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補助金等監査結果報告書（平成20年度支出分） 

 

１ 監査の期日及び対象 

 監査は、平成21年６月15日から６月24日まで、そして再度監査として７月６日、延

べ６日実施した。 

 監査の対象は、平成20年度に支出した補助金等とした。 

 監査対象の決定については、担当課等に次の条件で資料の提出を求め、提出された 

201件のうち次表の46件を抽出して監査した。 

(1) 補助金については、１件の金額又は同一補助金で交付団体が複数のときの総額が

50万円以上のもの 

(2) 負担金及び交付金については、10万円以上のもので財政的援助を目的として支出

したもの 

(3) 貸付金等については、財政的援助を目的として支出したもの 

【監査した補助金等】 

期 日 担当課等 補助金等の名称 交付金額 

税務課 納税貯蓄組合育成強化補助金 1,280,000円

事業所設置奨励金 11,979,992円

企業立地補助金 205,150,125円産業振興課 

遠野市産業まつり実行委員会負担金 1,700,000円

首都圏とのネットワークづくり事業実行委員会

負担金 
1,000,000円

いわてクラッシック街道遠野推進委員会負担金 2,200,000円観光交流課 

武蔵野市家族ふれあい自然体験イン遠野実行委

員会負担金 
483,000円

ふるさと定

住推進室 
で・くらす遠野サポート市民会議負担金 2,997,000円

６月15日(月) 

地域連携雇

用推進室 
雇用奨励助成金 4,077,314円

遠野地方有害鳥獣駆除協議会補助金 2,040,634円

遠野地方有害鳥獣駆除協議会負担金 1,040,000円

中山間地域等直接支払交付金（その１） 2,701,212円

中山間地域等直接支払交付金（その２） 4,045,715円

農業活性化

本部 

農業政策担

当 

中山間地域等直接支払交付金（その３） 2,189,985円

ＡＳＴチャレンジ 100推進事業補助金（集落営

農新品目導入支援事業） 
150,000円

ＡＳＴ担当 
遠野農業元気アップチャレンジ事業補助金（高

原大根栽培復活試験事業） 
500,000円

農業政策担

当 
馬パラチフス清浄化対策推進事業費補助金 12,562,998円

国土保全森林対策事業費補助金 22,994,763円

森林整備地域活動支援交付金 24,617,050円

６月17日(水) 

林業振興室 

森林のくに振興資金貸付金 25,000,000円

６月19日(金) 福祉課 子育て環境育成事業助成金 2,235,000円
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子育て応援特別手当交付金 11,592,000円

市民医療室 医療環境整備支援事業補助金 635,000円

ふれあい・いきいきサロン事業補助金 1,000,000円

敬老会負担金（遠野） 332,000円

敬老会負担金（小友） 128,800円

敬老会負担金（松崎） 181,600円

敬老会負担金（青笹） 133,600円

健康長寿課 

敬老会負担金（達曽部） 70,400円

清養園クリ

ーンセンタ

ー 

リサイクル促進事業費補助金 1,800,000円

文化まちづ

くり推進室 
中心市街地活性化事業費補助金 3,400,000円

水道事業負担金（小友簡易水道消火栓新設（山

谷工区）工事） 
1,074,150円

消防本部保

安施設課 水道事業負担金（上水道消火栓新設（東舘工

区）工事） 
971,250円

遠野市老人クラブ連合会運営費補助金 2,973,550円
社会教育課 

芸術文化振興事業補助金 1,140,000円

遠野市体育協会補助金 7,630,000円
６月22日(月) 

スポーツ健

康課 遠野市スポーツ少年団補助金 2,469,000円

私立幼稚園保育料助成事業補助金（その１） 2,573,995円
教務課 

私立幼稚園保育料助成事業補助金（その２） 1,337,998円

学校教育課 平成・南部藩寺子屋交流事業実行委員会負担金 825,000円

遠野市区長連絡協議会補助金 895,000円

コミュニティ活動事業補助金（その１） 1,100,000円

コミュニティ活動事業補助金（その２） 2,500,000円

地方バス路線対策事業費補助金 3,346,247円

遠野市環境整備協力会補助金 3,053,400円

６月24日(水) 

地域生活課 

消費者救済資金融資制度預託金 21,000,000円

再度監査 

７月６日(月) 
地域生活課 地方バス路線対策事業費補助金  

２ 監査の実施率 

項目 補助金 
負担金 

交付金 
貸付金等 合計 

交付件数 

(各課等の報告件数)
100件 89件 12件 201件

監査件数 25件 19件 2件 46件

監査実施率 25.0％ 21.3％ 16.7％ 22.9％

３ 監査の視点 

 補助金等に係る交付決定の事務及び支出事務の執行状況に関し、次の手順及び視点

で監査を行った。 

- 2 - 



2103_補助金等監査結果報告書（20年度支出分）.doc  

(1) 監査対象項目に係る諸帳簿等の提出を求め、担当職員から説明を聴取した。 

(2) 法令に違反していないか、規則や要綱等に基づいて処理されているか、金員の使

途は交付の趣旨に合致しているか、援助による効果はどうかなどについて調査し

た。 

４ 監査の結果 

 補助金等に係る事業の公益性や補助事業者の適格性などを審査したところ、公益上

必要と認められる事業・団体等に支出されており、交付目的や補助金等の対象事業の

内容等も明確になっている。 

 また、関係法令、要綱等への適合性、算定方法の妥当性や交付時期の適正性及び実

績報告の整合性と完了確認、額の確定といった補助金等の決定及び交付に関わる事務

についても、概ね適正に処理されている。 

 事務処理上の軽易な誤りや不備な事項については、その都度関係職員に対して口頭

で改善又は検討するよう述べたので、本書への記述を省略する。 

 監査対象とした補助金等ごとの監査の結果については、次のとおりである。 

○納税貯蓄組合育成強化補助金 

 組合数は、19年度末 152組合から20年度末で６組合の減の 146組合となってはい

るが、遠野市納税貯蓄組合連合会で実施している事業内容については意義あるもの

と認められる。 

○事業所設置奨励金 

 本市への企業の立地及び育成支援により、市の活性化が図られていると認められ

る。 

○企業立地補助金 

 企業立地を促進し、雇用の創出拡大のために必要な補助金の支出であると認めら

れる。 

○遠野市産業まつり実行委員会負担金 

 特に問題点は、見受けられなかった。 

○首都圏とのネットワークづくり事業実行委員会負担金 

 首都圏住民への遠野のＰＲについて、より一層の取り組みを期待する。 

○いわてクラッシック街道遠野推進委員会負担金 

 平泉、花巻、遠野を結ぶ街道を「いわてクラッシック街道」と名付け、三市町が

連携し、観光客誘致に取り組んできたもの。今後は、組織の名称を「遠野型観光Ｐ

Ｒ推進委員会」と改めるとのことであり、新たな観光客誘致へのＰＲ推進を期待す

る。 

○武蔵野市家族ふれあい自然体験イン遠野実行委員会負担金 

 友好事業として必要であるが、ホストファミリーの受け入れなどの課題もあると

のことであり、十分な協議と工夫による円滑な事業実施を期待する。 

○で・くらす遠野サポート市民会議負担金 

 定住促進に向け、さらに強い取り組みを期待する。 

○雇用奨励助成金 

 雇用情勢の変化や課題に対応した雇用奨励助成金は必要であり、不況下の企業へ
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の手厚い施策と認められる。また、雇用安定のための効果的事業と認められる。 

○遠野地方有害鳥獣駆除協議会補助金 

 有害鳥獣被害対策に有益と認められる。 

○遠野地方有害鳥獣駆除協議会負担金 

 有害鳥獣被害対策に重要な役割を果たしていると認められる。 

 有害鳥獣による被害農家の減少に向けて、より一層の成果を期待する。 

○中山間地域等直接支払交付金 

 就業者の高齢化、減少が進むなかで耕作放棄地の抑制防止や農用地の保全管理に

果たす効果は大であると認められる。 

 交付金の使途の割合は共同作業活動が80％と高く、事業の有効性がうかがわれ

る。 

○ＡＳＴチャレンジ100推進事業補助金（集落営農新品目導入支援事業） 

 特に問題点は、見受けられなかった。 

○遠野農業元気アップチャレンジ事業補助金（高原大根栽培復活試験事業） 

 特に問題点は、見受けられなかった。 

○馬パラチフス清浄化対策推進事業費補助金 

 馬パラチフス清浄化を期に新たな馬産地の復活を期待する。 

○国土保全森林対策事業費補助金 

 特に問題点は、見受けられなかった。 

○森林整備地域活動支援交付金 

 特に問題点は、見受けられなかった。 

○森林のくに振興資金貸付金 

 事業実施者の経費の負担軽減に有効な施策であると認められる。 

○子育て環境育成事業助成金 

 ベビーホームに入所している児童の保育料助成のほか、企業内託児施設の管理運

営に要する経費の助成があるが、この助成の申請に当たって企業から提出される証

明書類の内容については、保育士及び給与等の支給額が的確に把握できる様式を検

討されたい。 

○子育て応援特別手当交付金 

 特に問題点は、見受けられなかった。 

○医療環境整備支援事業補助金 

 医師確保、医療体制の整備充実を図るための補助金として成果が認められる。 

○ふれあい・いきいきサロン事業補助金 

 特に問題点は、見受けられなかった。 

○敬老会負担金 

 特に問題点は、見受けられなかった。 

○リサイクル促進事業費補助金 

 （指摘事項） 

 事業完了時に事業実施団体から提出される事業報告書及び精算書について、生ご

み処理容器等購入助成などの事業内容の数量等の明細を記入するよう指導された
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い。 

○中心市街地活性化事業費補助金 

 （指摘事項） 

 事業目標の設定は具体的であり、また、事業内容も高く評価できるが、補助金交

付決定時の予算額と事業完了時に提出されている収支決算書の予算額が一致しな

い。補助事業完了検査での内容精査の向上に努められたい。 

○水道事業負担金（小友簡易水道消火栓新設（山谷工区）工事、上水道消火栓新設

（東舘工区）工事） 

 消火栓の設置は、市民の生命と財産を守る上で必要な施設であり、消防施設の充

実強化が図られたと認められる。 

○遠野市老人クラブ連合会運営費補助金 

 遠野市老人クラブ連合会では、４月から多彩な事業が積極的に展開されていると

認められる。一方、補助金の交付申請及び前金払請求が12月に行われ、その交付が

１月となっているが、これらの手続は早い時期の交付の方が事業運営上、効果的と

思われるので、補助金交付申請等について指導されたい。 

○芸術文化振興事業補助金 

 市民劇場等の芸術文化振興に有効と認められる。 

 第35回公演に向けて、更なる発展を期待する。 

○遠野市体育協会補助金 

 各種スポーツの振興に寄与していると認められる。 

○遠野市スポーツ少年団補助金 

 子ども達のスポーツを通じての健全育成に必要不可欠な補助金であり、また、子

ども達の体力向上にも大きく寄与していると認められる。 

○私立幼稚園保育料助成事業補助金 

 子育て世代の保護者にとって、この補助金は幼稚園保育料の経済的負担の軽減に

効果があると認められる。 

○平成・南部藩寺子屋交流事業実行委員会負担金 

 次世代を担う子ども達の相互交流を通して、視野が広がり歴史教育にも有効と思

われる。 

○遠野市区長連絡協議会補助金 

 先進地視察研修に対する区長の参加率が 48.9％と低いので、地域づくりの推進を

図るため、なるべく全員参加となるような計画立案と事業実施について指導された

い。 

○コミュニティ活動事業補助金 

 地域活動を支える備品や機材の調達に大きな効果がある補助金であると認められ

る。 

○地方バス路線対策事業費補助金 

 ６月24日の監査を実施した際に、当該バス路線の遠野市民の利用者に関する資料

を求めたが、７月６日の再度監査では把握するまでに至らなかった。 

 市民、特に交通弱者の交通手段を確保することは、重要であると認められる。 
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 この補助金は、代替バスの運行によって生じた損失に対し、その損失を限度に予

算の範囲内で交付するもので、遠野市と住田町とが協定により２分の１ずつを負担

しているものである。補助金算定の基礎となる損失額の精査には細心の注意が必要

であり、運行収入及び経費の確認のため、委託先の財務関係書類との照合を適正に

精査されたい。 

○遠野市環境整備協力会補助金 

 特に問題点は、見受けられなかった。 

○消費者救済資金融資制度預託金 

 特に問題点は、見受けられなかった。 
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