今後の方針を検討することが重要と考えられる。 

そこで、企業立地促進奨励金制度を活用して市外企業を誘致する活動とその効果を明

確にするため、市では産業・観光振興ビジョンに向けて変更検討中とのことであるが、ア

ウトプットの指標としては以下のとおりとすることが考えられるので、検討されたい。 

 

目標 市職員の企業訪問により、企業立地促進奨励金制度を認知向上させる

こと。 

指標 市職員の企業訪問により、企業立地促進奨励金制度を説明した企業へ

の訪問数 

数値 市職員の企業訪問数のうち、企業に企業立地促進奨励金制度を説明し

た訪問数  

評価基準 経済動向や企業動向を勘案して設定する。 
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アウトカム指標に関しては、当事業の目的は複数あるが、中でも主となる目的は将来

の税収増加であるため、本来ならば税収増加額をアウトカム指標とすべきである。  

また、税収増加のために必要なコストは費やすと同時にできるだけ低コストで実現で

きることが望ましいため、税収増加額に占めるコストの割合もアウトカム指標となる。

つまり、当事業に関しては、本来この二つをアウトカム指標にすることが必要となる。 

現在は、当事業のアウトカムの指標として企業立地促進条例に基づく事業者指定数が

設定され、平成 29年度から令和元年度の実績は 11件であるが、これは市内の既存企業

の数も含まれている。まず、市が指定した事業者は、今後最低 10年は市に所在すると見

込まれる企業であり、市にとっては将来税収増加がほぼ確実な企業であることから、本

来の税収増加額の代わりに簡便的に事業者指定数をアウトプット指標に用いたものと考

えられる。しかし、事業者指定数だけでは、コストを抑えて実現したかを評価する指標

がない点が問題である。また、当事業において働きかける相手先には市内の既存企業と

市外に在する企業があり、相手先の所在地により市が当事業に要するコストが異なるは

ずである。なお、現在用いている企業立地促進条例に基づく事業者指定数は、事業者指

定数と市職員の活動量をはじめとするコストや税収増加額とも一定関係あると考えられ

ることから、アウトカム指標としては継続して用いることが望ましいが、その際には、

市内の既存企業の数は除くことにより、３つのアウトカムの整合性をとることが可能に

なる。 

したがって、本来のアウトカム指標としては、以下のとおりとなる。 

 

目標 企業立地促進奨励金制度の要件を満たした市外から誘致した企業に対

して指定を行い、将来の税収を増加させること 

また、税収増加に際しては、必要なコストは費やすと同時に出来るだ

け低コストで行うこと 

指標 市外から誘致した企業を対象にした以下３点 

・企業立地促進条例に基づく事業者指定数 

・将来の税収増加額 

・指定事業者からの税収と要したコストのバランス 

数値 ・企業立地促進条例に基づく事業者指定数 

・今後 10年間で増加する税収の見込額 

・事業者が納税開始するまでに要したコストを将来税収増加額により

除した割合 

評価基準 経済動向や企業動向を勘案して設定する 
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イ．企業との関係づくりについて（意見６－６） 

市のように、企業誘致の候補地が少ない状態においては、候補地や市に進出を希望す

る企業が発生した時にはタイミングを逃さずマッチングさせることが肝要であり、その

ための情報収集活動やその情報を活用して関係者を引き合わせる活動も企業誘致事業の

重要な一部と考えられる。つまり、市における企業誘致とは、民間の遊休地と進出希望

企業をつなぐための支援活動であり、市が候補地を持っていないため、市が所有する土

地を販売するなど企業と直接交渉する立場にない点が特徴的である。 

さらに、情報収集活動やその情報を活用して関係者を引き合わせる活動のためには、

企業を始めとする関係各位と市の間の関係性が構築されていることが必要であり、市に

とって企業との関係づくりも重要な活動の一つである。それは長期にわたる交流継続に

より培われ、市民との関係づくりとは異なる対応方法や専門性が必要である。 

しかし、所管課に企業定着及び企業誘致事業の専任者はおらず、所管課の職員配置は

減少傾向にある。また、市における企業を始めとする関係各位との関係性は、現在の所

管課における自主的なノウハウ継承に支えられている状態であり、この積極的な活動が

今後も組織的に継続されるかは、職員減少傾向にある市にとって重要な課題と考えられ

る。 

したがって、市は今後も積極的な活動がなされるよう、組織的かつ効率的な運営に努

めると共に、今後も積極的な企業との関係づくりがなされるよう、職員教育や企業との

関係づくりに関する知識と経験の継承活動（適材適所の人員配置を含めて）を継続して

行うことを検討されたい。 

 

（６）研究開発型企業の集積誘導 

① 事業の概要 

項目 摘要 

事業内容 ・企業立地促進条例に基づき、企業の研究所等の新増設等を奨励

することで、研究開発型企業の集積を誘導 

令和元年度の事業別予

算及び決算と財源 

【産業振興課】予算額 − 千円、決算額 − 千円 

【財源】− 

令和元年度の決算額の

主な内訳 

− 

令和元年度の支出額の

主な内訳 

・企業立地促進制度における「研究設備等投資奨励金」及び「研

究者集積奨励金」については、（３）「既存企業の事業所増設等の

設備投資を促進」を参照のこと。 

令和元年度の主な取組

実績と成果 

・市職員による企業訪問を延べ 166件行い、企業立地促進制度の

周知を行った。 
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・研究開発型企業の立地計画が進められており、次年度指定を行

う予定 

特記事項 なし 

 

② 評価指標と事業の進捗等の概要 

項目 摘要 

目標（平成 29～令和２） ・研究開発型企業の立地 １件 

注１：「立地」とは「企業立地促進条例に基づく研究設備等投資

奨励金の事業者指定数」のことである。 

実績件数及び進捗率 ・研究開発型企業の立地  H29 ０件、H30 ０件、R１ ０件 累計

０件、進捗率０％ 

評価 ・予定を下回った 

現状の課題 ・研究開発型企業用の奨励金については、次年度に指定する予定

であるが、引き続き対象となり得る企業を中心に市職員による企

業訪問や市ＨＰ等を通じて、企業立地促進制度の周知を強化する

必要がある。 

今後の方向性 ・国、府、金融機関等との連携を強めながら企業の投資情報等を

収集するとともに、「地域未来投資促進法」や企業立地促進制度

における「研究設備等投資奨励金」及び「研究者集積奨励金」等

の周知に努め、企業立地促進制度を活用し、研究開発型企業の拠

点化・集約化や操業の継続と雇用の維持又は創出に繋がる誘致を

目指す。 

担当課 産業振興課 

主な連携先 － 

 

③ 監査の結果及び意見 

ア．研究開発型企業を誘致する事業におけるアウトプット指標が設定されていない

ことについて（意見６－７） 

政策評価において、企業定着・企業誘致プロジェクトでは、インプットは予算とその

実績の対比で行い、アウトプットとアウトカムは事業ごとに適した指標を設定し、効果

測定を行なっていることは意見６−５で述べたとおりである。   

そして、当該プロジェクトの各事業の指標の設定状況を確認した際に、研究開発型企

業を誘致する事業において、アウトプットに関する指標が設定されていないことが判明

した。研究型開発企業を誘致する事業は、（５）市外企業の立地促進事業と同じく企業立

地促進奨励金制度を活用する事業であるが、研究型開発企業にはさらに２つの奨励金制

度が設けられているため、他の業種の企業に比べて誘致の条件が優遇されている点が異
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なっている。 

そのため、対象とする企業が限定され、市として特に重視する事業であることから、

効果測定を別個に設けられているのであるが、現在公表された指標では、当該事業にお

ける効果測定が一部行われていない状況にある。さらに、目標によれば誘致が見込まれ

る企業は４年間で１社とハードルが高いことから、必要以上の活動が行われていないか

を年度途中でも客観的に確認し、日々のアウトプットがどれだけ行われたか適切に把握

することが重要である。 

そこで、企業立地促進奨励金制度に関する研究設備等の企業に対する活動とその効果

を明確にするため、市では産業・観光振興ビジョンに向けて変更検討中とのことである

が、アウトプットの指標としては以下のとおりとすることが考えられるので、検討され

たい。 

 

目標 市職員の企業訪問により、研究開発型企業向けの企業立地促進奨励金

制度を認知向上させること 

指標 市職員の企業訪問により、研究開発型企業向けの企業立地促進奨励金

制度を説明した企業への訪問数 

数値 市職員の企業訪問数のうち、企業に研究開発型企業向けの企業立地促

進奨励金制度を説明した訪問数  

評価基準 経済動向や企業動向を勘案して設定する 

 

また、意見６−３、６−５にあるように、指定事業者数だけでは、当該事業の主目的で

ある将来の税収増加を評価する指標及びコストを抑えて税収増加を実現したかを評価す

る指標が設定されていない点が問題である。 

したがって、本来のアウトカム指標としては、以下のとおりとなる。 

 

目標 企業立地促進奨励金制度の要件を満たした研究開発型企業に対して指

定を行い、将来の税収を増加させること 

また、税収増加に際しては、必要なコストは費やすと同時に出来るだ

け低コストで行うこと 

指標 研究開発型企業を対象にした以下３点 

・企業立地促進条例に基づく事業者指定数 

・将来の税収増加額 

・指定事業者からの税収と要したコストのバランス 

数値 ・企業立地促進条例に基づく事業者指定数 

・今後 10年間で増加する税収の見込額 

・事業者が納税開始するまでに要したコストを将来税収増加額により
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除した割合 

評価基準 経済動向や企業動向を勘案して設定する 

 

（７）インプット、アウトプット、アウトカムの設定状況について 

① 現状 

所管課の評価指標について、本項で取り上げる事業と各指標及び結果・意見の番号の

関係の表を以下に記載する。 

 

 

 

制度名
対象となる

企業
事業内容

予算の記載単位
（インプット指標）

アウトプット指標 アウトカム指標
報告書の項目番号
と結果・意見の番号

◯ あり あり

予算 市職員の企業訪問数 補助金交付件数

1,500万円
（但し数値が他事業分

を含む）：※２
※２：意見６−２

◯ あり あり

予算 市職員の企業訪問数
奨励金制度にかかる

指定事業者数

2億284万円
（但し数値が他事業分

を含む）：※３
（但し数値が市外企
業分を含む）：※３

（市内企業、市外
企業、研究開発型
企業の内訳は公表

なし）

あり
奨励金制度にかかる

指定事業者数
（但し数値が市内企
業分を含む）：※５

あり 報告書（6）

研究開発型企業の
指定事業者数：※６

あり

ワンストップ相談の回数

（但し目標数の設定な
し）：※１

※１：意見６−１

あり

金融機関等との土地活
用の情報交換の回数

※４：意見６−４

※５：意見６−５

※６：意見６−７

報告書（1）

報告書（4）

報告書（2）

報告書（3）

※３：意見６−３

報告書（5）

なし
市役所窓口
に相談に来

た企業

企業立地相談におけ
る庁内窓口のワンストッ

プ化
予算0円 なし：※１

なし
金融機関、
不動産業者

金融機関等との情報
交流及びネットワーク

づくり
予算0円 なし：※４

― なし：※５

研究開発型
企業（市内
企業、市外
企業、両方
が対象）

企業の研究所等の新
増設等を奨励すること
で、研究開発型企業
の集積を誘導する

― なし：※６

企業定着促
進補助金

既存企業
（市内企業）

企業が行う防音等工
事に補助を行い、住工
混在地域の騒音他の

問題をなくす

企業立地促
進奨励金制

度

既存企業
（市内企業）

既存事業所の増設、
建替等を奨励すること
で企業定着を促進す

る

市外企業
事業所新設を奨励す
ることにより、市外から
新たな企業を誘致する
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② 各事業の設定条件に対応したインプット、アウトプット、アウトカムを設定した

場合 

太文字は、①から変更を加えた箇所である。 

 

 

制度名
対象となる

企業
事業内容

予算の記載単位
（＝インプット指標）

アウトプット指標 アウトカム指標
報告書の項目番号
と結果・意見の番号

あり あり あり

予算 市職員の企業訪問数 補助金交付件数

***万円
→当該補助金の対象
の市内企業に説明し

た数：※２
※２：意見６−２

あり あり あり

予算 市職員の企業訪問数
奨励金制度にかかる

指定事業者数

***万円
→当該奨励金の対象
の市内企業に説明し

た数：※３
→市内企業のみ：※３

→市内企業のみ
将来の税収増加額：

※３

指定事業者からによ
る税収と要したコスト
のバランス（市内企

業のみ）：※３

あり あり あり

予算 市職員の企業訪問数
奨励金制度にかかる

指定事業者数

***万円
→当該奨励金の対象
の市外企業に説明し

た数：※５
→市外企業のみ：※５

→市外企業のみ
将来の税収増加額：

※５

指定事業者からによ
る税収と要したコスト
のバランス（市外企

業のみ）：※５

あり あり あり

予算 市職員の企業訪問数
研究開発型企業の指

定事業者数

***万円
→当該奨励金の対象
の研究開発型企業に
説明した数：※６

→研究開発型企業
のみ

将来の税収増加額：
※６

指定事業者からの税
収と要したコストのバ
ランス（研究開発型
企業のみ）：※６

あり あり 報告書（1）

ワンストップ相談を実
施した比率

相談した企業の満足
度：※１

※１ ※１：意見６−１

あり あり 報告書（4）

※６：意見６−７

※４：意見６−４
金融機関等との土地
活用の情報交換の回

数

得られた情報の活用
度：※４

報告書（2）

報告書（3）

※３：意見６−３

報告書（5）

※５：意見６−５

報告書（6）

なし
市役所窓口
に相談に来
た企業

企業立地相談におけ
る庁内窓口のワンストッ

プ化
予算0円

なし
金融機関、
不動産業者

金融機関等との情報
交流及びネットワーク

づくり
予算0円

企業定着促
進補助金

既存企業
（市内企業）

企業が行う防音等工
事に補助を行い、住工
混在地域の騒音他の

問題をなくす

企業立地促
進奨励金制

度

既存企業
（市内企業）

既存事業所の増設、
建替等を奨励すること
で企業定着を促進す

る

市外企業
事業所新設を奨励す
ることにより、市外から
新たな企業を誘致する

研究開発型
企業（市内
企業、市外
企業、両方
が対象）

企業の研究所等の新
増設等を奨励すること
で、研究開発型企業
の集積を誘導する
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③ 監査の結果及び意見 

ア．インプット、アウトプット、アウトカムの設定に事業間の統一性がないことにつ

いて（意見６－８） 

市の設定するインプット、アウトプット、アウトカムの設定について、その全体像は

前述①のとおりであるが、事業間の統一性がない状態にある。たとえば、企業立地促進

奨励金の制度にかかる事業は対象企業を市内企業、市外企業、研究開発型企業（市内・

市外を問わない）、の３つに分けて３つの事業と設定しているが、以下の課題がある。 

 

・インプットは１つ目の事業に予算全額が記載されるのみで、３つの内訳は明記されて

いない。また２つ目３つ目の事業は予算の金額は「−」とあり、予算がない場合の表記

と同じである。 

・アウトプットは設定されている事業が１つ、設定されていない事業が２つあり、後者

に対してアウトプット設定がなされない理由が不明である。 

・アウトカムはその事業の対象企業における指定事業者数を集計したものが１事業、残

りの２事業のアウトカムは２事業の指定事業者数を合算した数字のみで集計されてい

る。また内訳も明記されていない。 

 

以上のような、統一性に欠く指標の設定を行っている。この状況では、 

・事業間の効果測定が統一性のない方法で行われ、適切な評価が行えないこと 

・事業の設定条件に対応しないインプット、アウトプット、アウトカムの指標設定と実

績集計を行うことは、指標設定と実績集計を恣意的に行えうると受け止められる余地

を生むこと 

 

になり、市が発信する情報に対する信頼性を低下させる懸念がある。 

以上より、事業の設定条件に対応したインプット、アウトプット、アウトカムの設定

を行うことが必要である。 
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７．中心市街地活性化基本計画関連事業 

（１）公園でのイベントの開催 

① 事業の概要 

項目 摘要 

事業内容 ・指定管理者が主体となって安満遺跡公園にて集客を見込むイベ

ントを開催する。 

・平成 31年の一次開園時には、全天候型「子どもの遊び施設」・

パークセンター及び高槻子ども未来館を開設した。 

・連携した取組み等を行うことで、子育て層などの来街を促進し、

中心市街地への来街機会の創出につなげていく。 

令和元年度の事業別予

算及び決算と財源 

【歴史にぎわい推進課・文化財課】予算額 43,906千円、41,240

千円 

【財源】一般財源 

令和元年度の決算額の

主な内訳 

報償費９千円、旅費 48千円、需用費 119千円、役務費 59千円、

委託料 41,005千円 

令和元年度の支出額の

主な内訳 

【委託料】 

契約名：安満遺跡公園の管理に関する基本協定 

指定管理者：安満遺跡公園パートナーズ 

指定管理料：41,005 千円（決算額） 

指定管理期間：平成 31年３月 23日～令和 11年３月 31日 

指定管理者の選定方法：公募型プロポーザル方式を経て選定。利

用料金制 

令和元年度の主な取組

実績と成果 

・指定管理者や他団体による多彩なイベントを実施または誘致

し、多数の来園があった。 

特記事項 なし 

 

② 評価指標と事業の進捗等の概要（参考情報） 

項目 摘要 

目標（平成 31～） ・目標設定なし。なお、来園者数は算定方法を現在、市において

精査中であり、公表の時期・手法も未定である。 

実績件数及び進捗率 ・イベント数 136件、来園者数は算定方法を現在、市において精

査中であることから、記載していない。 

評価 ・開業当初の４月及び５月は多くの来場者数が訪れたが、冬場に

来場者数が減少、３月には新型コロナウイルスの影響によりイベ

ント中止が相次いだこともあって、来場者が減少した。 

現状の課題 ・指定管理者以外からの持ち込みによるイベントが少なくなる冬
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場などに指定管理者が独自イベントを実施するなどして、年間を

通してイベントを実施することが課題である。 

 

【公園におけるイベント数の推移（令和元年度）】 

 
 月 イベント数 

４月 ８件 

５月 17件 

６月 11件 

７月 ８件 

８月 13件 

９月 10件 

10月 14件 

11月 19件 

12月 17件 

１月 10件 

２月 ９件 

３月 ０件（新型コロナウイルスによる影響） 

合計 136件 

今後の方向性 ・全面開園後は広大な園地を活用し、より大きなイベント等の実

施又は誘致に取り組む。 

・指定管理者及び民間事業者と連携・協力しながら、公園の魅力

向上に取り組む。 

・特に真夏と冬場には民間事業者等からのイベントの持込みが減

少するが、この時期に指定管理者による独自イベントの開催を増

やすなど年間を通じたイベント開催を図る。 

担当課 歴史にぎわい推進課・文化財課 

主な連携先 指定管理者 

 （注）「中活計画」における事業については、「産業振興ビジョン」の実施計画のような

「②評価指標と事業の進捗等の概要」における項目の記載がない。そこで、「産業振興ビ

ジョン」のプロジェクトとの記載内容の統一を図るため、本事業は「産業振興ビジョン」

の実施計画における各プロジェクトに準じて、参考情報として記載している。以下の事

業も同様とする。 
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③ 監査の結果及び意見 

ア．有料施設の予約状況の公表について（意見７－１） 

安満遺跡公園内のボーネルンドパークセンターには、多目的室（２室）のほか、ダンス

等ができるスタジオや工作・調理室といった有料施設があり、利用希望者は、有料施設利

用予約を行うことが必要となる。有料施設利用予約について、有料施設の利用希望者は、

ボーネルンドパークセンターの窓口に直接赴いて利用予約の申込みを行うこととされて

いる。この点、利用を希望している日に既に予約があるかどうかについては、有料施設の

利用希望者が窓口に直接又は電話で問い合わせることにより確認することになっており、

予約の利便性に課題がある。 

実際に安満遺跡公園の利用者アンケートでは、有料施設の予約状況について安満遺跡公

園のホームページを通じて確認できるようにしてほしいという要望も見られる。そのため、

有料施設の予約状況のホームページによる公表は利用希望者の利便性向上につながり、ひ

いては安満遺跡公園の利用促進につながると考えられる。 

以上のことから、安満遺跡公園の利用促進のため、有料施設の予約状況についてホーム

ページにおける公表を検討されたい。 

 

イ．有料施設の幅広い利用促進のためのＰＲと利用方法について（意見７－２） 

前述の通り、有料施設利用予約について、有料施設の利用希望者は、ボーネルンドパ

ークセンターの窓口に直接赴いて利用予約の申込みを行うこととされているが、利用予

約は利用希望日の６か月前から利用の申込みが開始される。また、利用申込みは、先着

順によって受け付けられる。有料施設の利用状況について資料の閲覧等を行ったところ、

一次開園から一年以上が経過し、利用が多い時間帯と少ない時間帯があることや有料施

設の利用者が固定化しつつあることが分かってきた。 

このように、一次開園からまだ日数の経過が浅く、当該施設の利用時間や利用者への

認知度には少しばらつきがあり、同施設の利用についてバランスを図るにはまだまだ向

上の余地がある。そのため、幅広い市民・団体等によって、また、幅広い時間帯で施設

が有効活用されるよう、更なる周知ＰＲや利用方法の工夫を検討されたい。 
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（２）民間活力による公園の魅力向上 

① 事業の概要 

項目 摘要 

事業内容 ・安満遺跡公園の運営に民間事業者のノウハウやアイデア等の民

間活力を積極的に導入する。 

・公募による指定管理者や民間店舗の誘致等による民間活力を積

極的に導入することで、来園者に対して魅力的なサービスを提供

し、中心市街地への来街機会の創出につなげていく。 

令和元年度の事業別予

算及び決算と財源 

（１）公園でのイベントの開催事業と共通であり、別途の予算等

なし 

令和元年度の決算額の

主な内訳 

令和元年度の支出額の

主な内訳 

令和元年度の主な取組

実績と成果 

・一次開園エリアにおいて、指定管理者による公園運営及び２事

業者による店舗営業を実施した。 

・二次開園エリアに出店する店舗事業者を新たに決定した。 

特記事項 なし 

 

② 評価指標と事業の進捗等の概要（参考情報） 

項目 摘要 

目標 29年 （１）公園でのイベントの開催事業と共通であり、本事業単独で

の成果指標なし 実績件数及び進捗率 

評価 

現状の課題 

今後の方向性 

担当課 歴史にぎわい推進課 

主な連携先 指定管理者・民間事業者 

 

③ 監査の結果及び意見 

ア．市との共同での防災訓練の実施について（意見７－３） 

安満遺跡公園は、市の広域避難地である防災公園としての性格も有しており、大規模火

災が発生し、人命に著しい被害を及ぼすと予測される場合の一時的な避難場所としての役

割を担っている。 

また、指定管理者は、近隣で大規模火災が発生した場合には、現場において避難誘導を

行う役割が「安満遺跡公園の管理に関する基本協定」においても明記されているとともに、
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指定管理に係る仕様書においては、当該避難誘導の実施に関し、市に協力することが指定

管理者に求められている。 

防災公園における平常時における訓練等の必要性については、国土交通省国土技術政策

総合研究所「防災公園の計画・設計・管理運営ガイドライン」によると、災害時に公園を

使用するために平常時からの訓練やＰＲが必要であるとされており、地方自治体が主催し

て行う防災訓練が一般的であるが、公園管理者においても積極的に参加するなどが必要と

されている。この点、安満遺跡公園近隣で大規模火災が発生し、防災公園として利用され

ることを想定した上での避難訓練は監査実施時点では実施されていなかった。 

乳幼児を含む家族連れの利用者も多く、また、イベントで多数の集客を行っている安満

遺跡公園においては、特に近隣での大規模火災発生時の混乱も想定される。そのため、近

隣で大規模火災が発生した場合に、確実に防災公園としての役割を果たすためには、市は

関係各課が連携して防災訓練等を実施する際に、当該防災訓練に指定管理者の協力を求め

られたい。 

 

イ．安満遺跡公園からの他の市内商店、観光への誘導について（意見７－４） 

安満遺跡公園は子育て世帯を中心に市内・市外を問わず、多くの来場者がある。市の産

業振興及び観光振興の観点からはこの来場者をいかに市内の商業販売額の増加につなげ

るかが重要となる。 

しかし、安満遺跡公園へのアクセスについては市内各所での安満遺跡公園の案内表示の

設置などにより整備されたが、安満遺跡公園から他の市内商店、観光への誘導を行う案内

等は見受けられなかった。 

安満遺跡公園から他の市内商店、観光への誘導に関しては、以下の事項について検討の

余地があると考えられる。 

 

・安満遺跡公園内での他の市内商店、観光の案内、広告が見られない（市と指定管理者

との協議によって、公園に関わる内容以外の案内は設置しないこととされている）。 

・一次開園当初は公園内で市内商店街が飲食店などを臨時出店し、魅力を発信していた

が、それ以降は市内商店街等との連携はあまり行われていない。 

・安満遺跡公園付近からの回遊バスなどがなく、市内から他の市内商店、観光地への動

線が未整備である。 

 

特に、市内にはアクセスが悪くても行きたいほどの魅力のある商店等もあり、その商店

等の存在を知らせ、魅力を発信することは費用が小さくても効果は期待される。安満遺跡

公園からの他の市内商店、観光への誘導方法について、商店街や市の他の所管課などと積

極的に連携し、検討されたい。 
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（３）市民フェスタ高槻まつりの開催 

① 事業の概要 

項目 摘要 

事業内容 ・市民が高槻のまちに対する関心と愛着を高め、市民意識の高揚

を目的に市民が主体となり、８月第１週目の土曜日・日曜日の２

日間にわたり開催される市民フェスタ高槻まつりについて、主催

の高槻まつり振興会に補助を行う。 

・市役所周辺を会場とし、高槻音頭に合わせたおどりやパレード、

高槻ウェーブなどの練り歩きがある一方で、市民団体により夜店

を展開するなど、まつりを盛り上げている。 

・阪急みずき通りでは露店が出店されており、まつりの雰囲気を

盛り上げており、桃園小学校のグラウンドでは市民団体等による

夜店が出店され、多くの来場者を集めている。また、市役所生涯

学習センターでは市民出演者によるステージパフォーマンスが

行われており、来場者を楽しませている。 

令和元年度の事業別予

算及び決算と財源 

【コミュニティ推進室】予算額 18,651千円、決算額 18,193千円 

【財源】一般財源 

令和元年度の決算額の

主な内訳 

消耗品費：960千円、役務費：242千円、使用料及び賃借料：1,291

千円、補助金：15,700千円 

令和元年度の支出額の

主な内訳 

【補助金】 

補助金名：高槻まつり振興事業補助金 

補助金額：15,700千円 

補助金の対象経費：企画会場費、広報費、警備費 

補助金の算定方法：対象経費を市に申請し、承認を受けて決定 

令和元年度の主な取組

実績と成果 

・例年の高槻まつりのプログラムで会場の雰囲気を盛り上げた。

加えて、高槻まつり開催 50年を記念したスペシャルパレードが

開催された。 

特記事項 なし 

 

② 評価指標と事業の進捗等の概要（参考情報） 

項目 摘要 

目標（平成 29～令和２） ・「中活計画」では本事業に係る個別の評価指標は設定されてい

ないが、別途、市民フェスタ高槻まつりの開催に係る個別の事務

事業評価において、以下のとおり、来場者数を目標として設定し

ている。 
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平成 29 年度 180,000人 

平成 30 年度 180,000人 

令和元年度  180,000人 

令和２年度  150,000人 

実績件数及び進捗率 来場者数 150,000人（令和元年度） 

評価 令和元年度実績値が高槻まつりを安全かつ円滑に開催できる上

限であるため、令和２年度は目標値の見直しを行った。 

現状の課題 ・警察の指導のもと、安全管理の観点から雑踏や会場周辺の住宅

街などの警備を徹底しているが、毎年さらなる強化を求められて

いる。 

・警備に係る人件費や、その他企画等で発生する費用が増加傾向

にある。今後も同等規模のまつりを開催するには、安定的な財源

の確保が必要である。 

今後の方向性 ・健全な財源運用に努め、安全な市民フェスタ高槻まつりを実施

する。 

担当課 コミュニティ推進室 

主な連携先 高槻まつり振興会 

 

③ 監査の結果及び意見 

ア．高槻まつり振興会の源泉徴収の要否について（意見７－５） 

高槻まつり振興会は、高槻まつりの主催団体として高槻まつりの実施に係る業務を行っ

ている。また、市は、高槻まつり振興事業補助金を通じて、高槻まつりの実施に係る事業

費の一部を補助している。具体的な補助対象は、高槻まつりの主催である高槻まつり振興

会が支出する企画会場費、広報費、使用料及び手数料、警備費など補助対象経費とされて

おり、給与については補助対象経費外である。補助金の執行状況については、補助事業完

了後に市のコミュニティ推進室が実績報告書及び領収書等を精査し、確認を行っている。 

本来であれば、高槻まつり振興会は、補助対象経費外であるものの、所得税法第６条等

において会社や個人が人を雇って給与を支払った場合には、その支払の都度支払金額に応

じた所得税及び復興特別所得税を差し引く必要がある。すなわち、当該所得税及び復興特

別所得税を原則として、給与を支払った月の翌月の 10日までに税務署に納めなければな

らない。また、この源泉徴収の義務のある者は、法人や個人事業主だけではなく、給与の

支払いを行う人格のない社団・財団等も含むとされている。 

しかし、高槻まつり振興会から市に提出された補助対象外経費を含む領収証等の記録を

閲覧したところ、所得税法第６条等に基づき、その支払の都度、支払金額に応じた所得税

及び復興特別所得税源泉徴収を行い、税務署へ納付する義務があるものの、高槻まつり振

興会において源泉徴収されていない可能性のある給与の支払記録が見られた。 
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当該給与は補助対象外の経費ではあるが、コンプライアンスの観点及び市民にとって重

要なイベントである高槻まつりをより安定的に行うために、市は高槻まつり振興会が源泉

徴収の要否を税務署に確認し、必要な対応を図るなど高槻まつり振興会に法令順守の徹底

を促されたい。 

 

（４）中心市街地の車両流入抑制（駐車場のあり方） 

① 事業の概要 

項目 摘要 

事業内容 ・高槻市都市計画マスタープランに基づき、安全・安心で分かり

やすい歩行者空間の確保や車両流入の抑制により、快適に回遊す

ることができるゆとりやうるおいのある空間づくりをめざす。 

・歩行者優先の道路空間を実現し、中心市街地を歩いて回りやす

いエリアにしていくための駐車場のあり方を検討する。 

・特定路線での違法駐車車両への啓発を行う。 

・あり方検討の実施主体は「市」であり、啓発の実施主体は「民

間」に委託している。 

令和元年度の事業別予

算及び決算と財源 

【管理課】予算額 5,947千円、決算額 5,943千円 

【財源】一般財源 

令和元年度の決算額の

主な内訳 

委託料 5,943 千円 

令和元年度の支出額の

主な内訳 

【委託料】 

契約名：高槻市違法駐車等防止活動業務委託 

契約先：三島警備保障株式会社 

契約期間：平成 31年４月１日～令和２年３月 31日 

契約額：5,943千円 

契約方法：指名競争入札（市の入札参加資格を有する業者から警

備会社等を指名） 

令和元年度の主な取組

実績と成果 

・駐車監視員の活動と連携した啓発活動の実施 

・市営駐車場周辺における駐車状況実態調査の実施 

・市営駐車場の統廃合等に係る在り方検討 

特記事項 なし 

 

② 評価指標と事業の進捗等の概要 

項目 摘要 

目標（平成 29～令和２） 評価指標の設定なし 

実績件数及び進捗率 
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評価 

現状の課題 

今後の方向性 

担当課 管理課 

主な連携先 － 

 

③ 監査の結果及び意見 

ア．目指すべき成果指標の設定とそれを達成する委託業務の発注方法について（意見

７－６） 

本事業においては、「高槻市違法駐車等防止活動業務委託」として外部委託を行い、道

路に駐停車している自動車の運転手に啓発を行う防止指導員を市内一部道路に配置して

いる。また、市では、自転車の車道走行を推進しており、その一環として、本事業におい

て自転車が歩道ではなく、車道を走行しやすくするために自動車が道路に駐停車すること

を防止する試みを行っている。なお、本事業の成果指標は明確に定められていない。 

本事業の目指すべき成果の例としては、究極的には自動車が道路に駐停車することがな

くなることであり、口頭啓発や警告数がゼロになることが考えられる。一方、業務の受託

者としては自動車が道路に駐停車することがなくなることは業務がなくなることを意味

し、業務の究極的な成果と業務受託者のインセンティブが矛盾する可能性が懸念される。 

また、本事業は、自動車が道路に駐停車することがなくなり、自転車が歩道ではなく、

車道を走行するように目指すことが望まれるが、防止指導員による啓発を行うことを仕様

とした外部委託では限界がある。この点、民間の創意工夫を活かし、事業の本来の成果を

達成することを促す仕組みとして成果連動型民間委託契約方式（PFS：Pay For Success）

という発注方法が内閣府から推奨されている。 

成果連動型民間委託契約方式と従来の委託スキームの違いは以下のとおりであり、成果

連動型民間委託契約方式の導入によって、民間事業者のノウハウが積極的に活用されるこ

とや、民間事業者による柔軟かつ、細かいサービスが提供されることで、高い成果があげ

られることが期待される。 

 

（図表 44 成果連動型民間委託契約方式と従来の委託スキームの違い） 

成果連動型民間委託

契約方式 

地方公共団体等が民間事業者に業務委託する際に、その委託料等

が、事業の成果指標の改善状況に連動するという契約を行う。ま

た、その際、事業の実施手法について、民間事業者に一定の裁量

を持たせるような委託等の契約を行う。 

従来の委託スキーム 業務を受託した民間事業者は当該仕様に則り業務を実施すれば成

果にかかわらず、予め定めた委託料が支払われる 

（出所：内閣府ホームページを参考に監査人が作成） 
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本事業を成果連動型民間委託契約方式に当てはめるとすると、自動車が道路に駐停車す

ることがなくなり、その結果、自転車が歩道ではなく車道を走行するようになることなど

が本事業における成果と考えられることから、これに関連した成果指標を事業者と協議の

上で設定し、それを達成するための実施事項は業者の創意工夫に委ねることが考えられる。 

また、成果連動型民間委託契約方式の一手法であるが、民間企業や市民などから出資金

等を募るなど民間資金を活用するソーシャル・インパクト・ボンド（SIB）を採用するこ

とも考えられる。SIB の先行事例を見ると、東近江市では SIBとして東近江三方よし基金

を設立し、市民からも資金を募ることによって、民間一社が投資するのではなく、できる

だけ多くの市民・企業に資金提供してもらうことで課題の共有やまちづくりへの当事者性

を呼び起こすことを目指した。そして、サービスを受ける側である市民が同時に当該サー

ビスに係る出資者にもなり、市民を巻き込んだ事業として、事業のより高い成果につなげ

ている。 

 

（図表 45 東近江における SIB） 

項目 これまで 今回 

東近江市役所の

関わり 

・行政が補助金として採択

団体に支出 

・行政としてお金をいかに

使ったかを重点チェック 

・補助金は当初想定の成果がでたら支出 

・お金の使い方よりも、中間支援団体と

連携しながら成果がでるようにサポー

ト 

市民の関わり ・サービスを受ける側とし

ての関わりのみ 

・応援したい事業に市民が出資 →成果

がでたら利子＋元本償還（成果がでなけ

れば返還されず） 

・サービスの受け手としてだけでなく出

資者として団体の応援団になってくれ

る（温かくも厳しい存在） 

支援団体の関わ

り（三方よし基

金、株式会社プラ

スソーシャルイ

ンベストメント） 

・行政事業のため行政から

委託された範囲内でのサポ

ート 

・行政・団体との連携で、資金調達、成

果を出すために必要なサポートが可能

に。 

（出所：一般財団法人東近江三方よし基金事務局「東近江三方良し基金設立と東近江市版

SIB を通じる行政の変革」） 

 

以上のとおり、市は目指すべき成果指標の設定とそれを達成する委託業務の発注方法に

ついて、市民を巻き込む SIB を含んだ成果連動型民間委託契約方式など、効果的な手法を

広く検討されたい。 
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（５）高齢者への市営バス無料乗車証の配布 

① 事業の概要 

項目 摘要 

事業内容 ・70歳以上で申請があった市民に対して、市営バス高齢者無料乗

車券（ＩＣカード）を交付する。 

令和元年度の事業別予

算及び決算と財源 

【長寿介護課】予算額 605,105千円、決算額 603,929千円 

【財源】一般財源 

令和元年度の決算額の

主な内訳 

需用費：130千円、役務費：811千円、委託料：346千円、負担金

補助及び交付金：602,642千円 

令和元年度の支出額の

主な内訳 

【補助金】 

補助金名：高齢者に係る高槻市自動車運送事業会計に対する補助

金 

補助金額：600,000千円 

補助金の対象経費：70歳以上の者に係る市バス乗車運賃の一部を

補助 

補助金の算定方法：運賃額（220円又は 160円）×対象者数×96%

×0.45 回×１÷２×年間日数 

令和元年度の主な取組

実績と成果 

・70歳以上で申請があった市民に対して、市営バス高齢者無料乗

車券（ＩＣカード）を交付した。 

特記事項 ・令和３年度以降、無料とする対象者 75歳以上とし、70歳から

74歳までは１回 100円とするなど制度改正を予定している。 

 

② 評価指標と事業の進捗等の概要 

項目 摘要 

目標（平成 29～令和２） 評価指標の設定なし。なお、無料乗車券でのバス利用者数は IC

カード化により把握できるため、今後目標設定が可能となる。 実績件数及び進捗率 

評価 

現状の課題 

今後の方向性 ・今後、令和３年度の制度改正に向けて周知等に取り組んでいく。 

担当課 長寿介護課 

主な連携先 － 
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③ 監査の結果及び意見 

ア．乗車券不正利用防止への取組みについて（意見７－７） 

乗車券は、70歳の誕生日を迎えた市民全員へ乗車券の交付申請書が郵送され、申請希

望者が申請書を郵便局に持参することによって受け取ることができる。そして、乗車券の

受領後には市民は乗車券を市営バスの乗務員に提示することによって無料で乗車できる。 

また、乗車券の利用者は当該乗車券の所有者本人であることに限られており、乗車券の

裏面には「不正に使用された場合は無効として回収し、以後再交付しません」という文言

などの注意書きを確認し、署名を付することとされている。つまり、乗車券が不正利用さ

れた場合には、市は不正に使用された乗車券を無効として回収することとなっている。 

この点、市担当者に確認したところ、不正利用を確認した場合は市へ報告することにな

っているが、過去に不正利用の報告を受けたことはなく、無効として回収した例はないと

の回答を得た。 

過去の不正利用の有無は定かではないが、公正公平な市営バス運営の推進に加えて、今

後の不正利用防止の充実の観点から、不正利用は無効として回収されるかもしれないとい

う意識づけを利用者に行うためにも、実際に不正利用があった場合には無効として乗車券

を回収することを実施されたい。 

 

イ．中心市街地活性化計画との関連性について（意見７－８） 

本事業は「中活計画」における１つの事業として位置づけられている。しかし、本事業

の主な目的は高齢者の外出の機会を増やし、健康年齢を伸ばし、ひいては介護費等の抑制

を図ることである。 

「中活計画」の中に位置づけるのであれば、乗車券配布の対象を高齢者に絞ることの是

非や高齢者以外にも対象を広げた場合の費用対効果の検討などを踏まえて、中心市街地の

活性化により寄与する事業とすることになるが、本事業は長寿介護課が所管している介護

費等の抑制が目的の事業であり、高齢者以外に乗車券を交付することは検討対象外となっ

ている。 

これは、本事業が「中活計画」との関連性が薄いにもかかわらず、「中活計画」におけ

る１つの事業として位置づけられていることを原因としており、「中活計画」との関連性

を再検討され、それでも必要であれば中心市街地の活性化という観点からより効果的な事

業を検討されたい。 

また、あわせて、今後はＩＣカード無料乗車券でのバス利用者数が把握できるため、現

在、市において策定中の「産業・観光振興ビジョン」の一事業として位置付けるのであれ

ば、無料乗車券によるバス利用者数など産業・観光振興に寄与する成果指標を選定の上で

目標設定を検討されたい。 
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Ⅴ おわりに 

 
私は、平成 30年度から令和２年度（本年度）までの３年間、市の包括外部監査人を務め

ましたが、監査の対象とした市の所管課その他関係者の皆様には、ヒアリングや情報提供

など、迅速かつ適切にご協力いただいたことに感謝いたします。このたび、３年間の包括

外部監査人としての業務を終えるに際し、いくつかの所見を述べさせていただきます。市

の行政経営の参考にしていただければ幸いです。 

まず、この３年間にわたり一貫して述べてきたことは、より一層の多様な公民連携手法

の活用です。人口減少、少子高齢化社会を迎えて、多様化する市民の行政サービスの要請

に対して、市は限られた財源の下、市のリソースを効率的に配分することは言うまでもあ

りません。しかし、市は職員数を削減している中で、すべての事業を自前で行うのは困難

であり、限界があることも否めない一方、施策や事業について多くの成果を求められます。 

市は不足しているリソースを補完する上で、民間活力を上手く活用することは今後多く

の局面で求められるものと考えられ、施策や事業に応じて多様な公民連携手法を積極的に

適用し、より一層の成果を出すことを期待したいと思います。 

次に、庁内の横断的な連携体制の見える化とその運用です。市の施策や事業を効果的に

実施するには、部局や所管課単独ではその成果を上げることが難しく、全庁的な連携体制

を敷いて進める必要があることが少なくありません。しかし、ヒアリングを通じてわかっ

たことは庁内の横断的な連携体制はあるものの、それが実務上、充分に機能しているのか

疑義を感じることがあり、そのことは令和元年度及び２年度の総論でも記載しています。 

組織である以上、公民を問わず縦割組織の弊害はどこでも言われるところですが、逆に

言えば、庁内の横断的な連携体制の仕組みだけでなくその実質的な運用ができれば、シナ

ジー効果が期待できるところでもあります。市民の行政サービスに対する満足度を上げる

ために、どう庁内の横断的な連携を進めていけば良いか、それが市民にも見える化できる

ことを期待したいと思います。 

最後に、市の措置対応です。各年度に選定した特定の事件（テーマ）において、監査対

象となった事業において、把握した課題に対する対応策を個別意見または全般意見として

提案しましたが、これまでその措置は各所管課の単位で行われており、市全体としての対

応につながらない可能性がありました。また、包括外部監査における監査の結果及び意見

は通常、個別の事務事業に対するものですが、それは当該所管課だけでなく、他の所管課

にも共通することもあります。 

その場合、市が措置を講じる際には、案件により全庁的な観点からも検討し、組織全体

として課題に対する対応策を検討し、市の組織全体のガバナンス改革に活用されることを

期待して、３年間の包括外部監査の結びといたします。 

 

以 上 


	Ⅰ 包括外部監査の概要
	１．外部監査の種類
	２．選定した特定の事件（テーマ）
	３．特定の事件（テーマ）を選定した理由
	４．監査対象年度
	５．監査の方法
	（１）監査の実施期間
	（２）補助者
	（３）監査の実施方法
	（４）監査報告書作成上の共通事項

	６．利害関係

	Ⅱ 監査対象の概要
	１．高槻市産業振興ビジョン及び実施計画の概要
	２．高槻市観光振興計画及び実施計画の概要
	３．高槻市中心市街地活性化基本計画の概要
	４．高槻市産業振興ビジョン、高槻市観光振興計画、高槻市中心市街地活性化基本計画の関係
	５．産業振興及び観光振興に関する財務事務を所管する部局の概要
	（１）産業振興課
	（２）観光シティセールス課

	６．監査対象事業及び予算の概要
	（１）産業都市プロモーションプロジェクト
	（２）商業にぎわいまちづくりプロジェクト
	（３）起業家育成・経営力強化プロジェクト
	（４）観光集客まちづくりプロジェクト
	（５）ものづくり企業高度化支援プロジェクト
	（６）企業定着・誘致推進プロジェクト
	（７）中心市街地活性化基本計画関連事業


	Ⅲ 監査の結果及び意見（総論）
	１．監査の結果及び意見の総括
	（１）産業振興及び観光振興事業の実効性がある所管課の連携体制等と公民連携手法の拡大について（全般意見１）
	（２）産業振興及び観光振興を効果的に推進するパートナーシップ強化について（全般意見２）
	（３）高槻市産業・観光振興ビジョンにおける成果志向の評価指標について（全般意見３）

	２．個別の監査の結果及び意見のまとめ

	Ⅳ 監査の結果及び意見（各論）
	１．産業都市プロモーションプロジェクト
	（１）庁内・外との連携によるシティセールス
	（２）地元製品・サービスの発掘・発信
	（３）産業・ビジネスイベントへの参加促進
	（４）産業教育の推進
	（５）海外マーケット開拓に関する情報提供

	２．商業にぎわいまちづくりプロジェクト
	（１）「エリアマネジメント」の実施主体の支援
	（２）商店街の振興支援（基盤施設、組織強化等の団体支援）
	（３）個店の経営力強化支援

	３．起業家育成・経営力強化プロジェクト
	（１）目的別の起業・創業セミナー開催
	（２）新たな店舗や事業所の創出促進
	（３）起業・創業セミナー卒業生のフォローアップ
	（４）起業家の販路開拓
	（５）起業・創業セミナー卒業生のネットワーク化

	４．観光集客まちづくりプロジェクト
	（１）摂津峡周辺活性化の推進
	（２）宿泊施設の誘致
	（３）市外への広域的な観光情報の発信

	５．ものづくり企業高度化支援プロジェクト
	（１）ビジネスマッチングの実施
	（２）企業間交流の促進
	（３）産学マッチングの促進
	（４）工業系大学等と市内企業とのマッチング機会の創出

	６．企業定着・誘致推進プロジェクト
	（１）操業環境維持のための土地利用の誘導と企業誘致体制の強化
	（２）工場と住宅の共存
	（３）既存企業の事業所増設等の設備投資を促進
	（４）企業立地のための土地情報の収集と紹介
	（５）市外企業の立地促進
	（６）研究開発型企業の集積誘導
	（７）インプット、アウトプット、アウトカムの設定状況について

	７．中心市街地活性化基本計画関連事業
	（１）公園でのイベントの開催
	（２）民間活力による公園の魅力向上
	（３）市民フェスタ高槻まつりの開催
	（４）中心市街地の車両流入抑制（駐車場のあり方）
	（５）高齢者への市営バス無料乗車証の配布


	Ⅴ　おわりに

