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横手市議会議長  齋 藤 光 司 様 

 

 

横手市監査委員 柴 田 恒 宏 

横手市監査委員 飼 田 一 之 

横手市監査委員 髙 橋 聖 悟 

 

 

財政援助団体等監査の結果報告について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項の規定に基づき、平成

２９年度の財政援助団体等監査を実施したので、同条第９項の規定により、次のと

おり結果を報告する。 

 この監査結果に基づき、又はこの監査結果を参考として措置を講じたときは、同 

条第１２項の規定により通知願います。 

 なお、平成２９年１０月２２日まで監査を執行した阿部正夫監査委員は同日付を 

もって退任し、平成２９年１２月１３日に髙橋聖悟監査委員が就任した。 

また、平成２９年１２月２１日まで監査を執行した佐々木豊監査委員は同日付を 

もって退任し、平成２９年１２月２２日に柴田恒宏監査委員が就任した。 
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第１第１第１第１    監査の概要監査の概要監査の概要監査の概要    

 

１１１１    監査の目的監査の目的監査の目的監査の目的    

財政援助団体等監査を、地方自治法第１９９条第７項の規定に基づき、市が出資

している団体（資本金、基本金等の４分の１以上を出資している法人）及び公の施

設の管理を行わせている団体（公の施設の指定管理者）並びに補助金等交付団体（補

助金、交付金、負担金、貸付金、その他の財政的援助を行っている団体）について、

事業目的どおり適正かつ効果的に運用されているかなどについて実施した。 

 

２２２２    監査の期間監査の期間監査の期間監査の期間    

平成２９年７月１０日（月）から平成３０年３月２７日（火）まで 

 

３３３３    監査の実施団体等監査の実施団体等監査の実施団体等監査の実施団体等    

今回監査を実施した団体は、出資団体２団体及び公の施設の指定管理者２団体

（６施設）並びに補助金等交付団体４団体（３補助金）である。詳細は下記のとお

りである。 

 

（１）出資団体 （出資団体と所管部局に対して実施） 

 実地監査年月日 出資団体名 所管部局 

１ 
平成 29 年 

9月 28日（木） 
株式会社 天下森振興公社 

まちづくり

推進部  

増田地域課 
２ 

平成 30 年 

1月 12日（金） 
株式会社 増田町物産流通センター 

 

（２）公の施設の指定管理者 （指定管理者と所管部局に対して実施） 

 実地監査年月日 指定管理者名 指定管理施設名称 所管部局 

１ 

平成 29 年 

9月 28日（木） 

株式会社  

天下森振興公社 

横手市自然体験型交流

施設 

天下森ふれあい農園 
まちづくり

推進部  

増田地域課 
２ 

横手市特産品生産振興

センター 

穀類乾燥貯蔵施設 
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 実地監査年月日 指定管理者名 指定管理施設名称 所管部局 

３ 

平成 29 年 

9月 28日（木） 

株式会社     

天下森振興公社 

横手市農林水産物直

売・食材供給施設     

地域ふれあい施設たかね 

まちづくり

推進部  

増田地域課 

４ 横手市天下森スキー場 

５ 

平成 30 年 

1月 12日（金） 

株式会社     

増田町物産流通セン

ター       

横手市増田地域間交流

拠点施設        

上畑温泉さわらび 

６ 

横手市増田緑地管理セ

ンター             

上畑温泉ゆーらく 

 

（３）補助金等交付団体 （補助金等交付団体と所管部局に対して実施） 

 実地監査年月日 補助金等交付団体名 補助金等名称 所管部局 

１ 

 

平成 29 年 

9月 26日（火） 

 

職業訓練法人   

横手地方職業能力開

発協会 

横手地方職業能力開発

協会事業補助金 

商工観光部

商工労働課 

２ 株式会社クツザワ 
ものづくり事業化プラ

ン開発支援補助金 

３ 三又建設株式会社 
ものづくり事業化プラ

ン開発支援補助金 

４ 横手市勤労者互助会 
横手市勤労者互助会事

業補助金 

    

４４４４    監査の範囲監査の範囲監査の範囲監査の範囲    

  平成２８年度分について、出資団体の運営並びに指定管理者及び補助金等交付団

体の事業を対象にした。 
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５５５５    監査の方法監査の方法監査の方法監査の方法    

出資団体及び公の施設の指定管理者並びに補助金等交付団体について、前年度監

査を実施していなかった団体・施設と以前監査を実施し５年以上経過している団体

から抽出選定し監査を実施した。 

 事前に所管部局と団体から、事業の概要調書や経営状況報告書並びに決算報告書

等の資料提出を求め、諸帳簿等関係書類を抽出調査・照合等するとともに、関係職

員に対する質問により監査した。 

 併せて、所管部局における補助金交付等の手続きや指導監督等が適正に行われて

いるかについても監査対象とした。 

 

６６６６    監査の着眼点監査の着眼点監査の着眼点監査の着眼点    

監査の主な着眼点は、次のとおりである。 

 

（１）出資団体関係 

ア 団体関係 

（ア）定款並びに経理規程等諸規程は整備されているか。 

（イ）決算諸表等は法令等に準拠して作成されているか。 

（ウ）関係帳票の整備、記帳は適切になされているか。また、領収書等の証拠書

類の整備、保存は適切になされているか。 

（エ）会計経理及び財産管理は適正に行われているか。 

 

イ 所管部局関係 

出資団体に対する指導監督は適切になされているか。 

 

（２）公の施設の指定管理者関係 

ア 指定管理者関係 

（ア）施設は関係法令（条例を含む）の定めるところにより適正に管理されてい

るか。 

（イ）協定等に基づく義務の履行は適正に行われているか。 

（ウ）公の施設の管理に係る収支会計経理は適正に行われているか。また、他の

事業との会計区分は明確になっているか。 

(エ) 公の施設の管理に係る出納関係帳簿、記帳は適切になされているか。また、

領収書類の整備、保存は適切になされているか。 

（オ）公の施設の管理に係る管理規程、経理規程等の諸規程は、整備されている

か。 
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イ 所管部局関係 

（ア）管理に関する協定等の締結は、適正に行われているか。 

（イ）事業報告書の点検は適切になされているか。 

 

（３）補助金等関係 

ア 団体関係 

（ア）補助金等に係る収支の会計経理は適正に行われているか。 

（イ）出納関係帳票の整備、記帳は適切になされているか。また、領収書等の証

拠書類の整備、保存は適切になされているか。 

 

イ 所管部局関係 

（ア）補助金等の額の算定、交付方法、時期、手続き等は適正に行われているか。 

（イ）補助金等の効果及び条件の履行の確認は、実績報告書等によりなされてい

るか。 

（ウ）補助金等交付団体への指導監督は適切になされているか。 

 

７７７７    監査監査監査監査の結果の大要の結果の大要の結果の大要の結果の大要    

出資団体の経営状況及び公の施設の指定管理者の管理受託事業並びに補助金等交

付団体の事業を監査した結果、次のとおり一部に改善又は検討を要する事項が認め

られた。 

なお、詳細は「第２ 出資団体」及び「第３ 公の施設の指定管理者」並びに「第

４ 補助金等交付団体」に記載した。 

 

（１）出資団体について 

ア 出資団体に対して 

平成２８年度において勘定科目を変更しているものが見受けられた。明瞭性 

及び継続性を考慮されたい。 

 

イ 所管部局に対して 

特に指摘する事項はなかった。 

なお、団体との連絡を十分に図り経営内容及び財政状態の把握にこれまで以

上に努められたい。 

 

（２）公の施設の指定管理者について 

ア 指定管理者に対して 
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（ア）利用料金の決定について、基本協定書に基づく手続きが行われていないも

のがあるので、適正な手続きをされたい。 

（イ）指定管理者業務計画書の収支計画書に指定管理者が独自に支出すべき経費 

が含まれている。適切な指定管理施設の経費を計上されたい。 

（ウ）業務仕様書に記載されている点検マニュアルや防災対策マニュアル等が作 

成されていない。内容を確認し作成されたい。 

   

イ 所管部局に対して 

（ア）基本協定書の利用料金に関する記載に不備があるので、適切に作成された 

い。 

（イ）利用料金の決定について、基本協定書に基づく手続きが行われていないも

のがあるので、適正に手続きされたい。 

（ウ）指定管理者業務計画書の収支計画書に指定管理者が独自に支出すべき経費

が含まれているものを受理している。適切な経費か確認し受理されたい。 

（エ）基本協定書に添付されるべき書類が添付されていないものがあるので、添 

付されたい。 

（オ）利用料金制を採用している施設の基本協定書において「不払い使用料（市

が条例で定める使用料）の徴収業務」または「不払い利用料の徴収業務」が

市の業務として規定されている。市の業務として適切なのか内容を確認され

たい。 

 

（３）補助金等交付団体について 

  ア 補助金等交付団体に対して 

（ア）事業実績報告書に添付の収支決算書の一部に誤りが見受けられるので、適 

正に作成されたい。 

（イ）補助金の収支について、補助対象経費と補助対象外経費の区分が明確でな

いものが見受けられたので、区分を明確にされたい。 

 

  イ 所管部局に対して 

（ア）実績報告書への領収書等写しの添付書類について、個人情報保護等のため

写しを添付するかわりに原本を目視突合しているが、目視突合を実施した結

果、適正であったことを確認できる書類が必要である。適正に処理されたい。 

（イ）事業実績報告書の収支決算書の数値の一部に誤りがあるものを受理してい

る。適切に指導し受理されたい。 

（ウ）実績報告書の収支決算について、補助対象経費と補助対象外経費が明確に 
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区分されていないものを受理している。適切に指導し受理されたい。 

 

８８８８    まとめまとめまとめまとめ    

上記指摘事項については、その内容を十分に精査し、事務処理すべきである。 

出資団体、指定管理者、補助金等交付団体とそれぞれの所管部局は、今まで以上 

に連絡を密にし、今後も事務事業の推進に努めていただきたい。 

なお、市民の利用を想定しない施設（穀類乾燥貯蔵施設）について、指定管理に

よる管理運営方法が適切なのか検討されたい。 

 また、株式会社増田町物産流通センターについては、平成２６年度の監査におい

て指摘した決算書類の不備は改善されていた。しかし、既に耐用年数が経過した資

産価値のないと思われる固定資産が資産として計上されている。さらに、減価償却

費の計上が資産によって計上されたり、されなかったりしていて一貫性がないよう

に思われる。 

同様に上畑温泉さわらびの平成２８年度事業計画書の営業計画の売上げにおい

て前年度よりも苦戦が予想されていたにもかかわらず、前期より６％程を上回る目

標数値を記載しているが、妥当性に疑問をもたざるをえない。 

今回指摘した事項は、他の事務事業にもあてはまるものと思われるので、監査結 

果を参考にして、今後の事務事業の執行に万全を期されたい。 
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第２第２第２第２    出資団体出資団体出資団体出資団体 

（出資団体 １） 

団体名 株式会社 天下森振興公社 

所管部局 まちづくり推進部 増田地域課 

出資金 資本金 12,050,000 円 

出資額及び出資率（市） 10,000,000 円  82.99％ 

決 算 の 状 況

(財務諸表よ

り) 

（１）貸借対照表(平成 29 年 3月 31 日現在)               単位：円 

流動資産 46,387,113 

流動負債 9,230,771 

固定負債 360,000 

負債合計 9,590,771 

固定資産 7,232,572 

資本金 12,050,000 

利益剰余金 31,978,914 

（うち当期純利益）  （9,942,899） 

純資産合計 44,028,914 

資産合計 53,619,685 負債・純資産合計 53,619,685 

 

（２） 損益計算書(平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3月 31 日) 単位：円 

科目 金額 科目 金額 

売上高 97,573,433 経常利益 12,294,599 

売上原価 32,715,832 特別損失    0 

売上総利益 64,857,601 税引前当期純利益 12,294,599 

販売費及び

一般管理費 
70,899,043 

法人税、住民税 

及び事業税 
2,351,700 

営業利益 △6,041,442 当期純利益 9,942,899 

営業外収益 18,345,824 
 

営業外費用 9,783 
 

主要事業 

 

・農作業の受託に関する業務 

・農畜産物、林産物、山菜類の生産、加工、販売 

・労働者派遣、除草、冬囲い、除雪等の労働請負に関する業務 

監査結果 （１）出資団体に対して 

特に指摘する事項はなかった。 

 

（２）所管部局に対して 

特に指摘する事項はなかった。 
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（出資団体 ２） 

団体名 株式会社 増田町物産流通センター 

所管部局 まちづくり推進部 増田地域課 

出資金 資本金 68,000,000 円 

出資額及び出資率（市） 50,000,000 円  73.53％ 

決 算 の 状 況

(財務諸表よ

り) 

（１）貸借対照表(平成 29 年 3月 31 日現在)               単位：円 

流動資産 52,758,749 

流動負債 32,737,338 

固定負債 56,498,000 

負債合計 89,235,338 

固定資産 31,292,523 
資本金 68,000,000 

利益剰余金 △67,043,473 

繰延資産 6,140,593 
（その他利益剰余金） （△67,043,473） 

純資産合計 956,527 

資産合計 90,191,865 負債・純資産合計 90,191,865 

 

（２）損益計算書(平成 28 年 4月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日) 単位：円 

科目 金額 科目 金額 

売上高 205,617,743 経常利益 △10,298,411 

売上原価 77,277,355 特別利益 278,244   

売上総利益 128,340,388 特別損失 3,260,275 

販売費及び

一般管理費 
164,701,117 税引前当期純利益 △13,280,442 

営業利益 △36,360,729 法人税等 210,000 

営業外収益 30,235,052 当期純利益 △13,490,442 

営業外費用 4,172,734  
 

主要事業 

 

・地場特産品の宣伝、販売 

・建物の維持管理に関する業務 

・宿泊施設の管理運営、温泉施設の管理運営 

監査結果 （１）出資団体に対して 

    平成２８年度の決算報告書において、勘定科目の役員報酬と 

給与賃金を給与等に変更しており、明瞭性及び継続性がない。 

   

（２）所管部局に対して 

    特に指摘する事項はなかった。 
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第３第３第３第３    公の施設の指定管理者公の施設の指定管理者公の施設の指定管理者公の施設の指定管理者 

（公の施設の指定管理者 １） 

団体名 

(指定管理者) 
株式会社 天下森振興公社 

所管部局 まちづくり推進部 増田地域課 

公の施設の管理 施設名 

名称 

横手市自然体験型交流施設  

天下森ふれあい農園 

指定管理料 

(平成 28 年度) 
2,418,000 円（消費税及び地方消費税を含む） 

指定管理業務に

係る収支状況 

（収入）  3,473,911 円 

（支出）  3,891,005 円 

（差引）  △417,094 円 

施設の利用状況 平成 26 年度   3,462 人 

平成 27 年度   3,912 人 

平成 28 年度   2,982 人 

監査結果 （１）公の施設の指定管理者に対して 

  ア 業務仕様書に記載されている点検マニュアル等を作成し

ていない。 

イ 業務計画書の収支計画書に株主総会の経費が含まれてい

る。 

 

（２）所管部局に対して 

ア 業務報告書を関係部署に合議していない。 

イ 業務計画書の収支計画書に株主総会の経費が含まれてい

るものを受理している。 
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（公の施設の指定管理者 ２） 

団体名 

(指定管理者) 
株式会社 天下森振興公社 

所管部局 まちづくり推進部 増田地域課 

公の施設の管理 施設名 

名称 

横手市特産品生産振興センター 

穀類乾燥貯蔵施設 

指定管理料 

(平成 28 年度) 
0 円 

指定管理業務に

係る収支状況 

（収入）    4,259,967 円 

（支出）    2,202,994 円 

（差引）   2,056,973 円 

施設の利用状況 平成 26 年度   －人 

平成 27 年度   －人 

平成 28 年度   －人 

監査結果 （１）公の施設の指定管理者に対して 

業務仕様書に記載されている点検マニュアル等を作成し

ていない。 

 

（２）所管部局に対して 

ア 業務報告書を関係部署に合議していない。 

イ 基本協定書に備品台帳が添付されていない。 

ウ 基本協定書の面積に誤りがある。 
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（公の施設の指定管理者 ３） 

団体名 

(指定管理者) 
株式会社 天下森振興公社 

所管部局 まちづくり推進部 増田地域課 

公の施設の管理 施設名 

名称 

横手市農林水産物直売・食材供給施設 

地域ふれあい施設たかね 

指定管理料 

(平成 28 年度) 
1,749,000 円（消費税及び地方消費税を含む） 

指定管理業務に

係る収支状況 

（収入）  14,291,697 円 

（支出）  16,954,597 円 

（差引）  △2,662,900 円 

施設の利用状況 平成 26 年度   17,099 人 

平成 27 年度   16,200 人 

平成 28 年度   18,383 人 

監査結果 （１）公の施設の指定管理者に対して 

ア 利用料金の決定は、事前に市の承諾を受け書面により行う

と基本協定書に規定されているが、手続きを行っていない。 

イ 業務計画書の収支計画書に株主総会の経費が含まれてい

る。 

ウ 業務計画書に案内看板の設置を記載しているが、予算に設 

置代を見込んでいない。 

 

（２）所管部局に対して 

ア 基本協定書に利用料金に関する項目はあるが、内容の記載

がない。 

イ 利用料金の決定は、事前に市の承諾を受け書面により行う

と基本協定書に規定されているが、手続きを行っていない。 

ウ 業務報告書を関係部署に合議していない。 

エ 業務計画書の収支計画書に株主総会の経費が含まれてい

るものを受理している。 

オ 業務計画書に案内看板の設置を記載しているが、予算に設 

置代を見込んでいない計画書を受理している。 
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（公の施設の指定管理者 ４） 

団体名 

(指定管理者) 
株式会社 天下森振興公社 

所管部局 まちづくり推進部 増田地域課 

公の施設の管理 施設名 

名称 

横手市天下森スキー場 

横手市天下森スキー場 

指定管理料 

(平成 28 年度) 
12,312,000 円（消費税及び地方消費税を含む） 

指定管理業務に

係る収支状況 

（収入）  18,991,666 円 

（支出）  18,426,867 円 

（差引）    564,799 円 

施設の利用状況 平成 26 年度   24,236 人 

平成 27 年度   24,225 人 

平成 28 年度   22,830 人 

監査結果 （１）公の施設の指定管理者に対して 

 利用料金の決定は、事前に市の承諾を受け書面により行う

と基本協定書に規定されているが、手続きを行っていない。 

 

（２）所管部局に対して 

ア 利用料金制を取っているが、指定管理者が行うべき「不払

い利用料金（基本協定書では使用料と記載）の徴収業務」が

基本協定書において市の業務とされている。 

イ 利用料金の決定は、事前に市の承諾を受け書面により行う 

と基本協定書に規定されているが、手続きを行っていない。 

ウ 基本協定書に業務仕様書が添付されていない。 

エ 業務報告書を関係部署に合議していない。        

オ 基本協定書のⅡ種備品の記載に誤りがある。 
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（公の施設の指定管理者 ５） 

団体名 

(指定管理者) 
株式会社 増田町物産流通センター 

所管部局 まちづくり推進部 増田地域課 

公の施設の管理 施設名 

名称 

横手市増田地域間交流拠点施設 

上畑温泉 さわらび 

指定管理料 

(平成 28 年度) 
10,286,000 円（消費税及び地方消費税を含む） 

指定管理業務に

係る収支状況 

（収入）  165,803,621 円 

（支出）  177,270,366 円 

（差引）  △11,466,745 円 

施設の利用状況 平成 26 年度   29,673 人 

平成 27 年度   29,458 人 

平成 28 年度   28,949 人 

監査結果 （１）公の施設の指定管理者に対して 

  ア 利用料金の決定は、事前に市の承諾を受け書面により行う 

と基本協定書に規定されているが、手続きを行っていない。 

  イ 平成２８年度の事業計画書において、営業計画の売上数値 

が前年度を６％程上回る目標数値となっているが、実績を考

慮していない。 

 

（２）所管部局に対して 

ア 業務報告書を関係部署に合議していない。 

イ 利用料金制を取っているが、指定管理者が行うべき「不払

い利用料金（基本協定書では利用料と記載）の徴収業務」が

基本協定書において市の業務とされている。 

ウ 利用料金の決定は、事前に市の承諾を受け書面により行う

と基本協定書に規定されているが、手続きを行っていない。              

エ 基本協定書に添付されているⅡ種備品台帳の記載に一部

誤りがある。 
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（公の施設の指定管理者 ６） 

団体名 

(指定管理者) 
株式会社 増田町物産流通センター 

所管部局 まちづくり推進部 増田地域課 

公の施設の管理 施設名 

名称 

横手市増田緑地管理センター 

上畑温泉 ゆーらく 

指定管理料 

(平成 28 年度) 
11,305,000 円（消費税及び地方消費税を含む） 

指定管理業務に

係る収支状況 

（収入）  18,435,833 円 

（支出）  16,042,201 円 

（差引）   2,393,632 円 

施設の利用状況 平成 26 年度   17,632 人 

平成 27 年度   17,562 人 

平成 28 年度   17,130 人 

監査結果 （１）公の施設の指定管理者に対して 

 食堂の営業に関し、基本協定書に基づく手続きを行ってい 

ない。 

 

（２）所管部局に対して 

ア 業務報告書を関係部署に合議していない。 

イ 利用料金制を取っているが、指定管理者が行うべき「不払

い利用料金（基本協定書では利用料と記載）の徴収業務」が

基本協定書において市の業務とされている。 

ウ 食堂の営業に関し、基本協定書に基づく手続きを行ってい 

ない。 
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第４第４第４第４    補助金等交付団体補助金等交付団体補助金等交付団体補助金等交付団体    

（補助金等交付団体 １） 

団体名 職業訓練法人 横手地方職業能力開発協会 

所管部局 商工観光部 商工労働課 

補助金 補助金名称 横手地方職業能力開発協会事業補助金 

補助事業費 （１） 収入決算額     17,825,017 円 

（うち当該補助金  1,600,000 円） 

（２） 支出決算額     16,428,256 円 

（３） 差引残額         1,396,761 円 

監査結果 （１）補助金交付団体に対して 

特に指摘する事項はなかった。 

 

（２）所管部局に対して 

実績報告について領収書等の原本のみを目視突合で確認

している。 
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（補助金等交付団体 ２） 

団体名 株式会社 クツザワ 

所管部局 商工観光部 商工労働課 

補助金 補助金名称 ものづくり事業化プラン開発支援補助金 

補助事業費 （１） 収入決算額      16,431,150 円 

（うち当該補助金  6,300,000 円） 

（２） 支出決算額      16,431,150 円 

（３） 差引残額             0 円 

監査結果 （１）補助金交付団体に対して 

事業実績報告書の収支決算書の数値の一部に誤りがある。 

 

（２）所管部局に対して 

事業実績報告書の収支決算書の数値の一部に誤りがある

ものを受理している。 
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（補助金等交付団体 ３） 

団体名 三又建設 株式会社 

所管部局 商工観光部 商工労働課 

補助金 補助金名称 ものづくり事業化プラン開発支援補助金 

補助事業費 （１） 収入決算額    10,512,000 円 

（うち当該補助金  5,000,000 円） 

（２） 支出決算額    10,512,000 円 

（３） 差引残額            0 円 

監査結果 （１）補助金交付団体に対して 

特に指摘する事項はなかった。 

 

（２）所管部局に対して 

特に指摘する事項はなかった。 
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  （補助金等交付団体 ４） 

 

団体名 横手市勤労者互助会 

所管部局 商工観光部 商工労働課 

補助金 補助金名称 横手市勤労者互助会事業補助金 

補助事業費 （１） 収入決算額      26,666,747 円 

（うち当該補助金  1,800,000 円） 

（２） 支出決算額      23,720,121 円 

（３） 差引残額       2,946,626 円 

監査結果 （１）補助金交付団体に対して 

 補助金の収支において、補助対象経費と補助対象外経費の 

区分が明確でない。 

 

（２）所管部局に対して 

ア 実績報告書の収支決算について、補助対象経費と補助対象 

外経費の区分が明確でないものを受理している。 

イ 実績報告について領収書等の原本のみを目視突合で確認

している。 

 

 

  

 

 


