
おいらせ町監査委員告示第１号 

 

 地方自治法第１９９条第９項の規定により財政援助団体等監査の結果を

次のとおり公表する。 

 

  令和 ２ 年 ８ 月１９日 

 

            おいらせ町監査委員  柏 崎 堅 一 

 

            おいらせ町監査委員  木 村 忠 一 

 

 



財政援助団体等監査報告書 

 

１．監査の種類 

財政援助団体等監査 

 

２．監査実施月日 

令和２年７月７日（火）、８日（水）の２日間 

 

３．監査の対象 

地方自治法第 199 条第 7 項の規定により、令和元年度において当町が財政的援

助を与えている団体（以下「財政援助団体」という。）の中から団体を抽出し、次

のとおり監査を実施した。 

 

（１）おいらせ町防犯協会 

おいらせ町防犯協会補助金 

（２）豊栄町内会 

おいらせ町コミュニティ助成事業費補助金 

（３）古間木山地域づくり協議会 

おいらせ町地域づくり協議会補助金 

（４）おいらせ町農業祭り実行委員会 

農業祭り補助金 

（５）おいらせ町民生委員児童委員協議会 

おいらせ町民生委員児童委員協議会補助金 

（６）おいらせ町保健協力会 

保健協力会補助金 

（７）おいらせ町青少年育成町民会議 

おいらせ町青少年育成町民会議補助金 

（８）おいらせ町いちょうマラソン大会実行委員会 

おいらせ町いちょうマラソン大会実行委員会補助金 

 

４．監査の目的 

財政援助団体の出納その他の事務の執行が、適正かつ効率的に行われているか

を主眼とし、財政援助団体に対する所管課の指導監督が適正に行われているかに

留意して実施した。  



５．監査の方法 

事前に提出を求めた資料に基づき、所管課職員から補助金等にかかる事務事業

の執行状況等について説明を求め質疑等を行ない、監査を実施した。 

 

６．監査の結果 

当年度の財政援助団体の補助金に係る出納その他の事務及び所管課の補助金交

付に係る事務は、適正に処理されているものと認められた。 

今後も経理等の事務は適正かつ正確に行われたい。 

  



おいらせ町防犯協会 

おいらせ町防犯協会補助金 

 

１ 財政援助団体の名称及び代表者名 

おいらせ町防犯協会 

会長  川 口 六 介 

 

２ 財政援助の目的 

当該補助金は、地域安全事業の能率的運営及び組織の活動を促進し、地域社会の

安全を図ること。 

 

３ 補助金交付額等 

補助金交付額 申請年月日 交付指令年月日 交付年月日 

270,000円 令和元年 6月 14日 令和元年 6月 14日 令和元年 7月 4日 

 

４ 監査の結果 

当該補助金は、交付期日に確実に受け入れられ、補助の目的に沿って事業が行な

われたことを確認した。自身の時間を削り地域社会の安全を図り、明るい町づくり

のため活動をされている防犯協会並びに防犯指導隊のみなさまに対し敬意を表すも

のである。補助金に係る経理等の事務は適正かつ正確に処理されていることを確認

した。 

指摘事項は特になかった。 

 

 

  



豊栄町内会 

おいらせ町コミュニティ助成事業費補助金 

 

１ 財政援助団体の名称及び代表者名 

豊栄町内会 

会長  畑 功 

 

２ 財政援助の目的 

財団法人自治総合センターで決定したコミュニティ事業にかかわる経費を補助し、

地域のコミュニティ活動の充実、強化を図ることにより、地域社会の健全な発展と

住民福祉の向上に寄与する。 

 

３ 補助金交付額等 

補助金交付額 申請年月日 交付指令年月日 交付年月日 

1,900,000円 令和元年 5月 15日 令和元年 5月 16日 令和元年 6月 6日 

 

４ 監査の結果 

当該補助金は、交付期日に確実に受け入れられ、補助の目的に沿って事業が行な

われたことを確認した。補助金は豊栄町内会が町内会住民の親睦、交流と健康増進

を図ることを目的に町を通して財団法人自治総合センターが申請を受け交付される

ものである。豊栄町内会は地域コミュニティ活動の活性化と親睦、更に福祉の向上

を目的にテント、グラウンドゴルフ用品、紅白幕、提灯、ガーデンテーブルを整備

した。当該補助金が地域のコミュニティ活動の充実、強化に寄与していることが認

められた。 

指摘事項は特になかった。 

 

 

  



古間木山地域づくり協議会 

おいらせ町地域づくり協議会補助金 
 

 

１ 財政援助団体の名称及び代表者名 

古間木山地域づくり協議会 

会長  折 笠 行 男 

 

２ 財政援助の目的 

当該補助金は、おいらせ町自治基本条例第 37条に基づく、地域づくり協議会が行

う活動等に対して補助金を交付し、地域の課題解決等の自主的な活動を支援する。 

 

３ 補助金交付額等 

補助金交付額 申請年月日 交付指令年月日 交付年月日 

1,109,220円 令和 2年 3月 30日 令和 2年 3月 31日 令和 2年 5月 28日 

 

４ 監査の結果 

当該補助金は、交付期日に確実に受け入れられ、補助の目的に沿って事業が行な

われたことを確認した。１町内会ではできないことをいくつかの町内会が力を合わ

せて自主的に地域の課題を解決する仕組みはまさに自治基本条例の精神そのもので

あると感じる。連携する町内会が協力し合い、どんと焼き、盆踊り大会、地域づく

りのための講座や勉強会、敬老会の開催など文化、スポーツレクリェーション祭に

至るまで地域をまとめ、活性化が図られていると感じた。補助金の有効活用が見て

取れた。 

指摘事項は特になかった。 

 

 

  



おいらせ町農業祭り実行委員会 

農業祭り補助金 
 

 

１ 財政援助団体の名称及び代表者名 

おいらせ町農業まつり実行委員会 

委員長  苫米地 晃 仁 

 

２ 財政援助の目的 

当該補助金は、おいらせ町の農産物・特産品の消費拡大を目指し、生産者と消費

者が交流する場を設けることを目的とする。 

 

３ 補助金交付額等 

補助金交付額 申請年月日 交付指令年月日 交付年月日 

540,000円 令和元年 9月 10日 令和元年 9月 18日 令和元年 10月 10日 

 

４ 監査の結果 

当該補助金は、交付期日に確実に受け入れられ、補助の目的に沿って事業が行な

われたことを確認した。農産物、特産品のＰＲと消費拡大を狙いとした農業祭りは

毎年 1,000 人を大きく上回る人出でにぎわいを見せている。ＪＡ下田、百石の拠出

金と町の補助金を合わせて約 180 万円の予算規模であるが町の基幹産業である農業

と農産物を町内外へ発信する好機会となっており、今後も継続した取り組みで後継

者不足問題の解消にもつなげていってほしい。 

指摘事項は特になかった。 

 

 

  



おいらせ町民生委員児童委員協議会 

おいらせ町民生委員児童委員協議会補助金 
 

１ 財政援助団体の名称及び代表者名 

おいらせ町民生委員児童委員協議会 

会長  山 﨑  斉 

 

２ 財政援助の目的 

当該補助金は、社会福祉の精神に基づき、自主的に社会福祉の向上に努め、指導

を行いながら住民生活の安定を図る。また、民生委員児童委員の親睦と知識の高揚、

福祉の向上に努める。 

 

３ 補助金交付額等 

補助金交付額 申請年月日 交付指令年月日 交付年月日 

4,460,733円 

令和元年 5月 16日 

変更申請① 

令和 2年 2月 25日 

変更申請② 

令和 2年 3月 25日 

令和元年 5月 17日 

変更申請① 

令和 2年 2月 28日 

変更申請② 

令和 2年 3月 26日 

令和元年 6月 6日 

令和元年 9月 19日 

令和 2年 3月 18日 

令和 2年 4月 9日 

 

４ 監査の結果 

当該補助金は、交付期日に確実に受け入れられ、補助の目的に沿って事業が行な

われたことを確認した。住民生活の安定と社会福祉向上のため日夜活躍されている

民生委員のみなさまに対し心より感謝申し上げる。また、行政と地域のつなぎ役と

してがんばっておられることに対しなにも異論はない。できるものなら活動費の増

額を提案したい。 

指摘事項は特になかった。 

  



おいらせ町保健協力会 

保健協力会補助金 
 

 

１ 財政援助団体の名称及び代表者名 

おいらせ町保健協力会 

会長  武 田 裕 子 

 

２ 財政援助の目的 

当該補助金は、地域住民の健康水準向上のため、健康問題をテーマとして住民自

身が自主的に実践活動を行うとともに、町内各地域における検診案内、受診勧奨等

を行っており、町保健事業の一翼を担っている団体であり、その会の運営と活動に

要する費用を補助している。 

 

３ 補助金交付額等 

補助金交付額 申請年月日 交付指令年月日 交付年月日 

900,000円 平成 31年 4月 8日 平成 31年 4月 8日 
平成 31年 4月 25日 

令和元年 10月 10日 

 

４ 監査の結果 

当該補助金は、交付期日に確実に受け入れられ、補助の目的に沿って事業が行な

われたことを確認した。地域住民の健康水準向上のため住民に対し、検診の案内及

び受診勧奨を行っている。民生委員同様、なり手が少ない中にあって、疾病予防に

より医療費削減に大きな役割を担っている。協力員の資質向上に努められ、情報共

有に力を注ぎ、町財政への負担軽減に尽力されている。 

指摘事項は特になかった。 

  



おいらせ町青少年育成町民会議 

おいらせ町青少年育成町民会議補助金 
 

 

１ 財政援助団体の名称及び代表者名 

おいらせ町青少年育成町民会議 

会長  久保田 良 一 

 

２ 財政援助の目的 

当該補助金は、青少年の健全育成を目指して、家庭、学校、地域や関係団体がそ

れぞれの活動を通してお互いに連携し、町民総ぐるみで青少年健全育成並びに非行

防止策を行う。 

 

３ 補助金交付額等 

補助金交付額 申請年月日 交付指令年月日 交付年月日 

307,539円 平成 31年 4月 11日 平成 31年 4月 11日 令和元年 5月 9日 

 

４ 監査の結果 

当該補助金は、交付期日に確実に受け入れられ、補助の目的に沿って事業が行な

われたことを確認した。地域の子どもたちを非行から守り、更に健全育成のための

啓発活動に取り組むなど家庭、学校、地域や関係団体を連携させ先導する活動は、

称賛に値する。活動されている方々はボランティアであるが、地域の支えとなって

おりこれからも地域住民を巻き込んだ継続した取り組みをお願いしたい。 

指摘事項は特になかった。 



おいらせ町いちょうマラソン大会実行委員会 

おいらせ町いちょうマラソン大会実行委員会補助金 

 

１ 財政援助団体の名称及び代表者名 

おいらせ町いちょうマラソン大会実行委員会 

副実行委員長  松 林 義 一 

 

２ 財政援助の目的 

当該補助金は、マラソンを通じて当町のスポーツ拠点施設のある「いちょう公園」

を広くＰＲするとともに、おいらせ町民と県内外からの参加者が友好親善を深め、

スポーツによるいきいきとした街づくり実現の一翼を担うことを目的とする。 

 

３ 補助金交付額等 

補助金交付額 申請年月日 交付指令年月日 交付年月日 

1,800,000円 平成 31年 4月 15日 平成 31年 4月 23日 令和元年 5月 30日 

 

４ 監査の結果 

当該補助金は、交付期日に確実に受け入れられ、補助の目的に沿って事業が行な

われたことを確認した。大会参加料収入を合わせると事業費は約 360 万円となり、

参加料はほとんどが記録計測等委託料に充当される形となる。大会運営に従事する

方々は町体育協会傘下協会員 20 名、主管陸上競技協会 20 名、そして町職員約 100

名となっている。すべてボランティアである。みどり豊かないちょう公園に隣接し

た洋光台団地分譲という当初の目的を達成した今日、千人が集う大きな大会となっ

た。しかしながらその人数に対応できる駐車場の問題も浮上している。魅力ある大

会であり、大会の縮小やコース変更も含め、駐車場の問題もクリアしながら継続さ

れたい。ボランティアで協力されている関係者に対して敬意を払うものである。 

指摘事項は特になかった。 

 


