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平成２３年度事業の評価について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添  付 

 

 １．環境整備事業の審査及び検査について 

 ２．平成２３年度環境整備事業実施後の評価について 

 



空整協 第２０４号 

平成２４年６月２０日 

 

環境整備事業（助成事業）の審査及び検査について 

 

 「空港周辺環境整備事業助成要領」（以下「助成要領」という。）第１２条の規定に基

づく「審査」及び第１１条の規定に基づく「検査」の実施方法については以下のとおりと

する。 

参考 第１１条 協会は、事業完了後必要に応じ検査を行うものとする。 

第１２条 協会は、「事業完了報告書」の内容について審査したうえで 

「助成金確定通知書」（第６号様式）により助成申請者に助成  

金交付確定額を通知する。 

 

Ⅰ 審査について 

 

 １ 審査の方法等 

「審査」は、「事業完了報告書」等の提出された証拠書類その他の関係書類に

より協会本部で行う。 

  (必要に応じて、電話確認又は資料の提出を要求する。) 

 

 ２ 審査対象事業 

審査対象事業は、協会の助成事業の全てとする。 

 

 ３ 審査の実施時期 

「事業完了報告書」が提出された後速やかに、事業実施年度中に実施する。 

 

 ４ 審査を実施する者 

       審査は、環境整備部の職員が実施する。 

    （指名はしない。） 

 

 ５ 主な審査事項 

     「助成金確定通知書」により助成申請者に助成金交付確定額を通知する 

   ために、以下の内容を審査する。 

     (1) 助成要領の遵守状況。 

         ① 助成要領の規定は、遵守されているか。 

         ② 助成要領に規定された諸手続きは、励行されているか。 

     (2) 助成事業の実施状況。 

         ① 事業の実施内容、実施方法等は、事業計画に則っているか。 

 

 



      (3) 助成事業に係る経理処理状況 

① 予算の執行は適正に行われているか。対象外や目的外の経費に支出さ

れていないか。 

      (4) その他必要な事項 

 

Ⅱ 検査について 

 

 １ 検査の方法等 

    「検査」は、助成申請者の事務所等において行う。 

 

 ２ 検査対象事業 

検査対象事業は、協会の助成事業の全てとする。 

ただし、関係自治体の数が多い空港については、複数年度で一巡する体    

制を策定することとし、この場合、同一年度に実施する自治体の数を絞るこ   

とができることとする。 

 

 ３ 検査の実施時期 

       検査の実施時期は、原則として事業が完了した翌年度とする。 

       必要があれば、翌年度以降に実施することができる。 

 

 ４ 検査を実施する者 

検査は、職員（事務所を含む）の中から会長が「検査員」として指名した者    

が実施する。 

 

 ５ 検査員の留意事項 

 (1) 検査員は、事前に当該事業及び当該事業者に係る関係書類を精査した上

でこれに臨むこととする。 

 (2) 検査は、当該事業者の就業時間内において、執務に支障をきたさないように

行うこととする。 

 (3) 検査員は、事業者の意見を十分尊重して、公正な判断をすることとする。 

 (4) 検査においては、責任ある者又はこれに準ずる者の立ち会いを求めることと

する。 

 (5) 確認する証拠書類は原則として原本とする。 

 (6) 検査員は、検査終了後速やかに検査結果を「検査調書」により役員に報告

することとする。 

 

 ６ 検査実施の通知 

協会は、検査を行う場合、原則として検査実施日の１週間まえまでに当該助成

申請者に、検査を実施する日時、検査員名、検査対象事業名、その他検査に必

要な事項を通知することとする。 



 

 ７ 主な検査事項 

     (1) 助成要領の遵守状況。 

         ① 助成要領の規定は、遵守されているか。 

         ② 助成要領に規定された諸手続きは、励行されているか。 

     (2) 助成事業の実施状況。 

         ① 事業の実施内容、実施方法等は、事業計画に則っているか。 

         ② 事業は、内部決裁等の手続きを経て実施されているか。 

      (3) 助成事業に係る経理処理状況 

① 予算の執行は適正に行われているか。対象外や目的外の経費に支出さ

れていないか。 

         ② 支払いの事実や、計算の基盤を示す証拠書類は整備されているか。 

         ③ 帳簿類は、所定のものが整備され、適切に記帳されているか。 

     (4) 助成事業の成果 

         ① 事業の目的は達成されたか。具体的にどのような成果がみられるか。 

         ② 成果物は、事業の目的に沿って有効に使用、活用されているか。 

      (5) 取得物件の保守管理状況 

         ① 取得物件は適切に管理されているか。 

② 「（寄贈または）助成物件についての表示要領」に基づいて表示されている

か。 

      (6) その他必要な事項 

 

 ８ 検査調書の様式 

       検査調書の様式は、別添のとおりとする。 

 



環境整備事業助成事業検査調書 

 

                                                                      No  1 

  

 １ 検査日、検査員等  

       検査日  

       検査員 所属 氏名  

  

 ２ 助成申請者  

       助成申請者の機関名  

       担当者 所属 氏名 電話  

  

 ３ 検査対象事業  

       事業実施年度  

       事業区分  

       検査対象事業件名  

       事業概要  

  

 ４ 助成事業計画時  

       事業費総額                円 

       助成対象外の金額                円 

       助成対象金額                円 

       助成率                ％ 

       交付決定額                円 

  

 ５ 助成事業完了時  

       事業費総額                円 

        内訳  

       内助成対象外の金額                円 

       助成金確定額                円 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      No  2 

 

 ６ 助成要領の遵守状況 

     ① 助成要領の規定は、遵守されているか。 

     ② 助成要領に規定された諸手続きは、励行されているか。 

 

 

 

 ７ 助成事業の実施状況 

     ① 事業の実施内容、実施方法等は、事業計画に則っているか。 

     ② 事業は、内部決裁等の手続きを経て実施されているか。 

 

 

 

 ８  助成事業に係る経理処理状況 

     ① 予算の執行は適正に行われているか。対象外や目的外の経費に支出されてい 

      ないか。 

     ② 支払いの事実や、計算の基盤を示す証拠書類は整備されているか。 

     ③ 帳簿類は、所定のものが整備され、適切に記帳されているか。 

 

 

 

 ９  助成事業の成果 

     ① 事業の目的は達成されたか。具体的にどのような成果がみられるか。 

     ② 成果物は、事業の目的に沿って有効に使用、活用されているか。 

 

 

 

 10  取得物件の保守管理状況 

      ① 取得物件は適切に管理されているか。 

      ② 「（寄贈または）助成物件についての表示要領」に基づいて表示されているか。 

 

 

 

 11  その他必要な事項 

 

 

 

 

 



新千歳 釧　路 函　館 仙　台 新　潟 東　京 小　松 広　島 徳　島 高　松 松　山 高　知 福　岡 長　崎 熊　本 大　分 宮　崎 計

11,902 11,590 6,720 638 2,016 3,143 36,009
19,601 17,470 1,000 30,834 15,624 84,529

1,470 27,200 17,708 46,378
9,913 1,403 2,520 243 5,035 1,565 2,416 2,284 7,703 20,408 2,228 6,289 1,492 63,499
1,232 9,009 570 5,670 11,005 2,517 16,348 46,351

9,966 138 4,160 8,300 100 13,000 9,938 2,224 6,400 9,988 4,000 68214
42,648 2,873 11,529 21,799 11,755 1703 33776 11792 5770 13,000 29,424 10927 83,098 11145 31901 0 21840 344,980

注：「鹿児島」は２３年度末、「大阪」は２４年６月末、協会としての環境整備事業を終了、撤退したことから検査対象から除外してます。

２，平成２３年度環境整備事業実施状況に係る検査結果
新千歳 釧　路 函　館 仙　台 新　潟 東　京 小　松 広　島 徳　島 高　松 松　山 高　知 福　岡 長　崎 熊　本 大　分 宮　崎 協議会例

市・ ２市・ 県・市・ ２市・ 市・ 県・市・ 市・ ○利用促
協議会 協議会 協議会 消防組合 協議会 協議会 協議会 進協議会

○空港振

興協議会

３，環境整備事業に係る検査項目ごとの概況

○地方公共団体等が中心となり助成整備事業を推進。整備対象施設を空港周辺の学校等の公共施設
　①助成要領の規定は、遵守されているか。 　や集会所等の共同利用施設等に限定し資器材整備、施設整備を実施。
　②助成要領に規定された諸手続きは、励行されているか。 ○空港の利用促進・空港周辺地域活性化活動事業では、地方公共団体等が中心となり、空港を核とした

　事業の推進、また、就航先との観光情報等の相互交換やＰＲ事業、積極的な取り組みを実施。

○航空機騒音機器の更新整備では、複数箇所に亘る各機器の更新時期と新たな測定基準への適合等
　①事業の実施内容、実施方法等は、事業計画に則っているか。 　を考慮した更新整備であり、計画どおりの順次整備の実施としている。
　②事業は、内部決裁等の手続きを経て実施されているか。 ○配置後１８年経過し故障多発となっている消防ポンプ自動車更新整備、災害時対応に支障とならない

　よう、計画どおりの更新整備を実施。（福岡）

○整備の実施に当たっては県・市は経理規定にて、また整備事業推進に当たる協議会等では県・市の
　①予算執行は適正に行われているか。対象外や目的外の経費に支出 　　経理規定を準用するなどし、規定に基づき整備を実施。

○利用促進・地域活性化等のイベント等の開催の実施には公募型コンペ方式（企画提案方式）にて事業
　②支払いの事実や計算の基盤を示す証拠書類は整備されているか。 　　者を選定し、随意契約にて実施。
　③帳簿類は、所定のものが整備され、適切に記帳されているか。 　　また、イベント等の開催を事務局自らが検討・草案し、手作りの企画内容にて実施もあり。

○利用促進イベントにて重点路線を強調、利用客数は対前年比で１０９．４％と増加する成果となる。（高知）
　①事業の目的は達成されたか。具体的にどのような成果がみられるか。
　②成果物は、事業の目的に沿って有効に使用、活用されているか。

○航空機騒音測定結果は、住民の方からの問い合わせ、また市の広報誌や県の白書など掲載し活用。

　①取得物件は適切に管理されているか。
　②「助成物件についての表示要領」に基づいて表示されているか。 ○利用促進・活性化などに関するポスター等や各種配布グッズ等に協会の助成事業である旨表示。

○イベントなどの開催時に整備した消防自動車・高規格救急自動車などを展示し、協会事業について

○東日本大震災への対応の影響を受け、消防車更新整備に際し指名競争として６社を指名したが
　納品の期日が間に合わないとして入札参加辞退、２社のみの応札の事例あり。（長崎）

県
２区・青
少年委員

消防組合
空港振興
期成会

県・市 該当無

　貸すなどし、他校との交流の機会が出来、また助成資器材が地域活性・交流化に役立っている。助成事業の成果
○貴重な楽器や真新しいスポーツ用具などの助成整備を受けた学校では、他校から要望があれば

検査対象自治体等の機関 道・２市 市 市
２市・
協議会

助成事業に係る経理処理状況
　　されていないか。

検　　査　　評　　価
１月検査
実施予定

適

その他必要な事項
　積極的にＰＲに努めていただいている。

適 適 適 ー 適適 適 適 適 適 適

取得物件の保守管理状況
○不特定多数の者が利用する施設では、外注にて管理委託し運用面を含め効率的な管理としている。

２３年度環境整備事業実施後の評価について

空港・地域共生対策事業
空港周辺地域施設等整備事業
空港周辺地域利便向上事業
消防車・救急車等の整備事業
空港周辺地域活性化活動事業

検査対象空港

助成事業の実施状況

適 適
１月検査
実施予定

２４，１２．１４

１，平成２３年度環境整備事業実施額一覧
環境整備事業

空港周辺環境対策事業
騒音測定器・空調機器整備事業
移転跡地・公園等整備事業

検　　　査　　　事　　　　項 実　　　施　　　状　　　況　　　の　　　概　　　要

助成要領の遵守状況

適



４，平成２３年度環境整備実施事業実施後の成果状況について

○測定機器の更新は１０年間毎と計画しており、測定機器の更新により安定的、かつ、新環境基準（２５年度からのＬｄｅｎ）を見据えた測定が可能となりました。また各測定局では通年（３６５日）・
　２４時間の航空機騒音常時測定をしており、測定データー収集の継続性を図ることが出来、航空機騒音の現況を公表できます。（新千歳）
○地域共同利用施設の空調機器更新整備により、地域の会合・子供会・老人会などと毎日利用している施設なので、以前は空調機に故障があり利用者から不満の声がありましたが、更新整備
　後は施設の利用が快適になり、喜ばれています。（福岡）

○公園庭球場のコート芝張り更新整備により、老朽化のため芝目でボールがイレギュラーしてましたが解消され、利用者からは綺麗で心地よくプレーが出来ると好評であります。また、以前の初
　心者中心の利用から上級者の利用も増加し、イベントなどの競技大会なども開催されるようなりました。平成２３年度の利用者数は工事期間の影響から過去５年間平均３０，６２５人を若干上回
　る３１，９６９人でありますが、これからも増加を期待してます。（松山）
○中学校菜園整備により食育を実践する場として、地域住民・近隣小学校とも一緒になって種付け・草取り・収穫を行い、地域の繋がりが深まっており大変喜ばれてます。また、新聞にも３回掲載
　されるとともに、「中・高校生夢語りコンテスト」において、「菜園運営がもたらす青少年健全育成の可能性」という題材で発表した中学生が優秀賞を受賞しました。（福岡）
○地域の花壇整備により、近隣の小学校生徒、公民館・老人憩いの家利用者による園芸活動や清掃活動を通して、地域の繋がりが深まり、活性化になると大変喜んでます。（福岡）

○自然休養施設村のバンガローの屋根葺き替え整備により、施設利用者数は平成２３年７６０人から平成２４年１，４４０人と前年比１８９％の増加となりました。整備後はまとまった人数を受け
　入れることが可能となり、小学校３校の宿泊研修旅行で利用いただき、次年度以降の教育旅行予約も入っています。（釧路）
○航空プラザ内の大型遊具等の整備によりプラザ内施設機能が充実し、来場者も平成２３年度１２万人から平成２４年度１９万人（１１月現在）と１６０％と増加するなど、全国からの来館者も増え
　空港周辺での人々の交流拡大に繋がる施設となるよう施設拡充を図り、その成果があったとものと評価してます。（小松）
○バス停シェルター整備により、利用者からは「バスを待つ間の日避けや、バスを降りた時の雨避けとして大変助かってます。」と好評であります。（福岡）

○小中学校への除雪機の整備により、１２月～４月までの期間は児童の登校前や授業中などに除雪作業をした結果、以前よりも除雪時間が短縮出来、しかも児童からは通路が歩きやすくなっ
　た、玄関前が広くなったなどの声が上がってます。（釧路）
○町内の会館への軽量テーブル・イスの整備により、高齢者が多い町内会、敬老会や総会・役員会などの準備・後片付けが容易となりました。また、食器棚の整備により文化祭（参加者２５０名）
　などの各種行事に使用する多種・多様な食器の整備が容易となりました。（函館）
○保育所への図書（新しい絵本）の整備では、園児の健やかな成長に大いに役立つとともに、園児の楽しみの増加、興味の向上に繋がってます。（高知）
○地元地域には４箇所の公民館があり、年間７０回～５３８回の利用回数、延べ利用者数３００人～４，８５０人となり、老人会・子供会・ふれあい交流会等の活動参加等々と多岐に亘り利用
　されてますが、テレビの整備では高齢者の多い施設ではコミュニケーションの創出や活性化に繋がり、エアコンの整備では快適な環境での活動や集会などに役立ってます。（長崎）
○放課後児童クラブ（保護者が仕事等で昼間不在となる児童が過ごしてます。）への児童図書・遊具等の整備により、子供の学習環境、教育環境の充実と向上が図られ、ひいては児童の健全な
　育成に役立ってます。（熊本）

○平成２３年度整備事業に係る消防車・救急車出動件数状況

救急車

○半自動式除細動器２台の更新（平成２３年６月２０日）。総救急出動件数４，１３７件、うち心配機能停止状態８６件、うちショック実施１３件、うち病院搬送前心拍再開３件、軽快退院１件。（新千歳）
○高規格救急車更新整備。救急総出動件数１１，７１５件、うち助成車両出動件数は約２０％となっています。高度な救急資機材を搭載した最新型の救急車整備により消防体制の充実強化
　ならびに地域住民サービスの向上を図ることが出来ました。（函館）
○小型動力ポンプ積載車２台の更新により、消防力が充実し、市民の安全で安心な暮らしを守ることに繋がっています。なお、平成２４年３月から１０月末までの災発生件数１９件、うち助成
　車両出動件数は約３割となってます。(長崎）
○救助工作車の更新整備、消防局管内で発生する災害件数の約２５％に出動、最新の資機材が積載されたことにより、市民へより迅速な救助業務が提供することができ、安心・安全の確保に
　繋がりました。（宮崎）

○空港や空港周辺施設において「ふれあい秋まつり」を開催し、空港施設の見学会、臨空圏域の特産品・飲食等の販売等により約３万２千人の来場者で賑わいとなり、空港周辺施設の利用
　促進や圏域の活性化に寄与しました。（広島）
○空港の知名度アップのため空港キャラクターの決定を全国規模で募集したところ、３４都道府県から１７３名、２１５点の応募があり、県内外への知名度アップに結びつきました。（松山）
○空港内にて離島のＰＲと航空路線の活性化を図って離島特産品を食材とした「空弁」の販売を実施、成功し貨物量の増加に繋がるなどの成果となりました。（長崎）
○国内線利用促進キャンペーン（県産品等が当たる）開催、５千通を超え応募者数があり、またキャンペーン期間中の国内線利用者は前年同月比３％増となるなどの効果がありました。（宮崎）

114 56

長　崎

３，空港周辺地域施設等整備

宮　崎

消防車
火災出動件数 8 53 6 39

その他の出動件数

ー
ー
ー

６，空港周辺地域活性化活動

ー
ー 241

傷病者搬送件数 半自動除細動器整備
出動８６件使用１３件その他の搬送・出動件数

ー 116

福　岡

４，空港周辺地域利便性向上

環境整備事業項目

１，騒音測定機器・空調機器等
整備事業

２，移転跡地・公園等整備事業

ー
ー

地　方　公　共　団　体　等　の　環　境　整　備　事　業　実　施　後　の　成　果　状　況 （　別途　聞き取り等にて整理　）

５，消防車・救急車等の整備

２３年度配備～２４年１０月末出動件数 新千歳 函　館 広　島 徳　島

38
ー 21

ー
2,296

ー
ー
ー

ー




