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「山田町災害復興支援事業等検証委員会報告書」の概要について 

 

１ 委員会の設置（｢報告書｣ 1～7頁、37～40頁、以下（ ）内の数値は同様） 

 

(1)  山田町災害復興支援事業等検証委員会設置要領（平成 25年 12月 2日施行）の抜粋 

（趣旨及び設置） 

第１ 緊急雇用創出事業（以下「事業」という。）に係る山田町災害復興支援事業（平成 23

年度）及び復興やまだ応援事業（平成 24年度）について、補助事業者としての県の対

応を検証するとともに、事業の適切な執行管理のあり方を検討することを目的とし、

山田町災害復興支援事業等検証委員会を設置する。 

（組織） 

第３ 委員会は、学識経験者２名以上及び別表に掲げる者をもって構成する。 

（運営） 

第４ 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には商工労働観光部副部長を、副委員 

長には雇用対策・労働室長をもって充てる。 

 

(2) 委員名簿 

氏  名 所 属／職 備  考 

桐田 教男 商工労働観光部 副部長 委員長 

寺本 樹生 商工労働観光部雇用対策・労働室 室長 副委員長 

田口 典男 岩手大学人文社会科学部 教授 （学識経験者） 

西出 順郎 岩手県立大学総合政策学部 准教授 （学識経験者） 

岩渕 伸也 総務部人事課 組織行革担当課長  

菊池 優太 総務部法務学事課 特命課長（法務指導）  

五月女 有良 政策地域部市町村課 総括課長  

小原 博 出納局 指導審査課長  
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(3) 委員会開催状況 

日時・場所 内  容 協議事項等 摘  要 

平成25年12月10日（火） 

10時～11時 40分 

県庁 

 

第１回 

検証委員会 

1. 検証の進め方について 

2. 概要説明 

8人 

全員出席 

平成25年12月20日（金） 

15時～16時 55分 

盛岡地区合同庁舎 

 

第２回 

検証委員会 

課題の検証について 8人 

全員出席 

平成25年12月24日（火） 

10時 30分～16時 15分 

宮古地区合同庁舎 

山田町役場、山田町内 

 

現地調査 1. 宮古地域振興センターから聴取 

2. 山田町から聴取 

3. 御蔵の湯及びＢ＆Ｇセンター視察 

8人中 

５人出席 

平成 26年１月 16日（木） 

10時～15時 

県庁 

 

第３回 

検証委員会 

1. 課題の検証について 

2. 事業の適切な執行管理のあり方に

ついて 

8人 

全員出席 

平成 26年２月６日（木） 

10時～11時 50分 

盛岡地区合同庁舎 

第４回 

検証委員会 

「委員会の報告書」とりまとめ（骨子）

について 

8人中 

７人出席 

平成 26年２月 19日（水） 

10時～12時 5分 

盛岡地区合同庁舎 

 

第５回 

検証委員会 

検証報告書のとりまとめについて 8人 

全員出席 

平成 26年２月 27日（木） 

10時～11時 40分 

盛岡地区合同庁舎 

 

第６回 

検証委員会 

検証報告書のとりまとめについて 8人 

全員出席 

（注）6回の委員会は全て公開で行い、結果を県のホームページに掲載。 

（現地調査のうち、1宮古地域振興センター、２山田町役場は、非公開） 
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２ 委員会の取組み 

検証に必要な情報を収集整理して資料として委員に提供し、委員会においてその内容につ

いて説明を行い、また、沿岸広域振興局宮古地域振興センター及び山田町からの聴き取り、

並びに、御蔵の湯及びＢ＆Ｇセンターの視察を行い、それらに対する委員との協議を繰り返

し、委員会の意見を集約して、｢報告書｣としてまとめた。 

 

３ 検証に用いた資料  

(1) 補助事業者としての県の対応に関するもの 

 

① 今回の事案、緊急雇用創出事業の制度に関するもの 

ア 山田町緊急雇用創出事業と県の対応の概要（資料№2）（Ａ4判9頁） 

及び別冊資料 

：緊急雇用創出事業実施要領（国）（A4判12頁） 

：雇用創出基金事業に関するＱＡ（統合版）抜粋(国)（A4版1頁） 

：緊急雇用創出事業補助金交付要領（県）（A4版17頁） 

：山田町緊急雇用創出事業に関する第三者調査委員会報告書（平成25年4月2日 

山田町）（A４版64頁） 

イ 平成23年度山田町災害復興支援事業、平成24年度復興やまだ応援事業における補  

助対象外とした主な内容と金額（資料№3－3）（A4判 5頁）（｢報告書｣P11~12頁） 

ウ 山田町緊急雇用創出事業の概要（資料№4－3）（A4版７頁） 

 

② 山田町緊急雇用創出事業に係る補助金交付事務、県の役割に関するもの 

ア 平成23年度及び平成24年度の県と町の補助金交付契約伺い起案文書など26点（A4 

版308頁） 

イ 審査指導基準と根拠（資料№2－2）(A4版2頁） 

ウ 緊急雇用創出事業の審査等に係る各道県比較結果（資料№3－1）（A4版23頁） 

エ 岩手県、山田町、NPOの三者のそれぞれの役割と責任（資料№4－2）（A4版12頁） 

（報告書41～47頁） 

 

(2) 事業の適切な執行管理のあり方に関するもの 

 

①  事案発生以降の事務改善に関するもの 

ア 平成25年3月13日通知｢緊急雇用創出事業の実施に当たり留意すべき事項につい 

て｣（資料№2－3）（A4版8頁）（｢報告書｣P33~34頁） 

イ 緊急雇用創出事業の審査等に係る各道県比較結果（資料№3－1）（A4版23頁）（再掲） 

 

（注）上記のうち、 

(1)②ウ 緊急雇用創出事業の審査等に係る各道県比較結果（資料№3－1）の一部を、末尾に添付。 
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４ ｢報告書｣のうち、Ⅳ､Ⅴ、Ⅵの概要 

Ⅳ 補助事業者としての県の対応の検証（14頁） 

 

１ 平成 23年度補助事業計画の審査（14頁） 

頁 (1) 委員会として確認した事実 頁 (2) 委員会の意見 

14 

15 

○事業費の積算内訳について個別事業計画

書に記載されている範囲内で、実施要領

の規定に合致していることを確認してい

る。 

15 

16 

○他県調査によると事業計画書において経費の算出を求めて

いない県も複数存在することから、県の審査方式は、他県

と比較しても標準的な方法と言い得るものである。 

○事業計画書に記載している積算内訳のみでは、事業に用い

る経費の算定方法や業務ごとの内訳が明らかとはならないた

め、県は、それらを把握する運用をするべきではない

かという、意見もあった。 

 

 

 

２ 平成 23年度補助事業の進捗管理（17頁） 

頁 (1)委員会として確認した事実 頁 (2)委員会の意見 

17 

18 

○震災復興に直接関わる事業であること、多

数の雇用を創出する事業であること、事業費

規模が億円単位と大きいことから、宮古セン

ターは、町の事業受託者には通常は行って

いない事業運営指導を、｢りばぁねっと｣

に対して行っている。 

 

18 

19 

○県は、町が｢りばぁねっと｣を指導しているか、｢りばぁね

っと｣が町の指導どおり実施しているか、それを町が確認して

いるか、を町から聴き取り確認することなどの、さらに

もう一歩踏む込んだ取組みがあれば異なる結果になっ

た可能性がある。 

○ただし、県の進捗管理は、通常の処理としては山形県と

同様の踏み込んだ取組みをしており、また、この事案では通

常の対応とは別に関係者を参集するなどの対応をしていたこ

となど、他道県に比べて踏み込んだ方法で行っている。 
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３ 平成 23年度補助事業の完了確認（20頁） 

頁 (1)委員会として確認した事実 頁 (2)委員会の意見 

20 

21 

○町は事業受託者が実施した委託事業完

了の審査を行い、県は町と締結した補助金

交付契約の完了確認として、町の出納書類、

その出納のために町が審査したことを前提に

しながらも、町の委託事業者の支出経費の領

収書も調査している。 

○人件費は、雇用契約書及び出勤簿等勤務状

況記録並びに賃金台帳により、支払事実、金

額を確認している。 

○人件費以外は、経費支出内訳に記載されて

いる内容の証拠となる領収書等を確認し

ている。 

21 

22 

○県は、通常の対応とは別に関係者を参集して指導したの

で、完了確認においても、｢りばぁねっと｣が確実に実行

しているかどうかまで、さらにもう一歩踏み込んだ取

組みがあれば異なる結果になった可能性がある。 

○ただし、他県調査によると、金融機関の口座記録の確認を

行っている団体は無く、県の完了確認は、他道県と同様の

方法であり、標準的な方法で行っている。 

 

 

 

４ 御蔵の湯（23頁） 

頁 (1)委員会として確認した事実 頁 (2)委員会の意見 

23 

24 

○平成23年8月、県に送付された経費内訳資

料に｢被災者の生活を安定させるため町民向

け公衆浴場の設置｣と記載され、その公衆浴場

設備についてはリース料として計上されて

おり、制度で禁止されている財産取得に当

たる経費は無い。 

○整備内容については事前に町から情報提供

は無く、平成23年11月、御蔵山に整備し

ている入浴施設の話を聞き、緊急雇用創出事

業によるものではないかと町に調査を依頼し

ている。 

○平成23年12月の開所にあたり町の事業担

当課から確認し、開所式の復命に｢仮設浴場

の概要（建設費等）：約20,000千円（鉄骨

等リース）、人件費及び光熱水費は緊急雇用

創出事業費対応｣と記録している。 

 

24 

25 

○着工は平成23年10月、県が事情を初めて把握したのは整

備途中の平成23年11月であり、御蔵の湯の事業計画につ

いて県の関与があったと伺わせるものはない。 

○県が町に示していた懸念事項は、「御蔵の湯建築材料費」の

支出は建設・土木事業に該当しないのかという点であり、「補

助対象であるとする理由を町がきちんと説明でき、県として

も妥当と認め得るものであれば補助対象とする」こととし、

町の｢御蔵の湯整備に関する確認事項｣という文書による説明

は、補助制度に合致しないものであるとは断定し難い内容で

あり、それらが全く成立し得ないものではなかったことから、

補助対象にした県の対応は一概に不適切であるとまで

は言い難い。 

○県は、「りばぁねっと」の会計処理がずさんであると

指摘していたことから、さらに踏み込んで、詳細な事

情を確認することもできたのではないか、との意見も

ある。 
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５ 平成 24年度補助事業計画の審査（26頁） 

頁 (1)委員会として確認した事実 頁 (2)委員会の意見 

26 ○宮古センターは、個別の事業計画書につ

いて、実施要領及び交付要領等で定める条件

に合致しているかを確認する通常の手続き

を経て、平成 23年 3月 23日に補助内定

を町に通知している。 

○その直前3月16日に、宮古センターが｢り

ばぁねっと｣への指導の徹底を町に指示し

たとの復命書においては、平成 24年度事

業中止の必要性については触れていな

い。 

 

27 ○前年度内に次年度の事業計画を審査するにあたって、実

施要領及び交付要領等で定める条件に合致しているかを

確認する手続きは、他道県においても同様であり、標

準的な方法で行われている。 

○しかし、県は、｢りばぁねっと｣の会計処理について指導し

ていた事実もあり、他の事業と同じような審査方法のま

まであったことには、今後に向けて検討の余地がある。 

○県と町は、それぞれが有する情報を共有しながら、それ

ぞれの役割に応じて取組む必要があり、何らかの指導を行

うよう努める必要があった。 

 

 

 

Ⅴ 緊急雇用創出事業の適切な執行管理のあり方（28頁） 

頁 ｢Ⅳ補助事業者としての県の対応の検証｣の｢委員会の意見｣の視点及びポイント 

28 【視点】 

今回の事案は、通常の対応のみではなく、一歩踏み込んだ対応が必要ではなかったか。 

 

28 【ポイント】 

○補助事業において、不適切な執行が懸念される兆候があった場合、通常の場合でない十分な注意に基

づき、関係者が役割と責任を明確にして、適正な事業実施の確保のため対応すべきである。 

○市町村委託事業の関係者である県、市町村及び受託者の三者が、相談、情報共有して適正な事業実施

の確保に取組むべきである。 

 

32 【提言の実行に当たって】 

○市町村や県広域振興局等現場の意見も聞き、過度の負担とならない配慮もしながら、実効性のある仕

組みにしていくことが必要である。 
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頁 項目 ４ 新たな仕組みづくりの提言 

30 県、市町村、

事業受託者

の接点 

○県は、市町村に主体的な事業受託者への指導監督と結果報告を求め、市町村の指導監

督の状況を確認する。  

〇 県は、市町村から協力要請を受けた場合、市町村の主体性を尊重したうえで、市町村

による事業受託者への指導監督事務を補完・強化するために協力する。  

〇 県は、市町村と事業受託者の間のコミュニケーション確保の状況を市町村から情報収

集して、必要がある場合は、市町村と相談して必要な取組みの実現を支援する。 

 

 

30 

31 

(1)通常の処

理における

新たな視点

による取組

み 

① 市町村に対する緊急雇用創出事業制度の普及啓発  

県は、市町村の事業実施担当職員向けの制度説明会を毎年行う。  

② 事業計画における経費の確認  

市町村は、事業計画を策定し事業を開始する段階で、経費の内訳及びその支出額の

必要性や妥当性を確認する。  

③ 事業計画チェックリストによる確認  

県は具体的なチェックリストを市町村に示し、県と市町村は事業が制度に合致して

いるかどうかを確認する。  

④ 事業開始後の進捗管理  

県は、「委託事業は年２回以上の中間検査を行う」よう市町村に平成25年3月に通知

し、事業開始後の進捗管理の徹底を図っている。   

⑤ 完了確認 （チェックリストによる確認）  

県は、完了確認すべき書類とその項目を記載したチェックリストを作成して市町村

に提供することにより、県全体として精度を高める。 

 

31 

32 

(2)通常の処

理以上の対

応の取組み

（特別なケ

ースの場合

の仕組みの

例） 

① 通常の処理以上の対応とするケースの例  

・事業費規模が大きい場合、受託者の財務規模に比べて事業費が多額の場合  

・人件費以外の経費が事業費の2分の1に近い場合  

・事業費が大幅に増加している場合 

・事業の管理・運営体制が不適切と認識した場合 等  

② 事業計画の審査における対応  

市町村は適正な公費の支出の説明責任を果たすため精査し、県も市町村からヒア

リングを行うなどしながら個別具体の内容について根拠を確認していく。  

③ 事業開始後の進捗管理  

事業費規模が大きい場合、事業規模が財務規模より大きい受託者の場合は、中

間検査を完了確認に準じて行い検査の精度を高める。  

④ 完了確認  

特別なケース等については、県は市町村の検査結果を再確認する。 
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Ⅵ 総括 

 

※各委員からのさまざまな意見を整理し、委員会としての総括的な意見をとりまとめたもの 

頁 要   約 

35 ○町の人々の暮らしや生活の維持、改善を最優先事項として、県や町が緊急雇用創出事業に取り組んだ

ことは、適切な判断であった。 

○県の対応は、国の緊急雇用創出事業実施要領、国の雇用創出基金事業に関するＱ＆Ａ、県の緊急雇用

創出事業補助金交付要領、県の緊急雇用創出事業補助金交付契約書に基づき行っており、通常の処理と

しては、適切であった。 

○一方、県は、緊急雇用創出事業として行われた事業でこのような事案が発生したことについて、重く

受け止めるべきである。 

 

36 ○県は、緊急雇用創出事業の適切な執行管理のため、市町村委託事業の場合の補助事業への関わり方を

見直す必要がある。 

○市町村の主体性を確保すると同時に、緊急雇用創出事業の柔軟な企画を尊重するという基本的な考え

方のもと、補助事業の執行を適切に指導するという県の責務を果たすべきである。 

○県、市町村、事業受託者の三者が情報共有し、相互の連携協力を確保するべきである。 

 

 

36 ○県は、補助事業制度の適切な運用に対して十分な注意を払い、補助事業の適切な実行に懸念が感じら

れる情報を得た場合の機会を生かすために、通常の対応とは異なる対応の“仕組み”を整理し、事業の

適切な執行を確保することが、県の役割と責任である。 

 

 



【別添：3/9ページの参考資料】 

３ 検証に用いた資料  

 (1) 補助事業者としての県の対応に関するもの 

 ② 山田町緊急雇用創出企業に係る補助金交付事務、県の役割に関するもの 

ウ 緊急雇用創出事業の審査等に係る各道県比較結果（資料№3-1） 
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緊急雇用創出事業の審査等に係る各道県比較結果 

 

１ 事業計画の審査 

(1) 補助金交付における審査は、全道県が、市町村が提出する事業計画書（１事業につきＡ

４版１～２ページ）により審査 

(2) 事業計画書の主な記載内容は次のとおり 

ア 国への報告事項（事業名、概要、直接・委託区分、分野、事業費、人件費、うち新規

雇用失業者人件費・割合、事業全労働者数、うち新規雇用失業者数） 

イ そのほか国要領で定める要件に関する事項（既存事業の振替でないこと、事業期間） 

ウ 県が補助金執行上把握することが必要な事項（事業費積算） 

(3) 審査において、チェックする項目をリスト化しているのは岩手県と福島県のみ 

(4) 全ての道県が事業計画書により審査をしており、補助事業の要件については審査 

(5) 事業費の積算については、宮城県は事業費中の人件費割合のみ審査、他の道県は人件費

以外の経費も確認するが事業計画書記載の範囲内であり、その内訳は確認せず 

(6) 宮城県は事業計画策定におけるチェックリストを作成し、計画した事業について市町村

が自ら確認 

 

２ 年度途中の進捗管理 

(1) 何らかの確認を行っているのは岩手県、山形県、福島県 

(2) 岩手県は、25 年度から、委託事業全てを対象に、発注者（市町村）の中間検査の実施を

求めており、その履行状況及び検査結果を調査 

(3) 山形県は、全事業を対象に、予算の実行状況（契約額、雇用者数、予算執行見込）の調

査 

(4) 福島県は、25 年度から、一定の条件に該当する事業を対象に、契約及び事業経費の妥当

性、次年度の継続実施見込みを調査 

 

３ 補助事業の完了検査 

(1) 確認書類をリスト化しているのは岩手県のみ（福島県も「手引」により同様の処理） 

(2) 市町村に提出（示）を求める書類は 

岩手県、北海道、山形県、福島県：①実績一覧表（国報告様式に準じる）、②人件費

に関する書類（給与台帳、雇用契約書等）、③その他経費に関する書類（領

収書等）、④その他（市町村支出帳票、業務日誌、経理簿等） 

秋田県：①、②、③ 

宮城県：①、② 

青森県：①（その他、随時市町村を巡回して②～④の調査） 

(3) 通帳等による支出経歴の確認は、全ての道県とも実施せず 

 


