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財政援助団体等監査の結果について（報告） 

 

 地方自治法第１９９条第７項の規定に基づく財政援助団体等監査を執行したので、

同条第９項の規定により、その結果を次のとおり報告します。 
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財政援助団体等監査結果 

 

Ⅰ 監査の対象 

市から補助金が交付されている団体のうち、監査委員の指定した団体(補助額 

１，０００万円以上及び５０万円以下) 

対象事業 対象団体 所管部課 

自治協力団体活動促進事業 
加須市自治協力団体 

（地域毎 1団体 計４団体） 

総合政策部 

協働推進課 

３総合支所 

市民税務課 

社会福祉協議会助成事業 加須市社会福祉協議会 
福祉部  

社会福祉課 

保育団体助成事業 加須私立保育園園長会 
こども局 

保育幼稚園課 

地域衛生協働事業 加須市明るい社会づくりの会 
環境安全部 

環境政策課 

シルバー人材センター 

支援事業 
加須市シルバー人材センター 

経済部 

産業雇用課 

園芸振興事業 加須市騎西いちじく組合 
騎西総合支所 

環境経済課 

地域文化振興事業 
童謡のふる里おおとね 

ハンドベルリンガーズ

生涯学習部 

 生涯学習課 

 

 

Ⅱ 監査の期間 

平成２８年１０月７日～平成２９年３月１３日 

 

Ⅲ 監査の範囲 

平成２７年度に交付した補助金に係る出納その他の事務の執行 

 

Ⅳ 監査の方法 

補助金交付団体等に対する財政援助団体等監査は、市が財政的援助を行っている事

業が、補助金の目的に沿って適正かつ効果的、効率的に執行されているか、当該団体

に対する指導監督は適切に行われているかを主眼として監査した。 

監査の実施に当たっては、必要な資料及び関係書類の提出を求め、担当職員及び財

政援助団体より逐次説明を聴取し実施した。 
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Ⅴ 監査の結果 

補助金の交付事務が、加須市補助金等の交付手続等に関する規則等に基づき適正に

執行されているか否か、補助事業が計画及び交付条件に従って実施され、十分効果が

上げられているかを共通着眼点として、補助事業の実施状況等について執行調書、帳

票及び簿冊を基に照合を行った。 

その結果、おおむね適正に執行されていることが認められたが、一部において事務

処理等改善を要するものが見受けられたので、適正な事務処理に努められたい。 

なお、補助金の交付申請から交付決定、実績報告、額の確定・精算までの一連の事

務処理に当たっては、証拠書類等による調査や団体から運営状況の報告を求めるなど

して実施されているが、補助内容等のなお一層の精査に努められたい。 

本市の財政は、法人市民税の低迷等により市税の増収が厳しく、さらに合併算定替

の漸減による交付税の減額など大変厳しい状況にある。一方、病院誘致の取組みを始

めとして、市民の安心・安全な暮らしの確保、子育て支援、健康長寿への取組、公共

施設の再整備など、重要な課題が増え、今まで以上にコスト意識や問題意識を持って、

効率的・効果的に事業を推進していくことが求められている。 

所管部課においては、こうした観点から、補助事業の公益性等の確保を踏まえ、各

団体において適切な会計処理が行われるよう、今後もきめ細かな指導の徹底を図られ

たい。さらに、団体の果たす役割や活動内容、必要性の検証、費用対効果、収支など

のバランス、補助金のあり方（補助の期間、補助割合等）について積極的に見直しを

図るなど、補助金等の適正な執行に努められたい。 

詳細については、個々に述べるものとする。 
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加須市自治協力団体 

（加須市内１７９自治協力団体のうち４団体） 

                    所管課：総合政策部 協働推進課 

                            ３総合支所 市民税務課 

 

１ 事業の目的 

加須市自治協力団体（自治会・町内会・区）は、地域的なつながりを基礎とし、そ

の地域に住む人が気軽に付き合い、日常生活に必要な情報交換や安全確保などを行う

とともに、地域での生活をより快適なものにするため、自主的、自発的に共同活動を

行いながら、まちづくりを進めていくことを目的としている。 

 

２ 事業の内容 

加須市自治協力団体は、良好な地域社会の維持及び形成に向け、次に掲げるような

地域的な共同活動を行う。 

（１）親睦活動 

（区域区内の親睦会、スポーツ及びレクリエーションへの参加） 

（２）交通安全・防犯・防災活動 

（交通立哨、夜間パトロール、防犯灯の管理、防災訓練） 

（３）環境美化活動 

（ごみ集積所の管理、地域一斉清掃、美化運動、集会施設等の維持管理） 

（４）広報活動 

（回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡、市報等の配付） 

（５）地域資源の保護・伝承活動 

（地域の祭りや伝統行事、自然や伝統・文化資源の保護） 

（６）自治活動 

（地域が抱える課題・問題について協力して解決する活動） 等 

    

３ 補助金及び決算の状況 

加須市は、加須市自治協力団体の活動を円滑にし、その機能を強化し、市政の円滑

かつ健全なる運営を寄与するため、加須市自治協力団体補助金交付要綱に基づき、自

治協力団体の運営及び同団体が実施する事業に要する経費に対し交付している。 

○補助額は次に掲げる交付基準に基づいて算出した額の合計額 

（１）平等割：１団体当たり 250,000 円(～150,000 円)の均一額 

（２）世帯割：１世帯当たり 1,800 円(～  1,080 円)を乗じた額（5月 1日現在） 

 

                             （単位:円） 

補助対象事業名 予算現額 補助金額 

自治協力団体活動促進事業 107,022,000       106,473,640 
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                                 （単位:円） 

財政援助団体名 支出予算額 決算額 補助金額 補助割合 

(加須地域) 

大桑第 1区（1,458 世帯) 
9,159,447  9,948,169  1,824,640 18.34% 

(騎西地域) 

根古屋   （388 世帯） 
1,980,725 1,921,195   948,400 49.37% 

(北川辺地域) 

向古河   （442 世帯） 
3,775,500 2,579,236  1,045,600 40.54% 

(大利根地域) 

堀北 1区  （357 世帯） 
3,224,735   3,055,365 910,600 29.80% 

※この表の団体は、加須市内の自治協力団体１７９団体のうち、各地域毎に補助額が

一番多い団体である。 

 
 
４ 監査の結果及び意見 

■ 所管部課関係 

（１）引き続き補助金事務の適正執行に努められたい。 

（２）合併後、自治協力団体の意義など基本的事項をまとめた運営マニュアルを示す

など、自治協力団体間の共通化を図り統一的な運営支援に尽力された。今後、総

会資料、会計帳簿、規約等の市モデル様式をデジタルデータで配布し、書類の統

一化及び自治会事務処理の軽減を図るなど、きめ細やかな指導に努められたい。 

   また、未加入世帯に自治協力団体の役割など重要性を知ってもらい、一層の加入

率向上に取り組まれたい。 

 

■ 団体関係 

（１）補助金の請求、受領、予算の執行、会計の処理は、おおむね適正に行われてい

ると認められた。 

（２）引き続き適切な会計処理に努めるとともに、補助金の交付目的に沿って適正か

つ効果的な共同活動を実施され、市民の も身近なコミュニティの場として、ま

た、安全・安心な市民生活を確保するための地域自治の発展に尽力されたい。 

なお、自治協力団体が管理するごみ集積所など、生活に密着した問題には、隣

近所の助け合いが必要であるため、未加入世帯に対しての加入促進の働き掛けに

努められたい。 
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加須市社会福祉協議会 

 

 所管課：福祉部 社会福祉課 

 

１ 事業の目的 

加須市社会福祉協議会は、加須市における社会福祉事業その他社会福祉を目的とす

る事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図

ることを目的としている。 

 

 

２ 事業の内容 

社会福祉協議会は、次の事業を行うこととしている。 

  （１）高齢者福祉対策諸事業       （７）各種受託事業 

  （２）低所得者福祉対策諸事業      （８）地域福祉基金事業 等 

  （３）社会福祉対策諸事業          

  （４）社会奉仕活動振興のための諸事業 

  （５）介護保険事業 

  （６）障害者自立支援事業 

 

 

３ 補助金及び決算の状況 

加須市は、地域社会福祉の増進のため、加須市社会福祉協議会補助金交付要綱に基

づき、社会福祉協議会の運営（人件費及び事務所維持費）及び同協議会が実施する地

域社会福祉増進のための事業に要する経費に対し、110,295,473 円を交付している。 

なお、補助金交付の考え方としては、職員人件費（介護保険事業及び障害福祉サー

ビス事業並びに１００の湯維持管理従事者を除く。）及び事務所維持費（騎西及び大利

根支所分を除く。）経費相当額としている。 
また、市の地域福祉基金の運用利益を活用し、加須市地域福祉基金補助金交付要綱

に基づき、在宅福祉の推進等、地域における保健福祉活動の振興のための事業に要す

る経費に対し、1,476,000 円を交付している。 

 
                               （単位:円） 

補助対象事業名 補助対象経費 補助金額 

社会福祉協議会助成事業 115,643,536 110,295,473 

地域福祉基金活用事業 1,827,992 1,476,000 
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                                （単位:円） 

財政援助団体名 支出予算額 決算額 補助金額 補助割合 

加須市

社会福 

祉協議

会 

社会福祉協議

会助成事業 121,719,000 115,643,536 110,295,473  95.38% 

地域福祉基金

活用事業 2,727,000 1,827,992 1,476,000  80.74% 

※この表の数値は、補助対象事業のみの額である。 

 

 

４ 監査の結果及び意見   

 

■ 所管部課関係 

（１）引き続き補助金事務の適正執行に努められたい。 

（２）補助金の対象経費及び補助基準について、補助金交付要綱で明確に示し、目的

に沿った効果的な事業が安定的・継続的に展開されるよう、補助金申請の内容を

精査するとともに、適切な指導に努められたい。 

 

■ 団体関係 

（１）補助金の請求、受領、予算の執行、会計の処理は、おおむね適正に行われてい

ると認められた。 

（２）社会福祉協議会は、多様化する社会福祉の中心的な担い手として、役割や機能

を発揮していくことが求められている。こうした中、社会福祉事業収入が減少す

るなど、今後、厳しい経営が予想されるが、社会福祉法人として、福祉サービス

事業を安定的・継続的に実施していくためには、収支のバランスを考慮しながら、

自主財源の確保とあわせ各種事業の見直しを図るなど事業運営のあり方について

も、引き続き検討されたい。 

（３）地域福祉活動の推進役としてこれまで培ってきたノウハウを活かし、地域に密

着した事業展開を図られたい。 
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加須私立保育園園長会 

 

所管課：こども局 保育幼稚園課 

 

 

１ 事業の目的 

加須私立保育園園長会は、組織を構成する保育園相互の連絡提携調整と親睦を図り、

質の良い保育事業を推進し、以て児童福祉法の理想を実現することを目的としている。 
 

 

 

２ 事業の内容 

加須私立保育園園長会は、目的達成のために次の事業を行う。 

（１）後援会、講習会、研修会等の開催 

（２）連絡会、研究会の開催 

（３）その他必要な事項 

 

 

 

３ 補助金及び決算の状況 

加須市は、加須私立保育園の保育の連携を推進し、保育の充実を図るため、加須私

立保育園園長会運営費補助金要綱に基づき、園長会の運営及び同会が実施する事業に

要する経費に対し、７２千円を交付している。 

 
                                （単位:円） 

補助対象事業名 補助対象経費 補助金額 

保育団体助成事業 72,005 72,000 

 

                                （単位:円） 

財政援助団体名 支出予算額 決算額 補助金額 補助割合 

加須私立保育園園長会 72,005 72,005 72,000  99.99% 
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４ 監査の結果及び意見 

 

■ 所管部課関係 

（１）補助金の対象経費及び補助基準について、補助金交付要綱で明確に示し、補助

事業の方針の説明時や申請時などにその趣旨の徹底を図り、また、実績報告で補

助金の支出内訳（総務費・役員会費・会議費・研修会費等）の使途を詳細に精査

し、目的に沿った効果的な事業が展開されるよう指導に努めていただきたい。 

 

■ 団体関係 

（１）補助金の請求、受領、予算の執行、会計の処理は、おおむね適正に行われてい

ると認められた。 

（２）引き続き適切な会計処理に努めるとともに、補助金の交付目的に沿って適正か

つ効果的に私立保育園相互の連携及び市との情報交換等を深め、質の良い保育事

業を推進されたい。 
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加須市明るい社会づくりの会 

 

所管課：環境安全部 環境政策課 

 

１ 事業の目的 

加須市明るい社会づくりの会（以下「明社会」という）は、明るく住みよい社会へ

の行動を起こし、誰もが生き甲斐のある人生をおくれるよう、お互いの幸福と地域の

発展を願う活動をすることを目的としている。 
 

２ 事業の内容 

明社会は、次の事業を行うこととしている。 

（１）地域のために活動している諸団体と連携し一緒に活動を行い、身近な問題に

取り組む市民運動として展開していく。 
（２）行政等の実施する地域活動や催事に積極的に参加し、行政との信頼関係を築

いていく。      
（３）地域にあった様々な活動をきっかけに、地域社会に貢献したいという願いを

もった個人・団体へ積極的に呼びかけ、善意の実践の場を提供していく。 

【具体的な事業】 

・総会、定期役員会、会員役員研修会、各協議会との連携 

・アフリカへ毛布を送る運動、東日本大震災被災地ボランティア派遣、 

講演会、交通安全標語看板維持管理、市民まつり交通安全パレード、 

清掃活動、ノーポイ運動創作品展示会（平成 28 年まで） 

・会報発行  等 

 

３ 補助金及び決算の状況 

加須市は、明るい住みよい社会への前進を図るため、加須市明るい社会づくりの会

活動事業費補助金交付要綱に基づき、明社会がその目的を達成するために実施する会

議及び事業に要する経費に対し、１４０千円を交付している。 
 

                                （単位:円） 

補助対象事業名 補助対象経費 補助金額 

地域衛生協働事業 133,026 140,000 

 

                                （単位:円） 

財政援助団体名 支出予算額 決算額 補助金額 補助割合 

加須市明るい社会 

づくりの会 
484,000 133,026 140,000  105.24% 
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４ 監査の結果及び意見 

 

■ 所管部課関係 

（１）補助対象事業の決算額を上回った補助金が交付されているため、補助金の確定

及び精算の手続きを適正に行い、単年度での決算を明確にされたい。 

また、実績報告書の内容を十分精査するよう、チェック体制を強化されたい。 

（２）補助金交付要綱において、「加須市補助金等の交付手続等に関する規則の規定」

が明記されていないが、当該規定を盛り込むことは、事務処理上からも望ましい

ので、要綱改正を検討されたい。 

 

■ 団体関係 

（１）今後、適切な会計処理に努めるとともに、補助金の交付目的に沿って適正かつ

効果的に執行され、明るく住みよい社会、誰もが生き甲斐のある人生を送り、互

いの幸福と地域の発展を図る活動に尽力されたい。 
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加須市シルバー人材センター 

 

所管課：経済部 産業雇用課 

 

１ 事業の目的 

公益社団法人加須市シルバー人材センター（以下「センター」という）は、社会参

加に意欲のある健康な高齢者に対して、地域社会と連携しながら、その希望に応じた

就業及び社会奉仕等の活動機会を確保するとともに、生きがいの充実及び福祉の増進

を図り、高齢者の知識、経験及び能力等を活かした活力ある地域社会づくりに寄与す

ることを目的としている。 
 

 

２ 事業の内容 

センターは、次の事業を行うこととしている。 

（１）臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就労を希望する高齢

者のための就業機会の確保及び提供 
（２）高齢者に対し、就業に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習の実施       

（３）社会奉仕活動等を通じて、高齢者の生きがいの充実及び社会参加の推進を図

るために必要な事業 

（４）事業の目的を達成するための調査研究、相談及び事業の企画運営 

（５）その他センターの目的を達成するために必要な事業 

 

 

３ 補助金及び決算の状況 

加須市は、高年齢者の多様な就業の機会の確保等を図るため、公益社団法人加須市

シルバー人材センター補助金交付要綱に基づき、センターの運営及びセンターが実施

する事業に要する経費に対し、２９，３８０千円を交付している。 
 

                                （単位:円） 

補助対象事業名 補助対象経費 補助金額 

シルバー人材センター支援事業 68,802,820 29,380,000 

 

                                （単位:円） 

財政援助団体名 支出予算額 決算額 補助金額 補助割合 

加須市シルバー人材

センター 
72,800,000 68,802,820 29,380,000  42.70% 

※この表の数値は、補助対象事業のみの額である。 
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４ 監査の結果及び意見 

 

■ 所管部課関係 

（１）引き続き補助金事務の適正執行に努められたい。 

（２）国庫補助金が減少している中、施設整備費事業を始めとする資金を計画的に積

立するなど安定した財政運営が図られている。今後、高齢者の一層の社会参加を

促進するとともに、目的に沿った効果的な事業が安定的・継続的に展開されるよ

う、センターへの補助金の在り方について協議を深められたい。また、引き続き、

センターへの立入検査の実施、適切な指導、助言、事業協力等を行い、センター

の円滑な運営について側面から支援を図られたい。 

 

■ 団体関係 

（１）補助金の請求、受領、予算の執行、会計の処理は、おおむね適正に行われてい

ると認められた。 

（２）引き続き適切な会計処理に努めるとともに、補助金の交付目的に沿って適正か

つ効果的に事業を実施し、高年齢者の希望に応じた就業の機会を援助できるよう、

新規事業の開拓に積極的に挑戦するなど、安定的・継続的な事業運営に努められ

たい。併せて、地域社会の多様なニーズに十分応えるためにも、より一層の会員

の加入促進に取り組まれたい。 
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加須市騎西いちじく組合 

 

所管課：騎西総合支所 環境経済課 

 

 

１ 事業の目的 

加須市騎西いちじく組合は、いちじく生産農家の供販体制の確立と連携を密にし、

所得の向上と経営基盤の強化拡充に資することを目的としている。 

   

 

２ 事業の内容 

加須市騎西いちじく組合は、目的を達成するために次の事業を行う。 

（１）生産に関する組合員の情報交換及び生産技術の研修 

（２）埼玉県農業支援課並びに農林振興センターの指導を仰ぎ、栽培技術の向上を

目指す 

（３）役員による市場出荷品全量検査を実施 

（４）騎西いちじくのブランド確立 

（５）その他の目的達成に必要な事業 

 

 

３ 補助金及び決算の状況 

加須市は、加須市のいちじく農業の振興を図るため、加須市騎西いちじく組合補助

金交付要綱に基づき、同組合が実施する事業に要する経費に対し、１５千円を交付し

ている。 
（単位:円） 

補助対象事業名 補助対象経費 補助金額 

園芸振興事業 2,256,664 15,000 

 

                                （単位:円） 

財政援助団体名 支出予算額 決算額 補助金額 補助割合 

加須市騎西いちじく

組合 
2,007,824 2,256,664  15,000  0.66% 
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４ 監査の結果及び意見 

 

■ 所管部課関係 

（１）引き続き補助金事務の適正執行に努められたい。 

（２）いちじく生産農家の経営の安定、合理化、生産力の強化を推進するとともに、

ＪＡほくさいや関係部署等と連携を図り、農産物のブランド化の推進に努められ

たい。 

 

■ 団体関係 

（１）補助金の請求、受領、予算の執行、会計の処理は、おおむね適正に行われてい

ると認められた。 

（２）引き続き適切な会計処理に努めるとともに、補助金の交付目的に沿って適正か

つ効果的に執行され、いちじくの栽培技術の向上及び安定的な生産力の増強を図

り、地域農業の振興及び産業経済の発展に尽力されたい。 
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童謡のふる里おおとねハンドベルリンガーズ 

                        

所管課：生涯学習部 生涯学習課 

 

 

１ 事業の目的 

童謡のふる里おおとねハンドベル・リンガーズ（以下「リンガーズ」という。）の音

楽活動の支援、育成とともに会員相互の親睦をはかることを目的とする。 

 

 

 

２ 事業の内容 

リンガーズは、次の事業を行う。 

（１）ハンドベルの普及と発展の向上に関する事業 

（２）他の音楽団体との交流事業 

（３）その他音楽の振興に寄与すると市長が認めた事業 

 

 

 

３ 補助金及び決算の状況 

加須市は、ハンドベルの普及と発展向上を図るため、童謡のふる里おおとねハンド

ベル・リンガーズ補助金交付要綱に基づき、リンガーズの運営及びリンガーズが実施

する事業に要する経費に対し、４００千円を交付している。 
 

                                （単位:円） 

補助対象事業名 補助対象経費 補助金額 

地域文化振興事業      496,914    400,000 

 

                                （単位:円） 

財政援助団体名 支出予算額 決算額 補助金額 補助割合 

童謡のふる里おおとね

ハンドベルリンガーズ 
 759,924   496,914  400,000  80.50% 
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４ 監査の結果及び意見 

 

■ 所管部課関係 

（１）補助金の対象経費及び補助基準について、補助金交付要綱で明確に示し、補助

事業の方針の説明時や申請時などにその趣旨の徹底を図り、また、実績報告で補

助金の支出内訳（総務費・役員会費・会議費・研修会費等）の使途を詳細に精査

し、目的に沿った効果的な事業が展開されるよう指導に努めていただきたい。 

 

■ 団体関係 

（１）補助金の請求、受領、予算の執行、会計の処理は、おおむね適正に行われてい

ると認められた。 

（２）引き続き補助金の交付目的に沿って適正かつ効果的に執行され、ハンドベルの

普及・発展や、芸術文化活動を通じた地域活性に尽力されたい。 
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