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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 
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（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．産業振興及び観光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」及び「観光振興計画」に照らして、産業振

興及び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。 

・「産業振興ビジョン」及び「観光振興計画」のプロジェクトを含む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産業振興及び

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。 

・「産業振興ビジョン」及び「観光振興計画」のプロジェクトを含む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高槻商工

会議所（以下、「商工会議所」という。）、（公社）高槻市観光協会（以下、「観光協会」

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。 

・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。 

・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。 

 

イ．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。 

・「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
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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。 

・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。 

 

（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 

 

（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 

10 年 （原則 5 年で見直し） 

平成 32 年度 

10 年 

平成 28 年度 

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） 

 

 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

策定しており、「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。 
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（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 

   

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。 

 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。 

  

 （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。 
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（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。 

 

（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。 

 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」
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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）」） 

 

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、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。 
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（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

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（項

目のみ）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、7名が在籍している。 
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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。 

 

③ 業務分担 

１）庶務・課内共通業務 

庶務、産業振興審議会運営、新ビジョン策定関係、パートナーシップ強化事業 

２）企業分野 

企業訪問、創造的企業創出事業、企業立地促進事業、企業定着促進事業、固定資

産税の特例対応、地域未来投資促進法関連、社宅等整備促進事業、工場立地法届

出事務・開発協議、産業物産展示コーナー、土地利用検討、その他 

３）商業分野 

地域商業振興関係、商業団体振興補助事業、その他商業振興関係、商工会議所連

携事業、中小企業資金融資事業、起業家育成関係、創業支援関係、中心市街地活

性化推進事業、ホテル等立地促進事業 

４）労働分野 

勤労者保護啓発事業、労働相談関係、勤労者福祉共済事業、高槻地区人権推進員

企業連絡会、茨木雇用開発協会関係、障がい者雇用促進事業、就職困難者等就労

支援事業、企業面接会関係、地域職業相談事業、勤労者住宅資金融資 
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（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。 

 

③ 業務分担 

１）庶務・課内共通業務 

庶務 

２）観光分野 

観光協会補助事業、地域情報発信事業、はにたん関係業務、観光関連事業者支援

業務、摂津峡周辺活性化業務、オープンたかつき業務、試行的観光プロモーショ

ン業務、観光振興計画管理業務、新ビジョン策定関係業務 

３）定住促進プロモーション分野 

定住促進プロモーション事業 

４）ふるさと納税分野 

ふるさと寄附金事業 

 

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。そこで、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、以下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。 
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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 

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 
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（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 

（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 
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（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 

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 
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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総額は、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。

市の事業に占める比率はかなり低いが、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。 

このような状況は、市だけが特殊な状況にあるわけではなく、大阪府下の中核市とさ

ほど差はない。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、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、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。 

 

（図表７ 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。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・
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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。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。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

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 

「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、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。 

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、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、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、観光集客まちづくり

プロジェクトの摂津峡周辺活性化の推進事業では、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、関係所管課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どのような成果を出すかについて、

具体的な協議をした形跡は見当たらなかった。 

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、「産

業振興推進委員会」と「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
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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。 

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。 

 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。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、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。 
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（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。 

 

（図表８ 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。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）「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）などに記載のとおり、双方の連携が充分行われ

ていない事案が認められたことから、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、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
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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。ただ、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の強化の検討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、観光協会の外郭団体化の可能性が考えられる。

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

の対象となる「外郭団体」は、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、市からの支出合計は 46,696千円（補助金 900千円、委託料 37,696千円）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。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、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。 

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。 
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（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、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。 

 

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

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、詳細版報告書における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ので、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。 
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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」及び「頁」

は、詳細版報告書における当該項目の区分及び「頁」である。このうち、Ⅰ 包括外部監査

の概要、５．監査の方法、（３）監査の実施方法の（監査の視点）に関連して、特に重要

と思われる項目について、後述のとおり、抜粋して要約記載している。 

 

 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 
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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 

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 
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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 

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 
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（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 

（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 

ＰＲと利用方法について 

165 
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（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 

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 

ア．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 

ア．「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。だが、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おらず、「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べきである。 

一方、「たかつき土産」は全 66種類あるが、「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
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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出来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。「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。市は、「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。 

 

２．商業にぎわいまちづくりプロジェクト 

（１）商店街の振興支援（基盤施設、組織強化等の団体支援） 

ア.商業団体の組織基盤の強化への支援について（意見２－４） 

高槻市商業団体振興補助金交付要綱（以下、「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

されており、このうち、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。 

 

（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） 

 

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は、19～48、準ずるものの会

員数は 1～60と、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
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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。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、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。 

 

イ.補助対象事業のあり方について（意見２－５） 

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。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。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「地域コミュニティ形成促進事業（先進的ソフト事業）」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。 

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．起業家育成・経営力強化プロジェクト 

（１）新たな店舗や事業所の創出促進 

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。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９ 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、

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。 

 

（２）起業・創業セミナー卒業生のフォローアップ 

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。３年目以降は、原則として上記の
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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。 

 

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 

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 10「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） 
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主要観光施設利用者数については、17施設を対象としており、このうち、A（集客施設）

と B（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、12施設を対象としている。平成 26年度の基

準値は、12 施設の利用人数 92,745 人から平成 27 年度に廃業した、C（宿泊施設）52 人

と D（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。 

市では、廃業した D（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 D（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、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。 

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。 

以上のことから、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。摂津峡周辺は、市の観光振興にお
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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。 

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り、

利用人数・宿泊人数は近年、増加しているものの、市の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。 

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）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。 

 

（２）市外への広域的な観光情報の発信 

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予算及び決算における消費税の取扱いについて、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。 
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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。 

 

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 

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 11 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。 

（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
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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．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 12 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」の予算が削減され、「BC事業」の契約上の訪問社数や

ビジネスコーディネーターの年間勤務日数が減少したことから、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、令和元年度は予算が増額となり、「BC事業」の

契約上の訪問社数やビジネスコーディネーターの年間勤務日数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。 
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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。 

 

６．企業定着・誘致推進プロジェクト 

（１）工場と住宅の共存 

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。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。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。 

 

（２）市外企業の立地促進 

ア．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
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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長期

にわたる交流継続による関係づくりも重要な活動の一つである。 

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

管課の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。 

 

７．中心市街地活性化基本計画関連事業 

（１）民間活力による公園の魅力向上 

ア．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
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極的に連携し、検討されたい。 

 

（２）中心市街地の車両流入抑制（駐車場のあり方） 

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。 

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。 

本事業を成果連動型民間委託契約方式に当てはめると、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。 

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。 

 

  



49 
 

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。 
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