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平成22年度補助金等監査結果報告書（平成21年度支出分） 

 

１ 監査の期日及び対象 

 監査は、平成22年６月14日から25日までの間に延べ６日間実施した。なお、事前書

類監査は、５月31日から６月11日までの間に延べ６日間実施した。 

 監査の対象は、平成21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 

129件のうち次表の40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、50万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、50万円以上のもので財政的援助を目的として支出したもの 

【監査した補助金等】 

期 日 担当課等 補助金等の名称（交付先等） 交付金額 

消火栓新設工事負担金（上郷町平倉地内） 954,450円消防本部保安

施設課 消火栓新設工事負担金（土淵町柏崎地内） 1,080,450円

遠野市雇用奨励助成金（筑波ダイカスト工業㈱） 2,558,604円地域連携雇用

推進室 遠野市雇用奨励助成金（㈱十辰製作所） 3,675,281円

健康長寿課 社団法人遠野市シルバー人材センター事業補助金 14,600,000円

福祉課 遠野市障害者地域活動支援センター事業費補助金 4,472,400円

６月14日(月) 

市民医療整備室 病院群輪番制病院運営事業負担金 2,645,180円

遠野市キャリア形成促進事業補助金（㈲はぎの建設） 198,000円

遠野市キャリア形成促進事業補助金（㈲菊栄工務店） 200,000円

遠野の旬を楽しむまちづくり事業費補助金 1,200,000円産業振興課 

遠野地域ビジネス・スタートアップ支援事業費補助

金 
950,000円

遠野市観光事業振興補助金 14,700,000円

日本のふるさと遠野まつり実行委員会負担金 9,700,000円

６月16日(水) 

観光交流課 

遠野型観光ＰＲ推進実行委員会負担金 2,000,000円

遠野市いわて希望農業確立緊急総合支援事業補助金

（遠野市花き研究会） 
3,450,000円

遠野市いわて希望農業確立緊急総合支援事業補助金 

（花巻農協 遠野地区野菜生産部会花き生産班） 
988,000円

遠野市いわて希望農業確立緊急総合支援事業補助金 

（花巻農協 遠野地区菌茸生産部会菌床生産班） 
2,319,000円

遠野市集落営農組合連絡協議会負担金 615,000円

遠野市特定法人農業参入支援推進事業費補助金 4,183,000円

６月18日(金) 
農業活性化本

部農業政策担

当(AST担当)  

遠野地方有害鳥獣駆除協議会負担金 1,040,000円
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NOSAI東南部家畜診療センター必要器材等整備事業費

補助金 
8,100,000円

遠野地方病害虫防除推進協議会負担金 2,700,000円

菌床しいたけ通年型栽培推進事業補助金 6,000,000円

松崎地区県営ほ場整備事業償還負担金 27,222,691円

中山間地域等直接支払交付金（高木集落） 1,979,932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（塚沢１集落） 2,017,047円

いわて希望農業担い手応援事業費補助金（中沢高値

組合） 
2,390,000円

畜産担当 
いわて希望農業担い手応援事業費補助金（松崎繁殖

牛組合） 
5,333,000円

遠野市地域材販売サポート事業費補助金 3,500,000円

森林・林業・木材産業づくり交付金(路網整備地域連

携モデル事業) 
98,900,000円

６月21日(月) 

 

林業振興室 

遠野市森林のくに振興資金貸付金 25,000,000円

遠野市私立幼稚園就園奨励費補助金（光の園幼稚

園） 
3,969,200円

教務課 

遠野市私立幼稚園就園奨励費補助金（聖光幼稚園） 4,081,500円

遠野市少年野球レベルアップ事業補助金(遠野市少年

野球レベルアップ事業実行委員会） 
1,350,000円

スポーツ健康

課 遠野市ジュニアサッカーレベルアップ事業補助金

（ＮＰＯ法人ＦＣとおの） 
1,350,000円

コミュニティ活動事業補助金（青笹町） 2,500,000円

遠野市地方バス路線対策事業費補助金（福祉低料金

バス及び中心市街地活性化低料金バス運行費補助

金）（早池峰バス㈱） 

4,821,000円

６月23日(水) 

地域生活課 

遠野市地方バス路線対策事業費補助金（福祉低料金

バス及び中心市街地活性化低料金バス運行費補助

金）（(資)住田交運） 

647,550円

学校教育課 遠野市中学校体育連盟事業補助金 2,615,000円

６月25日(木) 

社会教育課 
平成21年度遠野市芸術文化振興事業補助金(遠野市芸

術文化協会） 
1,100,000円

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)
91件 37件 1件 129件

監査件数 27件 12件 1件 40件

監査実施率 29.7％ 32.4％ 100％ 31.0％

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 
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で監査を行った。 

(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。 

○消火栓新設工事負担金（上郷町平倉地内・土淵町柏崎地内） 

 水利不便地域への計画的整備がなされおり、消火栓を整備するためには必要不可 

欠な負担金であると認められる。今後も計画に沿った新設を願う。 

○遠野市雇用奨励助成金(筑波ダイカスト工業㈱、㈱十辰製作所) 

 経済情勢の悪化に伴い国の補助金に市単独で加算制度を設け、市内の厳しい雇用 

状況に対応した県内では遠野市だけの助成制度であり、市内企業の経営の安定化と 

雇用維持継続に一定の成果があり、必要な補助金の支出であると認められる。 

○社団法人遠野市シルバー人材センター事業補助金 

 高年齢者の社会参画と臨時的な就労の機会を確保し、社会的経済的地位の向上の 

ため、自主事業も組み入れた事業に必要な補助金の支出であると認められる。 

○遠野市障害者地域活動支援センター事業費補助金 

 地域において雇用及び就労が困難な在宅障がい者の創作的活動、生産活動及び社 

会の交流の促進を図る事業費に対する有効な補助金の支出であると認められる。今 

後も事業の継続を望む。 

○病院群輪番制病院運営事業負担金 

   岩手中部地域における土日祝祭日夜間等の救急医療に対処するため、岩手県立病

院以外の指定病院３医療機関が輪番制により救急患者の受入れ体制を担うために、

必要不可欠な負担金の支出であると認められる。このことにより、市民の安心確保

と救急体制が確立されていると認められる。 

○遠野市キャリア形成促進事業補助金(㈲はぎの建設、㈲菊栄工務店) 

 申請書類の証明度をあげるため、雇用保険証の写しや遠野職業訓練協会からの受 

講証明書等の必要性の検討を願う。また、事業所での卒業生の就労状況の把握に努 

め地域に根ざした人づくりを望む。事業主にとって勤労者の職人養成の経費負担の

軽減に有効な補助金の支出と認められる。 

○遠野の旬を楽しむまちづくり事業費補助金 
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 地域資源を活用した新たな食メニューの開発と遠野の旬と食を楽しむ旅行商品 

の造成に必要な補助金の支出であると認められる。モニタリングされた意見や感 

想を有効に活用し、特産品の開発と振興及び観光振興につながるように期待する。 

○遠野地域ビジネス・スタートアップ支援事業費補助金 

 起業化及び新分野進出、小規模商品開発を目指す企業や事業者にとって、事業 

化前費用の調達に有効な補助金の支出であると認められる。事業が継続できるよ 

う食品開発アドバイザー等の配置の検討を願う。特産品の開発は困難と思われる 

が時間をかけてヒット商品につながる開発と販路拡大に期待する。 

○遠野市観光事業振興補助金 

 体験型修学旅行や観光客誘致及び遠野の魅力発信、遠野ふるさと観光ガイド研 

修等に対して、有効かつ必要な補助金の支出であると認められる。観光客等が増 

加することを期待する。 

○日本のふるさと遠野まつり実行委員会負担金 

日本のふるさと遠野まつり実行委員会規約に一部不備な点が見受けられるので、 

適正な規約改正を願う。遠野まつりとしては、初めて２日間中心市街地で開催さ 

れた。遠野まつりは、中心市街地の活性化や伝統芸能の保存と伝承、地域一体感 

の気運の醸成や遠野の祭りを象徴する最大のイベントであり、必要な負担金の 

支出であると認められる。市民参加型の祭りとして定着継続させるために、市民 

一体となって楽しむことができる祭りを目指して、さらなる祭り内容の取組みに 

期待する。 

○遠野型観光ＰＲ推進実行委員会負担金 

 観光協会、商工会及び「遠野物語発刊 100 周年記念事業」とも連携し、多額と 

は言えない負担金額で遠野の魅力を多彩に発信し、観光客の誘客と訪れた方への 

満足度を高めるおもてなし作戦の実施など、観光の推進に寄与しており必要な負 

担金の支出であると認められる。イベントに頼らなくても良い遠野着地型商品の 

造成と売り込みに期待するとともに、受け入れ体制の充実を願う。多くの観光客 

が訪れることを期待する。 

○遠野市いわて希望農業確立緊急総合支援事業補助金（遠野市花き研究会、花巻農

協 遠野地区野菜生産部会花き生産班、遠野地区菌茸生産部会菌床生産班） 

 強い農業、産地形成、規模拡大等を目指す事業者にとって施設の整備等に有効 

な補助金であると認められる。補助金交付後の使途について検証できる資料(領収 

書等の写し)が添付されればなお良いと思われる。農業者団体等の申請であるが、 

施設等は最終的には個人の使用、管理と思われるのでそのことを意識して長く有 

効利用していただきたい。経営指導により花き栽培及び菌床椎茸農家のさらなる 

所得向上と補助金が活かせる事業を期待したい。 

○遠野市集落営農組合連絡協議会負担金 

 集落営農組織が健全な組織運営を図るための研修等や組織の経理支援、法人化 

に係る取組みに対する支援として、必要不可欠な負担金の支出であると認められ 

る。 

○遠野市特定法人農業参入支援推進事業費補助金 
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 新規参入法人にとって有効な補助金の支出であると認められる。事業の拡大に 

よって農産物の販売増や雇用の増大等も期待される。ブルーベリーの一大産地形 

成に寄与することを望む。 

○遠野地方有害鳥獣駆除協議会負担金 

 捕獲頭数も昨年より増え、有害鳥獣被害対策に重要な役割を果たしており、組 

織運営に必要不可欠な負担金の支出であると認められる。シカ対策のさらなる努 

力を期待する。 

○NOSAI 東南部家畜診療センター必要器材等整備事業費補助金 

 家畜診療センターの整備にあたり、立派な各種診療器材が整備されているが、 

申請時の整備予定器材と実際の整備器材が大きく違っており、計画のずさんな面 

が見受けられるので注意されたい。高価な診療器材が整備され、畜産農家にとり 

安心面が向上し必要な補助金の支出であると認められる。有効に利活用されるこ 

とを願う。 

○遠野地方病害虫防除推進協議会負担金 

 病害虫の防除推進を図るため組織運営に必要不可欠な負担金の支出であると認め 

られる。良質米生産のためにさらなる努力と共同防除に力を入れることを願う。 

○菌床しいたけ通年型栽培推進事業補助金 

 通年栽培により、農産物販売額の増大及び作業員等の雇用につながっており、新 

規事業者の菌床購入代金負担の軽減を図るために、必要な補助金の支出であると認 

められる。また、この事業は事業者にとって大きな収入となり、販売額も目標 

に近い実績があがっており、順調に伸びて行くと思われ経済効果及び補助金の効果 

が十分にあると思われる。 

○松崎地区県営ほ場整備事業償還負担金 

 必要な負担金の支出であり特に問題点は見受けられなかった。 

○中山間地域等直接支払交付金（高木集落・塚沢１集落） 

 集落の高齢化や耕作放棄地の増加に伴い、その課題解決の手段として、中山間地 

域の農用地の保全管理に有効な交付金の支出であると認められる。交付金を活用し 

て、農山村の環境保全や整備、共同作業の取組みなどは、耕作放棄地の防止や集落 

の交流及び活性化につながっているものと思われる。 

○いわて希望農業担い手応援事業費補助金（中沢高値組合・松崎繁殖牛組合） 

 農家や畜産農家の担い手が黒毛和種の繁殖等の経営規模拡大のために施設整備 

等を実施する場合、経費の負担軽減を図るためには有効な補助金の支出であると認 

められる。今後の畜産振興に期待する。なお、事業者からの申請書等の書類に適正 

な印鑑使用の指導を願う。 

○遠野市地域材販売サポート事業補助金 

 遠野産木材及び住宅等の普及宣伝販売に必要な補助金の支出であると認められ 

る。今後の地域材利用拡大の成果を期待する。 

○森林・林業・木材産業づくり交付金事業交付金 

 比較的安い単価で山林の作業道の路網整備が行なわれ、山林整備に効果がある 

必要な交付金の支出であると認められる。路網整備により山林の手入れが確実に推 
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進されることを願う。 

○遠野市森林のくに振興資金貸付金 

 遠野地方森林組合の事業推進と林家の経費負担を図るために必要な貸付金であ 

ると認められる。林家が積極的に植林や除間伐などを推進し、山林に対する管理 

意欲が向上することを望む。 

○遠野市私立幼稚園就園奨励費補助金（光の園幼稚園・聖光幼稚園） 

  就園児を持つ保護者にとって経済的負担の軽減が大きいことや公立と私立幼稚園 

の格差是正を図るために必要な補助金の支出であると認められる。 

○遠野市少年野球レベルアップ及び遠野市ジュニアサッカーレベルアップ事業補助金

(遠野市少年野球レベルアップ事業実行委員会・ＮＰＯ法人ＦＣとおの) 

 中学校の野球部やスポーツ少年団及び中学校、高校のサッカー部やスポーツ少 

年団に対して、トップレベルの指導者による教室等の開催により少年野球及びサッ 

カーのレベルの向上と地域全体のスポーツ意識の高揚を図るために、必要な補助金 

の支出であると認められる。今後も継続すべき事業であると思われ、各種大会で成 

績アップにつながることを期待する。 

○コミュニティ活動事業補助金（青笹町） 

   コミュニティ活動に必要な備品等の購入整備により、それらを使用した地域活動 

の活性化に役立つ必要な補助金の支出であると認められる。より一層、各地域が 

活動しやすい環境をつくり、活発な地域づくりをすることを期待する。 

○遠野市地方バス路線対策事業費補助金（福祉低料金バス及び中心市街地活性化低料

金バス運行費補助金）（早池峰バス㈱・(資)住田交運） 

 市民の特に交通弱者に対する公共交通機関の確保及び維持に不可欠な補助金で 

あると認められる。また、低料金バスの運行により、住田方面からの利用もあり市 

内の商店街にも波及効果がでていると思われる。なお、補助金算定の算出基準が 

平成 12 年度の数値との比較で算出されており、前年平均値等での算定方法など検 

討の必要があると思われる。 

○遠野市中学校体育連盟事業補助金 

   市内の小学生や中学生が各種スポーツ大会に参加し、成績上位の人が県大会や 

東北大会に出場できることは喜ばしいことであり、その参加費用の軽減は学校や 

保護者にとって有益であり必要な補助金の支出であると認められる。しかし、補助 

金の事務の流れや書類の整備が要綱や基準に沿っていない部分が見受けられるの 

で、要綱の見直しや中学校体育連盟への指導等も必要と思われる。また、事業が 

終了して精算後に補助金を請求しているので、次年度からは前金払いを利用する 

など早目の事務処理を願う。 

○平成21年度遠野市芸術文化振興事業補助金(遠野市芸術文化協会） 

   芸術文化協会に59団体も加入し、1,078名の市民が芸術文化を楽しんでいる事業に 

対して、多いとは言えない補助金額であるが、市内の芸術・文化団体の活動、振興 

に有益な補助金の支出であると認められる。より一層、芸術文化が発展することを 

期待する。 




