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１ 監査した監査委員 

栗林 徹、新井 栄子、深津 憲一 

 

２ 監査の種類 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項の規定による財

政援助団体等監査 

 

３ 監査の期間 

令和２年７月１７日から令和２年１１月２７日まで 

 

４ 監査の対象 

(1) 補助事業名 

野田市農業資材対策協議会補助金 

 

(2) 補助対象団体 

野田市農業資材対策協議会 

 

(3) 所管部局 

自然経済推進部農政課 

 

５ 監査の範囲 

令和元年度において野田市農業資材対策協議会補助金を交付したものの出

納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの 

 

６ 監査の方法 

補助金の交付目的、公益上の必要性及び有効性について確認するとともに、

補助対象団体が行う出納、会計経理その他の関連する事務が、法令、規則及

び規約に従い適正に執行されているか、所管部局は補助対象団体への指導監

督及び履行の確認を適切に行っているかを主眼として、補助対象団体及び所

管部局から提出された資料及び関係書類に基づき、双方の職員から説明を聴

取して実施した。なお、監査は、野田市監査基準を定める規程（令和２年野

田市監査委員規程第１号）に準拠して行った。 
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７ 監査の結果 

野田市農業資材対策協議会補助金は、農業における植物の防疫に関する事

業並びに園芸用廃プラスチックの適正な回収及び処理に関する事業を円滑か

つ適切に実施するため関係者により組織される団体に対し、予算の範囲内に

おいて、その事業に要する費用の全部又は一部を補助することにより、環境

への負荷が少なく、かつ、生産性の高い農業の推進を図ることを目的として

いる。 

植物防疫事業は、黒酢の殺菌効果を利用した米作りと減農薬の二つの特色

ある取組を行うことで、ブランド化の推進による農家の所得向上に寄与する

ほか、生物多様性及び自然再生の取組を更に拡げて、自然と共生する地域づ

くりを進めている。園芸用廃プラスチック適正処理事業は、継続的な啓発指

導により回収量が年間約４０トンとなり、環境保全（野焼き及び不法投棄の

減少）に寄与している。これらの点から、公益上の必要性が認められる。 

野田市農業資材対策協議会が行う出納、会計処理その他の関連する事務の

執行については、おおむね適正であると認められた。また、農政課について

も、補助対象団体への指導監督及び履行の確認は、おおむね適正であると認

められた。 

今後も農業従事者等の意見に耳を傾けるとともに、限られた予算の中で適

正かつ効率的な事業を行い、野田市の更なる農業の発展に努められたい。 

 

なお、一部改善を要する事項が見受けられたので、適切な是正措置を講じ

られたい。 

 

(1) 補助対象団体に対する指摘事項 

   流用の手続を行わずに予算を超えて支出が行われたこと及び決算書の記

載事項に不備があることを確認したので、適切な財務事務の執行に努めら

れたい。 

 

(2) 補助対象団体に対する要望事項 

   手持ち現金について、現金出納簿により複数の者が常時確認して適正な

管理に努めること。 

 

(3) 所管部局に対する指摘事項 

   野田市農業資材対策協議会補助金交付規則の改正が遅延していたので、

適正な時期に手続を行うこと。 
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(4) 所管部局に対する要望事項 

   補助対象団体に対する補助金交付に関する事務は、課内の別の職員が行

うなど、事務の確認体制を改善すること。 

 

８ 補助対象団体の概要 

 (1) 野田市農業資材対策協議会 

   主な事業は、植物の防疫に関すること並びに園芸用廃プラスチックの適

正な回収及び処理に関することである。植物防疫事業については、薬剤購

入費の助成、地上防除奨励金の交付並びに野田市ブランド農産物である黒

酢米に係る玄米黒酢農法に対して補助を行っている。また、園芸用廃プラ

スチック適正処理事業については、県の協議会と連携し農家からの園芸用

廃プラスチックの回収と工場への運搬により処理を行っている。 

    

(2) 会員 

    野田市長、野田市農業委員会会長、野田健康福祉センター長、東葛飾農

業事務所次長、土地改良区を代表する者、ちば東葛農業協同組合を代表す

る者、北総農業共済組合を代表する者、園芸用プラスチックを使用する農

家を代表する者 

 

(3) 役員 

  会長１人、副会長１人、監事２人 

    

 (4) 事務所及び事務局 

   協議会の事務を処理するため、事務所及び事務局を野田市自然経済推進

部農政課に置く。 

 

(5) 職員配置（令和２年３月３１日現在） 

事務局長 １人 

事務局職員 １人 
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９ 監査対象補助事業の概要 

 (1) 事業の沿革 

   平成１１年に「野田市植物防疫協会」と「野田市園芸用廃プラスチック

対策協議会」を統合し、植物防疫に関する事業の推進及び園芸用廃プラス

チックの適正な回収処理を行うことにより、農村環境の保全と農業生産の

安定に寄与することを目的として設立された団体である。      

 

(2)  事業実績     

  ① 植物防疫事業 

   ア 薬剤購入費助成 

     水稲においては、病害虫対策のため、育苗箱又は本田に薬剤の地上

散布を行う農家に対して薬剤購入費を助成するもので、補助対象経費

の３分の１以内を助成している。また、麦及び大豆においては、病害

虫対策のため、薬剤の地上散布を行う農業協同組合法に規定する農事

組合法人その他市長が必要と認める団体（以下「農事組合法人」とい

う。）に対する薬剤購入費を助成するもので、補助対象経費の１０分の

１０以内を助成している。 

    

   薬剤購入費助成に係る実績 

作目 水稲 麦及び大豆 

事業費 5,695,856円 5,241,562円 

補助額 1,531,900円 5,241,500円 

補助件数 243件 4件 

作付面積 518ha 麦：168.8ha 大豆：101.4ha 

 

   イ 地上防除奨励費事業 

     麦及び大豆において、病害虫対策のため、薬剤の地上散布を行う農

事組合法人に対して地上散布を推進するための奨励費を交付するもの

で、補助対象経費の１０分の１０以内を助成している。ただし、1 回

の散布につき１０アール当たり１，０００円を上限としている。 

     各農事組合法人とも、圃
ほ

場の状態を見ながら防除を行っており、当

初の予定より散布回数が増加する場合にも補助の対象としている。 
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  地上防除奨励費事業に係る実績 

補助対象者 作目 面積 散布回数 交付額 

Ａ 
麦 57.414ha 2回 1,148,200円 

大豆 36.117ha 2回 722,300円 

Ｂ 
麦 31.279ha 1回 312,700円 

大豆 16.124ha 3回 483,700円 

Ｃ 
麦 31.181ha 1回 311,800円 

大豆 23.059ha 2回 461,100円 

Ｄ 
麦 48.928ha 1回 489,200円 

大豆 26.131ha 3回 783,900円 

交付額合計 4,712,900円 

 

ウ 玄米黒酢農法補助事業 

     玄米黒酢農法を利用した特色ある水稲生産に取り組んでいる地区に

対し、黒酢の空中散布に要する経費を補助するもの。地区によって、

有人ヘリコプター又は無人ヘリコプターを使用して散布を行っている。 
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  ヘリコプターによる黒酢散布実績        

 有人ヘリコプター 無人ヘリコプター 

対象地区 
木野崎地区、目吹地区、船形地

区、小山地区及び柳耕地地区 

関宿地区、木間ケ瀬地区及び

今上地区 

散布回数 

及び実施日 

2回 

7月 11日・8月 12日 

2回 

関宿地区：7月 8日・24日 

木間ケ瀬地区：7月 13日・8月 5日 

今上地区：7月 15日・8月 2日 

散布面積 約 372ha 

関 宿 地 区：約 74ha 

木間ケ瀬地区：約 58ha 

今 上 地 区：約 15ha 

散布に係る

費用 

内訳 有人ヘリコプター黒酢散布作業委託 5,070,600円 

ラジコンヘリコプター散布補助   4,216,271円 

空中散布用玄米黒酢代       1,257,525円 

防除作業農家手当          753,000円 

保険料                10,200円 

環境調査費            1,497,312円 

空中散布用燃料費           2,880円 

合計                    12,807,788円 

黒酢散布濃度

及び散布量 

10倍に希釈したものを 10ａ

当たり 3ℓ 

8倍に希釈したものを 10ａ 

当たり 0.8ℓ 

備考 
協議会で業者と委託契約

し、散布を実施している。 

各地区が散布を実施後、実

績に基づき協議会から各地区

へ補助金を交付している。 

 

エ その他 

     関係団体と連携し、害虫の発生量及び稲の状態の調査を行っている。

調査時期及び回数は７月に２回で、調査結果により病害虫が多く発生

したときには、農家に対し防除方法等の指導をする。 

 

  ② 園芸用廃プラスチック処理対策事業 

    農家が排出する園芸用のビニール、ポリエチレン等の廃資材の円滑な

回収及び適正な処理を行うもの。補助対象経費の１０分の１０以内の金

額を市が補助し、排出量 1キログラム当たり５０円を上限とする。 

    農家組合長を通じ、園芸用廃プラスチック類の適正処理及び回収に関

するチラシを回覧し啓発指導を行っている。 
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ア 回収、運搬及び処理について 

          前期 後期 

回収時期 令和元年９月２９日 令和２年１月２６日 

工場搬入日 令和元年９月３０日 令和２年１月２７日 

回収量 

内訳 塩化ビニール      18.04ｔ 

ポリエチレン      21.20ｔ 

合計             39.24ｔ 

輸送費 

内訳 前期        1,021,410円 

後期         859,460円 

パレット搬送費    100,000円 

合計           1,980,870円 

処理量 24.25ｔ 14.99ｔ 

処理費用 822,075円 517,155円 

    

イ 処理に係る団体及び単価 

処理に係る費用は、千葉県、全農千葉県本部及び協議会（生産者の

負担を含む。）の三者で負担している。また、実績に基づき協議会の事

務局を置いている市に対し、千葉県より補助金が交付される。 

 

 

処理料金及び各団体の負担金額 

（単位：円） 

 処理料金 千葉県 
全農千葉 

県本部 

協議会 

協議会

合計 
生産者 市補助 

平成 31年 4月から

令和元年 9月まで 
43.7 9.8 9.8 24.1 15.0 9.1 

令和元年 10月から

令和 2年 3月まで 
44.5 10.0 10.0 24.5 15.0 9.5 
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(3) 収支の状況（令和元年度） 

（収入）                         （単位：円） 

区  分 
予算額 

（Ａ） 

決算額 

（Ｂ） 

予算との比較 

（Ｂ-Ａ） 

補助金  28,900,000 27,409,783 △1,490,217 

負担金 900,000 582,000 △  318,000 

雑入 1,000 51 △      949 

繰越金 0 0 0 

収入合計 29,801,000 27,991,834 △1,809,166 

 

（支出）                         （単位：円） 

区  分 
予算額 

（Ａ） 

決算額 

（Ｂ） 

予算との比較 

（Ａ-Ｂ） 

事
務
費 

会議費 120,000 120,000 0 

役務費 200,000 129,100 70,900 

旅費 3,000 5,942 △    2,942 

負担金 10,000 10,000 0 

使用料及び賃借料 2,000 0 2,000 

事
業
費 

委託料 10,320,000 9,888,012 431,988 

使用料及び賃借料 10,000 0 10,000 

薬剤費 1,176,000 1,257,525 △   81,525 

消耗品費 180,000 110,954 69,046 

燃料費 10,000 2,880 7,120 

人夫賃 800,000 753,000 47,000 

備品購入費 50,000 0 50,000 

保険料 11,000 10,200 800 

係留地設置費 0 0 0 

補助金 7,093,000 6,775,050 317,950 

奨励金 5,370,000 4,712,900 657,100 

玄米黒酢散布費 4,446,000 4,216,271 229,729 

予備費 0 0 0 

支出合計 29,801,000 27,991,834 1,809,166 

  


