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平成２８年度 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項の規定に基づき、平成２７年度財政援助団体等のうち、補助金

の出納執行状況等について監査を実施しましたので、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。 

 

記 

 

第１ 監査の概要 

１ 監査の目的 

   財政援助団体等監査は、地方自治法第１９９条第７項の規定に基づき、市が財政援助等を行ってい

る団体に対して、その事業が補助の目的に沿って適正かつ効果的に行われているかなどについて監査

するものである。 

 監査の対象となる団体は、（１）補助金等交付団体（補助金、交付金、負担金、貸付金等の財政的

援助を行っている団体）（２）出資団体（資本金、資本金等の４分の１以上を出資している団体）（３）

指定管理者（公の施設の管理を行わせている団体）である。 

 また、併せて、団体に対する所管課の指導監督が適切に行われているかについて監査を実施した。 

 

２ 監査の対象団体及び所管課 

団 体 名 区 分 補助金額 所 管 課 

熱海をどり実行委員会 補助金等交付団体 3,420,000円 観光経済課 

湯めまちをどり「華の舞」実行委員会 補助金等交付団体 8,000,000円 観光経済課 

 



３ 監査の期間    

平成２８年１０月１７日（月）～平成２９年３月２８日（火） 

 

４ 監査の対象 

   平成２７年度における市が交付した補助金等の執行状況、市が指定管理者に行わせている公の施設

の管理状況など、補助金等交付団体、指定管理者への財政援助等に係る出納その他の事務の執行につ

いて、一部の団体を抽出により検査と照査するなどの方法により監査を実施した。 

 

５ 監査の方法    

監査委員監査をより効率的かつ効果的に進めるために事務局職員による予備監査を実施後、監査 

委員監査を実施した。 

 予備監査は、対象団体及び所管課からあらかじめ提出された監査資料を照合し、確認するとともに

所管課担当職員から説明聴取を行った。 

 監査委員監査は、提出された監査資料に基づき各団体職員等からの説明を受け、質疑応答による監

査を実施するとともに、関係書類、諸帳簿等を抽出により調査するなどの方法により監査を実施した。 

 

第２ 監査の結果 

   監査の結果については、次のとおりである。 

 

 

 



補助金等交付団体監査結果 

 

１ 監査対象団体 熱海をどり実行委員会 

 

２ 監査の方法 

   財政的援助を与えているものにかかる出納その他の事務執行が、法令、条例及び規則等に基づき適

正に行われているかについて、関係帳簿、証拠書類等の資料により、報告書の内容及び事務処理状況

を調査するとともに、関係職員から説明聴取するなど所定の監査を実施した。 

 

３ 補助金の交付状況について 

補助金等の名称 予算現額 支出済額 交付年月日 金   額 

宣伝活動及び行事開

催のための補助金 
3,420,000円 3,420,000円 

平成27年  4月20日 

平成27年 8月11日 

概算払3,420,000円 

概算払精算 0円 

 

４ 監査の結果 

財政援助にかかる収入支出事務について監査した結果、次のとおり改善すべき点が多数見受けら

れたので、改善に向けて適切な措置を講じられたい。 

《指摘事項》 

 ○平成１７年に実施した前回の監査において、不適正な事例が見られたことから、適正に事務を執

行するよう指摘事項としたにもかかわらず、前回と同様の不適正な事務処理が依然としてなされて

いたことは、監査委員監査の重要性を認識することなく、軽視しているとみなされても弁解の余地

がないところである。 

  今後、不適正な事務処理が二度と行われることがないよう指摘事項を課題として真摯に受け止め、

適正な事務処理執行がなされるよう努められたい。 

○補助事業の収支決算書には、補助事業以外の支出も入っており、各種帳簿等の数値と符合しない。

また、支出科目区分の錯誤や経費の計上等に会計処理の誤りが見受けられた。 

   補助金を支出するにあたり、所管課においては、交付先団体の会計経理事務が適切に執行される

よう指導監督するとともに、事業実績の調査確認を的確に行うよう十分注意されたい。    

  ○支出伝票に領収書の添付のない事例が顕著であった。高額な経費の支出もあるため、誤解が生じ

ないよう証拠書類については適切に管理されたい。 

  ○師匠等に対する報償費の支出において、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収がされておらず、

源泉徴収漏れが発覚した。 

報償費の支払者は、所得税法第6条により、個人や人格のない一般社団法人等であっても、すべ



て源泉徴収義務者となる。源泉徴収漏れは、報償費等を受領した者の所得税申告漏れにつながるこ

とから、所得税法に基づいた適正な事務処理がなされるよう所管課においては、当該団体に源泉徴

収義務がある旨を指導するとともに、源泉所得税の納付確認も行われたい。 

   ○年度途中で経理担当者の交代があったが、引き継ぎが十分になされていない。また、団体のチェ

ック体制の不備や職員の認識不足に起因すると思われる不適正な事務処理が多数見受けられた。 

チェック機能を高めるための工夫や複数職員体制での経理事務等、会計事務の適正な執行に努めら

れたい。 

 

《措置状況の通知》 

   本監査の結果に基づき、または参考として措置を講じたときは、地方自治法第１９９条第１２項の

規定に基づき、その旨通知願いたい。 

 

監査の結果は以上のとおりであるが、地方自治法第１９９条第１０項の規定により、次のとおり

意見、要望を申し添える。 

 

５ 意見、要望 

（１）熱海をどり実行委員会に関する事項 

平成２７年度で２６回を数えた熱海をどりは、熱海の伝統芸能の伝承と人材育成を担うとともに、

春の恒例行事と定着しており、県内外から多くの観光客が訪れ、観光資源としても重要な位置を占

めている。 

ただし、入場者数は減少傾向にあることから、アンケート調査等により、問題点やニーズを的確に

把握したうえで、魅力度をアップさせるための改善措置を講じられたい。 

（２）所管部局（担当所管課）：観光建設部 観光経済課に関する事項 

① 監査委員による実査を行うにあたり、当該団体に書面により通知し、事前準備を依頼していたと

ころであるが、当該団体の都合により開始時間が遅れた。また、内容を精査するため資料の提示を

求めたが、資料が提示されることはなく、限られた時間内で効率的な監査を行うことに支障をきた

した。その後の資料提出依頼についても日数を要した上、十分な資料提示が無かったことから、決

算書の信憑性の掌握に手間がかかり、今回の監査事務が支障をきたしたことは、甚だ遺憾である。 

今回の当該団体の対応は、地方自治法第１９９条第１項及び第７項に基づき、財政援助団体として

の監査を受けることについて、十分理解していないと言わざるを得ない。所管課においては、当該

団体の役員をはじめ、職員への指導を徹底されるよう強く求めるものである。 

② 補助金交付事務については、これまでの監査において、適正な手続や厳格な審査などを、再三強

く求めてきたところである。実績報告に係る所管課の審査には、支払伝票、領収書等の確認が不十



分であり、支出内容の精査をすることなく補助金を交付していたことは、熱海市補助金等交付規則

に沿って交付する義務が課せられているという認識が不足していると言わざるを得ない。 

補助金の財源の多くには市民の税金が使われていることから、補助金交付の目的に沿って有効に機

能し経費の透明性が確保されているかどうかは重大な関心ごとである。補助効果等の検証機能強化

を図り、常に目的や必要性、公益性を精査し、最も事業効果の上がる方法で助成するとともに、実

績報告の審査はもちろん、対象団体に対する指導監督については厳正に行われたい。 

 

６ 監査団体の概要等 

（１）設立の主旨 

観光温泉文化都市熱海における芸能文化の伝承、育成を図ると共に、市民はもとより観光客にも

伝統芸能を観覧できるための芸能公演を実施し、熱海市活性化の一助とするために、平成２年より

熱海芸妓見番「歌舞練場」を舞台に、「熱海をどり」と銘打って２日間有料公演を開催し、現在に至

っている。※平成２７年度では第２６回「熱海をどり」となっている。 

平成２７年４月２８日（火）・２９日（水） ２日間開催 

 

（２）熱海市の補助金の状況（財源内訳：決算ベース） 

総 額 
財 源 内 訳 

市 補 助 金 協賛金・祝儀 入場料他売上等 

13,669,731円 3,420,000円 3,314,231 6,935,500円 

100％ 25.02％ 24.25％ 50.74％ 

   ※表中の比率は、小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計しても100とはならない。 

 

（３）来場者数の推移（※来場者数については、「平成２７年版 熱海市の観光」より抜粋） 

年  度 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 

入場客数 1,320人 1,118人 中止 1,000人 1,117人 1,000人 900人 

    ※平成23年は、東日本大震災の影響により中止となっている。 



【「熱海をどり」来場者数推移】
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補助金等交付団体監査結果 

 

１ 監査対象団体 湯めまちをどり「華の舞」実行委員会 

 

２ 監査の方法 

   財政的援助を与えているものにかかる出納その他の事務執行が、法令、条例及び規則等に基づき適

正に行われているかについて、関係帳簿、証拠書類等の資料により、報告書の内容及び事務処理状況

を調査するとともに、関係職員から説明聴取するなど所定の監査を実施した。 

 

３ 補助金の交付状況について 

補助金等の名称 予算現額 支出済額 交付年月日 金   額 

宣伝活動及び行事開

催のための補助金 
8,000,000円 8,000,000円 

平成 27 年  5 月 7 日 

平成27年 9月15日 

平成27年 10月15日 

平成28年 3月31日 

概算払4,000,000円 

概算払3,000,000円 

概算払1,000,000円 

概算払精算 0円 

 

４ 監査の結果 

財政援助にかかる収入支出事務について監査した結果、次のとおり改善すべき点が多数見受けら

れたので、改善に向けて適切な措置を講じられたい。 

 

《指摘事項》 

 ○「熱海をどり」同様に、平成１７年に実施した前回の監査において、不適正な事例が見られたこ

とから、適正に事務を執行するよう指摘事項としたにもかかわらず、前回と同様の不適正な事務処

理が依然としてなされていたことは、監査委員監査の重要性を認識することなく、軽視していると

みなされても弁解の余地がないところである。 

  今後、不適正な事務処理が二度と行われることがないよう指摘事項を課題として真摯に受け止め、

適正な事務処理執行がなされるよう努められたい。 

   ○支出伝票に領収書の添付のない事例があった。領収書等の証拠書類は、経費の使途の透明性を確

保するものであることから、整備・保存については確実にお願いしたい。 

○入場者数と供される菓子の数値が符合しておらず、菓子の数値が年間で1,325個多く購入されて

いた。適切な量を購入し、過分な余剰をださないよう留意していただきたい。 

  ○つり銭資金は経費（支出）とならないが、つり銭資金を経費（支出）として処理するなど不適切

な決算報告がなされていた。 



○支出の財源のうち補助金の占める割合は大きく、効果的かつ効率的に事業を運営し、内容に不信

を抱かれないよう、適正な事務処理が行われるよう強く望む。 

   所管課においては、決算報告書を審査するにあたり、各経費が補助対象経費に該当するか否かに

ついて、今一度十分精査するよう求めるものである。 

 

《措置状況の通知》 

   本監査の結果に基づき、または参考として措置を講じたときは、地方自治法第１９９条第１２項の

規定に基づき、その旨通知願いたい。 

 

監査の結果は以上のとおりであるが、地方自治法第１９９条第１０項の規定により、次のとおり

意見、要望を申し添える。 

 

５ 意見、要望 

（１）湯めまちをどり「華の舞」実行委員会に関する事項 

湯めまちをどり「華の舞」は、熱海の伝統芸能の伝承と人材育成を担うとともに、通年開催で賑わ

いをみせるなど、観光資源としても重要な位置を占めている。 

平成２７年度の開催は９５回で、県内外から訪れた多くの観光客が観覧し、宿泊客数の増加に寄

与するとともに、地域経済にも波及効果が及んでいるものと推察するところである。 

ただし、平成２７年度入場者数を平成２１年度入場者数と比較すると実数で1,648人、率で17.36％

減少し、来客者数は減少傾向にある。アンケート調査等により、問題点やニーズを的確に把握したう

えで、魅力度をアップさせるための改善措置を講じられたい。 

 

（２）所管部局（担当所管課）：観光建設部 観光経済課に関する事項 

帳簿等により支払い内容とその内容を証明する資料との突合作業を行った結果、団体のチェック

体制の不備や職員の認識不足に起因すると思われる不適正な事務処理が少なからず見受けられた。 

所管課においては、交付先団体の会計経理事務が適切に執行されるよう指導監督するとともに、

事業実績の調査確認を的確に行うよう十分注意されたい。 

 

６ 監査団体の概要等 

（１）設立の主旨 

熱海における「温泉」プラスアルファの魅力づくりを「文化」の側面におき、特に「粋な文化」

を中心に熱海らしさを表現することを目的に、熱海芸妓見番の開放事業として設立されている。 

熱海市街の中心に位置する熱海芸妓見番を、古き良き熱海らしさの香る“粋な観光スポット”と



して活用し、平成１０年６月より公演を行い現在に至っている。 

 

（２）事業の内容 

土曜日と日曜日の午前１１時から芸妓による踊りの披露・湯茶のサービス・記念撮影を行ってい

る。 

○平成２７年の期間：平成２７年４月～平成２８年３月  

 毎週土・日曜日開催  ※８月は休演 ９５回開催 

 年末は、平成２７年１２月２７日で公演終了。年始は、平成２８年１月１日より公演開始。 

 

（３）熱海市の補助金の状況（負担割合：決算ベース） 

総 額 
財 源 内 訳 

市 補 助 金 負担金 入場料他売上等 

18,727,184円 8,000,000円 300,000 10,427,184円 

100％ 42.72％ 1.60％ 55.68％ 

 

（４）来場者数の推移（※来場者数については、「平成２７年版 熱海市の観光」より抜粋） 

年  度 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 

入場客数 9,495人 9,172人 9,469人 10,188人 9,199人 9,386人 7,847人 

【湯めまちをどり「華の舞」来場者数推移】
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