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遠野市監査委員告示第４号 

平 成 2 3 年 ７ 月 ８ 日 

 

 

 地方自治法第 199条第４項の規定に基づく補助金等の監査を実施したので、同条第９

項の規定により、その結果を別紙のとおり公表します。 

 

遠野市監査委員  佐 藤 サヨ子       

遠野市監査委員  荒 田 良 治       

遠野市監査委員  荒 川 栄 悦       
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平成23年度補助金等監査結果報告書（平成22年度支出分） 

 

１ 監査の期日及び対象 

 監査は、平成23年６月15日から24日までの間に延べ４日実施した。なお、事前書類

審査は、６月８日から６月13日までの間に延べ３日実施した。 

 監査の対象は、平成22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 

180件のうち次表の29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、利子補給も含めて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 

環境課 遠野市リサイクル促進事業費補助金 3,800,000円

産業振興課 遠野市商工振興事業補助金 8,466,000円

遠野まぬけ節フェスティバル実行委員会負担金 2,673,000円
観光交流課 

遠野納涼花火まつり実行委員会負担金 4,755,000円

みんなで築くふるさと遠野推進事業補助金(達曽部

２区自治会) 
800,000円

地域生活課 
みんなで築くふるさと遠野推進事業補助金(遠野南

部ばやし上組町保存会) 
800,000円

遠野市放牧利用促進助成事業費補助金 1,359,950円

遠野市口蹄疫対策事業費補助金 923,540円

６月15日(水) 

農業活性化本

部畜産担当 
平成21年度(社)遠野市畜産振興公社放牧事業の決

算に係る損失負担金 
3,472,313円

遠野市農業経営基盤強化資金利子補給補助金 1,429,926円

遠野市土地改良区育成強化事業補助金(遠野市土地

改良区) 
2,550,000円

遠野市中山間地域等直接支払交付金（下川原集

落） 
2,220,932円

遠野市中山間地域等直接支払交付金（沢目集落） 2,577,257円

遠野地方病害虫防除推進協議会負担金 2,700,000円

遠野市有害鳥獣被害対策事業費補助金 6,000,000円

アストチャレンジ100推進事業補助金(菌床しいた

け通年型栽培推進事業) 
8,934,000円

６月17日(金) 

農業活性化本

部農業政策担

当(AST担当含

む) 

遠野市地域農産物加工生産拠点施設整備事業補助金 26,825,000円

６月22日(水) 遠野消防署 平成22年度消防団員等公務災害補償等業務に係る

市町村等負担金 
22,174,012円
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都市計画課 
遠野市快適住マイル応援事業交付金(59人のうち１

人) 

200,000円

(6,750,000円)

遠野市事業所設置奨励事業補助金(遠野木材加工事

業協同組合) 
31,616,000円地域連携雇用

推進室 

遠野市企業立地補助金 88,982,000円

遠野市私立幼稚園就園奨励費補助金（(学)東北カ

トリック学園 光の園幼稚園） 
6,184,400円

教務課 

遠野市奨学資金貸与 38,160,000円

文化課 
遠野市文化財保存事業費補助金(重要文化財「千葉

家住宅」) 
4,923,000円

社会教育課 
唯是震一ファミリー箏コンサート実行委員会負担

金 
3,520,000円

福祉課 遠野市特定不妊治療費助成金(12人のうち1人) 
200,000円

(1,156,440円)

スポーツ健康課 遠野市体育協会補助金 7,630,000円

遠野市国土保全森林対策事業費補助金 18,658,242円

６月24日(金) 

 

農業活性化本

部林業振興室 
遠野市森林整備地域活動支援交付金(遠野地方森林

組合員に係る代理受領分) 
24,620,200円

                                   ※(  )は全体金額 

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)
95件 72件 13件 180件

監査件数 17件 10件 ２件 29件

監査実施率 17.9％ 13.9％ 15.4％ 16.1％

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。 

(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。 
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 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。 

○遠野市リサイクル促進事業費補助金 

 特に問題点は見受けられなかった。 

ごみの減量や資源化を促進し、循環型社会の構築と快適な生活環境を創出するた 

めには、必要な補助金の支出であると認められる。 

○遠野市商工振興事業補助金  

 特に問題点は見受けられなかった。 

商工団体の健全な育成と商工業の振興を図るうえで、育成指導等に対する補助金 

の支出は必要であると認められる。 

中心市街地活性化を図るためにも、更なる遠野商工会の指導力の発揮を期待する。 

○遠野まぬけ節フェスティバル実行委員会負担金 

 特に問題点は見受けられなかった。 

夏の市民参加型の観光イベントとして定着しており、必要な負担金の支出である 

と認められる。 

遠野物語発刊 100 周年関連イベントして開催され、観光客等の誘客拡大につなが 

っており、経済効果はあったと認められる。 

○遠野納涼花火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。 

帰省客や観光客等にも夏の風物詩、お盆恒例のイベントとして定着しており、必 

要な負担金の支出であると認められる。 

今年の納涼花火まつりは、長引く景気低迷の中で経済回復の基調が見え始めた矢 

先の東日本大震災の発生で、開催が懸念されていたが被災地復興支援のためにも開

催を期待する。 

○みんなで築くふるさと遠野推進事業補助金(達曽部２区自治会、遠野南部ばやし上組

町保存会)  

 特に問題点は見受けられなかった。 

 市民と行政の協働の形を実現するために、必要な補助金の支出であると認められ 

る。 

  (達曽部２区自治会) 

この事業は、地域住民が協力しあって遠野遺産である「達曽部八幡神社」の鳥居 

修復や駐車場の整備をされたということで、祭りや住民が集う場でもあり効果的に

活用した事業であると認められる。 

 (遠野南部ばやし上組町保存会)  

この事業は、地域内の知識・技術経験者から南部ばやしの歴史、衣装製作、着付 

け技術の伝承等を受け継ぐ事業として取組んだということで、伝統芸能の保存・継 

承に大いに貢献されている事業であると認められる。 

 

○遠野市放牧利用促進助成事業費補助金 
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 特に問題点は見受けられなかった。 

 公共牧場の放牧利用料との一元化を図るために、必要な補助金の支出であると認 

められる。 

○遠野市口蹄疫対策事業費補助金 

 特に問題点は見受けられなかった。 

 国内で発生した口蹄疫の市内家畜への侵入を防止するために、必要な補助金の支 

出であると認められる。 

市及び関係機関団体の迅速な対応は、畜産農家の安心安全を図るうえからも信頼

が得られた予防対策事業であると認められる。 

○平成 21 年度(社)遠野市畜産振興公社放牧事業の決算に係る損失負担金 

 特に問題点は見受けられなかった。 

 (社)遠野市畜産振興公社との協定に基づく、必要な損失負担金の支出であると認 

められる。 

放牧事業で損失を出さないよう畜産振興公社の更なる経営努力を望む。 

○遠野市農業経営基盤強化資金利子補給補助金 

 特に問題点は見受けられなかった。 

 農業者の効率的かつ安定的な農業経営を支援するために、必要な利子補給補助 

金の支出であると認められる。 

○遠野市土地改良区育成強化事業補助金(遠野市土地改良区) 

 特に問題点は見受けられなかった。 

 土地改良区の育成強化を図るために、必要な補助金の支出であると認められる。 

宮守村土地改良区との早期の合併推進を期待する。 

○遠野市中山間地域等直接支払交付金（下川原集落・沢目集落） 

 特に問題点は見受けられなかった。 

 耕作放棄地の発生防止や農家の育成、農村景観を含めた多面的機能の確保を図る 

ために、必要な交付金の支出であると認められる。 

日本のふるさとを目指している当市にとっては大事な事業であり、地域の協力も

得ながら耕作放棄地を少なくし、自然豊かな田園風景の維持に努めて欲しい。また、

担い手育成にも取組んで欲しい。 

○遠野地方病害虫防除推進協議会負担金 

 特に問題点は見受けられなかった。 

 優良農産物の安定生産を効果的に図るためには、病害虫の防除推進は不可欠であ 

り、必要な負担金の支出であると認められる。 

高品質良質米生産のためにさらなる努力と、無人ヘリコプターによる共同防除 

  の推進及びカメ虫対策にも力を入れて欲しい。 

○遠野市有害鳥獣被害対策事業費補助金 

 特に問題点は見受けられなかった。 

 有害鳥獣による農作物等の被害防止を図るための電気牧柵購入補助は、必要な 

補助金の支出であると認められる。 

様々な被害防止対策を講じながら効果を上げることを期待する。 
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○アストチャレンジ 100 推進事業補助金(菌床しいたけ通年型栽培推進事業) 

 特に問題点は見受けられなかった。 

 菌床しいたけの安定した生産体制の構築の推進を図るために、必要な補助金の支 

出であると認められる。 

 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、経 

済効果及び補助金の効果が十分にあると認められる。今後も安定した収入が得られ 

るよう生産及び技術向上に努めて欲しい。 

○遠野市地域農産物加工生産拠点施設整備事業補助金 

 特に問題点は見受けられなかった。 

 地域農産物加工施設は、地域農産物の付加価値を生み出し、地域農業を活性化 

させる施設であり、必要な補助金の支出であると認められる。 

市が目指している地域農産物の生産・加工・販売までの６次産業化が実現され 

  た施設であり、宣伝販売と販路拡大に力を入れ成功モデル事例になるよう期待す

る。 

○平成 22 年度消防団員等公務災害補償等業務に係る市町村等負担金 

 特に問題点は見受けられなかった。 

 消防団員等の公務災害補償等の制度上、必要不可欠な負担金の支出であると認め

られる。 

団員不足が長年の課題となっており、公務災害補償等の制度ＰＲも含めて団員 

確保に努めて欲しい。 

○遠野市快適住マイル応援事業交付金(59人のうち１人) 

 特に問題点は見受けられなかった。 

 市民の快適な居住環境の整備と市内の住宅関連産業の振興等を促進するうえで、 

必要な補助金の支出であると認められる。 

また、商品券を交付することにより、市内商業の地域経済の活性化が促進され 

  ており評価できる。 

○遠野市事業所設置奨励事業補助金(遠野木材加工事業協同組合) 

 特に問題点は見受けられなかった。 

 企業の立地及び育成を図り雇用の拡大を図るために、必要な補助金の支出である 

と認められる。 

  補助金交付後の企業等の状況把握をすべきと思われる。 

○遠野市企業立地補助金 

 特に問題点は見受けられなかった。 

 企業の立地及び育成を図り雇用の拡大を図るために、必要な補助金の支出である 

と認められる。さらなる雇用の拡大と地域産業の活性化を期待する。 

  補助金交付後の企業等の状況把握をすべきと思われる。 

○遠野市私立幼稚園就園奨励費補助金（光の園幼稚園） 

 特に問題点は見受けられなかった。 

  就園児を持つ保護者にとって経済的負担の軽減が図られるとともに、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。 



23_03_補助金等監査結果報告書（22年度支出分）.doc  

- 6 - 

○遠野市奨学資金貸与 

 特に問題点は見受けられなかった。 

   経済的事由により修学困難な学生に対し、学資の貸与は必要な制度であり、将来 

有能な人材の育成を図るために、必要な貸与の支出であると認められる。 

返還にあたり滞納者が増加しているということなので、回収に努力して欲しい。 

○遠野市文化財保存事業補助金(重要文化財「千葉家住宅」) 

   特に問題点は見受けられなかった。 

重要文化財である「千葉家住宅」の建造物等の腐朽が進行しているということで 

あり、緊急的に屋根の補修等に必要な補助金の支出であると認められる。 

本格的修復事業までには時間を要するということであるが、文化財保護のため 

早急な修復を望む。 

○唯是震一ファミリー箏コンサート実行委員会負担金 

   特に問題点は見受けられなかった。 

名誉市民である唯是震一ファミリー箏コンサートは、遠野物語発刊100周年記念事 

業にふさわしい演奏会であり、必要な負担金の支出であると認められる。 

市民にとって満足する事業内容であり、市民の文化意識の高揚に多大な影響を 

与えた事業であると思われる。 

○遠野市特定不妊治療費助成金(12人のうち1人) 

  特に問題点は見受けられなかった。 

  子どもを希望している夫婦にとって、不妊治療費は高額であり、その一部を助成 

し経済的負担の軽減は必要であり、少子化に歯止めを掛けるためにも必要な助成金 

の支出であると認められる。 

○遠野市体育協会補助金 

  特に問題点は見受けられなかった。 

  市民体力の向上及びスポーツ振興を図るために、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。 

森林整備をして森林資源の質を向上させるためには、必要な補助金の支出であ 

ると認められる。 

 山の荒廃防止と森林の有する多面的機能が十分発揮されるよう、適切な森林整 

備の推進を望む。 

 ○遠野市森林整備地域活動支援交付金(遠野地方森林組合員に係る代理受領分) 

 特に問題点は見受けられなかった。 

 広大な森林面積を有する当市の森林整備地域活動の推進には、必要な支援交付 

金の支出であると認められる。 

  

 

 


