
- 1 -

宮城県監査委員告示第２４号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項の規定により実施した監査の結果を

同条第９項の規定に基づき，次のとおり公表します。

平成１９年２月１６日

宮城県監査委員 菊 地 浩

宮城県監査委員 藤 原 範 典

宮城県監査委員 阿 部 徹

宮城県監査委員 谷地森 涼 子

監査は，各団体に対する財政的援助等に係る出納その他の事務の執行について，平成１７年度

の事実を中心として実施しましたが，その結果は下記のとおりです。

なお，軽易な事項については各団体に注意をしました。

記

団 体 名 実施年月日 監 査 の 結 果 等

宮城県土地開発公社 18．11． 7 １ 団体の事業概要

公有地の拡大の推進に関する法律に基づき, 公共用地等

の取得, 管理, 処分及び工業団地の造成等を行っている。

２ 県の財政的援助等の内容

〔出資金〕

50,000,000円（基本財産 50,000,000円）

〔貸付金〕

長期貸付金に係る平成１７年度末残高 201,784,000円

〔債務保証〕

債務保証契約に係る平成17年度末借入金残高

14,552,687,392円

３ 監査の結果

長期保有地の処分及び利用促進を図り，事業収支の改善

に努める必要がある。

財団法人 18．12．19 １ 団体の事業概要

宮城県地域振興セン 地域開発, 地域活性化等に関する調査研究, 提言，情報

ター の収集・提供，情報誌の発行，研修会・講演会等の開催，

受託調査研究事業等を行っている。

２ 県の財政的援助等の内容

〔出資金〕

400,000,000円（基本財産 707,000,000円）

〔補助金〕

地域振興センター運営費補助金 43,223,930円

３ 監査の結果

公表すべき指摘事項はなかった。
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財団法人 18. 11. 8 １ 団体の事業概要

宮城県伊豆沼・内沼 伊豆沼・内沼の自然環境保全及び活用に関する普及啓発

環境保全財団 事業，保全企画事業並びに伊豆沼・内沼サンクチュアリセ

ンターの受託管理運営事業等を行っている。

２ 県の財政的援助等の内容

〔出資金〕

100,000,000円（基本財産 258,984,780円）

〔補助金〕

伊豆沼・内沼環境保全事業補助金 9,754,000円

〔公の施設の管理委託〕

伊豆沼・内沼サンクチュアリセンター 16,888,844円

３ 監査の結果

公表すべき指摘事項はなかった。

社会福祉法人 18．12. 20 １ 団体の事業概要

宮城県社会福祉協議 社会福祉法に基づく第一種及び第二種社会福祉事業，介

会 護研修センターの受託経営等公益事業，休養ホームの設置

経営等収益事業，社会福祉事業に関する調査・研究，福祉

施設職員研修，元気高齢者支援事業，その他地域福祉の推

進を目的とした各種事業を行っている。

２ 県の財政的援助等の内容

〔出資金〕

10,000,000円（基本金 11,000,000円）

〔補助金〕

社会福祉協議会補助金

福祉活動指導員設置費 65,389,516円

職員人件費 6,212,388円

職員退職手当金 427,805,756円

給与・財務会計システム整備事業 5,565,000円

生活福祉資金貸付事業費 16,254,000円

ボランティア振興事業費 17,884,655円

災害ボランティア受入体制整備事業費 8,153,000円

地域福祉権利擁護事業費 72,647,353円

福祉サービス苦情解決事業費 7,923,000円

民生バス運行事業 12,712,845円

福祉施設経営指導事業費 4,499,000円

休養ホーム運営費（建設借入金償還経費）

1,862,343円

明るい長寿社会づくり推進事業費補助金 61,916,361円

みやぎシニアカレッジ運営事業費補助金 39,325,197円

障害者就業･生活サポート事業補助金 6,700,000円

社会福祉協議会保育研究事業補助金 333,000円

〔公の施設の管理委託〕

船形コロニー外９施設 3,104,800,111円

３ 監査の結果

（１） 一部施設において通帳管理の不徹底が認められたの

で，改善する必要がある。

（２） 賞与引当金に関する会計方針が明確になっていないこと
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及び同引当金の計上基準を計算書類に注記していないこと

が認められたので，改善する必要がある。

財団法人 18．12. 20 １ 団体の事業概要

みやぎ産業振興機構 中核的な産業支援機関として中小企業等の創業・経営革

新支援，設備機械貸与，資金貸付，下請取引斡旋・苦情紛

， ， ，争処理 ベンチャー企業等への投資 中小企業情報化支援

テクノポリス圏域内企業の技術高度化支援と研究開発型企

業の育成支援，事業再生支援，販路開拓支援，アグリビジ

ネスの支援等を行っている。

２ 県の財政的援助等の内容

〔出資金〕

198,851,594円（基本財産 222,351,594円）

〔補助金〕

中小企業経営資源強化対策費補助金 225,534,000円

設備資金貸付事業補助金 16,396,000円

ベンチャー企業投資育成事業補助金 3,729,000円

中心市街地商業活性化推進事業費補助金 1,805,000円

高度技術振興事業運営費補助金 17,159,868円

みやぎものづくりリーディング企業チャレンジ事業

運営費補助金 80,001,587円

産学官連携成果活用推進事業費補助金 9,659,211円

小規模企業者等設備・機械類貸与事業円滑化事業補助金

10,078,000円

設備・機械類貸与事業円滑化補助金 10,583,000円

中小企業再生支援協議会運営費補助事業補助金

30,141,047円

大学隣接型レンタルラボ運営事業費補助金 6,000,000円

新成長産業進出機械類貸与事業損料補給金 609,786円

〔貸付金〕

研究開発型企業育成資金貸付金 10,000,000円

長期貸付金に係る平成１７年度末残高

設備資金貸付事業貸付金 530,030,000円

設備貸与事業貸付金 458,170,000円

機械類貸与事業貸付金 2,276,640,000円

企業振興投資育成事業貸付金 178,250,000円

新世紀創造的企業育成支援事業貸付金 36,000,000円

中心市街地商業活性化推進資金貸付金 600,000,000円

総合調整相談事業貸付金 250,000,000円

〔損失補償〕

損失補償契約に係る平成17年度末借入金残高

1,416,727,000円

３ 監査の結果

公表すべき指摘事項はなかった。

社団法人 18．11． 1 １ 団体の事業概要

みやぎ原種苗センタ 農家からの需要に迅速に対応できる優良種子・種苗の生

ー 産供給体制の確立に努め, 品質及び生産性の優れた原種苗



- 4 -

を供給するための事業等を行っている。

２ 県の財政的援助等の内容

〔出資金〕

500,000,000円（基本財産 900,000,000円）

〔補助金〕

みやぎ米情報ネット整備事業補助金 13,249,000円

３ 監査の結果

公表すべき指摘事項はなかった。

社団法人 18．12. 19 １ 団体の事業概要

宮城県青果物価格安 主要青果物生産の安定的拡大と生産農家の経営安定を図

定相互補償協会 るため，生産者及び農業関係団体等が負担した補償準備金

を基に出荷販売価格の低落に際し，これを補てんする相互

補償事業を行っている。

２ 県の財政的援助等の内容

〔出資金〕

172,000,000円（基本財産 414,080,000円）

〔補助金〕

青果物価格安定対策事業補助金 9,538,297円

３ 監査の結果

公表すべき指摘事項はなかった。

社団法人 18．12．20 １ 団体の事業概要

宮城県畜産協会 畜産経営に係る情報の提供, 技術・経営の指導等を行う

とともに畜産物の価格安定対策並びに生乳の検査, 品質改

善など畜産振興のための事業を行っている。

２ 県の財政的援助等の内容

〔出資金〕

147,500,000円（基本財産 263,150,000円）

〔補助金〕

家畜改良対策事業費補助金 300,000円

自衛防疫強化総合対策事業実施補助金 7,534,000円

畜産物衛生環境整備円滑化事業補助金 2,416,000円

肉用牛価格安定対策事業事業費助成金 71,731,000円

〔交付金〕

食の安全・安心確保交付金 1,478,000円

３ 監査の結果

公表すべき指摘事項はなかった。

財団法人 18．12．19 １ 団体の事業概要

みやぎ林業活性化基 森林の適正管理及び林業労働者の育成確保を図るため，

金 普及啓発事業，就労条件改善対策事業及び林業労働力確保

支援センター事業等を行っている。

２ 県の財政的援助等の内容

〔出資金〕

250,000,000円（基本財産 500,200,000円）

〔補助金〕

森林整備担い手対策基金事業補助金 10,000,000円
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林業労働力確保支援センター支援補助金 2,000,000円

林業担い手育成確保対策事業補助金 353,000円

３ 監査の結果

会計年度を超えて決算処理を行っていることが認められ

たので，改善する必要がある．

財団法人 18．12．22 １ 団体の事業概要

みやぎ建設総合セン 建設産業の構造改善を促進するため，人材育成・能力向

ター 上事業，情報化推進事業及び技術開発・研究事業等を行っ

ている。

２ 県の財政的援助等の内容

〔出資金〕

150,000,000円（基本財産 325,000,000円）

〔補助金〕

認定職業訓練事業費補助金 120,000円

３ 監査の結果

公表すべき指摘事項はなかった。

財団法人 18．12．26 １ 団体の事業概要

七ヶ宿ダム自然休養 公園施設の維持管理運営事業及び七ヶ宿ダムの水質保全

公園管理財団 啓発事業等を行っている。

２ 県の財政的援助等の内容

〔出資金〕

150,000,000円（基本財産 302,000,000円）

３ 監査の結果

公表すべき指摘事項はなかった。

財団法人 18. 12. 19 １ 団体の事業概要

宮城県フェリー埠頭 仙台塩釜港におけるフェリー埠頭の管理運営事業を行っ

公社 ている。

２ 県の財政的援助等の内容

〔出資金〕

20,000,000円（基本財産 20,000,000円）

〔貸付金〕

長期貸付金に係る平成17年度末残高 213,420,000円

〔損失補償〕

損失補償契約に係る平成17年度末借入金残高

407,700,000円

３ 監査の結果

県の援助等の趣旨に沿って執行されていた。

財団法人 18．12．26 １ 団体の事業概要

石巻湾漁業振興基金 石巻湾海域における漁業経営の安定を図るため,石巻副

港の建設及び石巻港に入出港する船舶により生じた漁業被

害に対する助成等を行っている。

２ 県の財政的援助等の内容

〔出資金〕

330,000,000円（基本財産 550,000,000円）
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３ 監査の結果

県の援助等の趣旨に沿って執行されていた。

宮城県開発 18．12．22 １ 団体の事業概要

株式会社 石巻港における倉庫業としての輸入木材保管業務，船舶

給水事業及び砕石供給販売事業等を行っている。

２ 県の財政的援助等の内容

〔出資金〕

30,000,000円（資本金 90,000,000円）

３ 監査の結果

退職給付引当金の充足に努める必要がある。

財団法人 18．11． 7 １ 団体の事業概要

宮城県下水道公社 下水道に関する知識の普及啓蒙事業, 下水道技術職員養

成事業, 下水道汚泥等の有効利用及び調査研究並びに県が

設置している流域下水道施設の維持管理業務受託事業等を

行っている。

２ 県の財政的援助等の内容

〔出資金〕

34,200,000円（基本財産 68,400,000円）

〔公の施設の管理委託〕

仙塩流域下水道施設 外６施設 4,047,492,042円

３ 監査の結果

県の援助等の趣旨に沿って執行されていた。

財団法人 18. 12. 22 １ 団体の事業概要

宮城県スポーツ振興 生涯スポーツの振興と競技スポーツの向上を図るため,

財団 各種スポーツ振興啓発普及事業, 自転車競技場管理運営事

業及び県営スポーツ施設の受託管理運営事業等を行ってい

る。

２ 県の財政的援助等の内容

〔出資金〕

250,000,000円（基本財産 500,000,000円）

〔補助金〕

自転車競技場運営管理費補助事業補助金 9,898,642円

スポーツ振興財団事業費等補助金 2,433,000円

28,290,071円グランディ・２１フェスティバル開催補助金

〔公の施設の管理委託〕

宮城野原公園総合運動場 外４施設 1,165,029,985円

３ 監査の結果

引当金の計上基準に関する重要な会計方針について，経

理規程等と計算書類に対する注記の間に不整合が認められ

たので，統一を図る必要がある。

財団法人 18. 11．15 １ 団体の事業概要

宮城県野外活動振興 青少年野外活動の活性化を図るため, 家族キャンプ等の

協会 主催事業及び国立南蔵王青少年野営場の受託管理運営事業

を行っている。
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２ 県の財政的援助等の内容

〔出資金〕

40,000,000円（基本財産 55,000,000円）

〔補助金〕

青少年野外活動振興事業補助金 1,300,000円

３ 監査の結果

公表すべき指摘事項はなかった。

学校法人 18． 9．21 １ 団体の事業概要

仙台育英学園 教育基本法及び学校教育法に基づき,高等学校，中学校

を設置運営している。

２ 県の財政的援助等の内容

〔補助金〕

私立学校運営費補助金 812,203,000円

私立高等学校授業料軽減事業補助金 49,668,000円

３ 監査の結果

県の援助等の趣旨に沿って執行されていた。

学校法人 18 9．22 １ 団体の事業概要

東北工業大学 教育基本法及び学校教育法に基づき, 大学,高等学校を

設置運営している。

２ 県の財政的援助等の内容

〔補助金〕

私立学校運営費補助金 369,341,000円

私立高等学校授業料軽減事業補助金 23,280,000円

３ 監査の結果

県の援助等の趣旨に沿って執行されていた。

学校法人 18．12． 5 １ 団体の事業概要

宮城明泉学園 教育基本法及び学校教育法に基づき，小学校，幼稚園を

設置運営している。

２ 県の財政的援助等の内容

〔補助金〕

私立学校運営費補助金 145,509,000円

私立学校教育改革推進特別経費補助金 5,600,000円

私立学校特殊教育教育費補助金 1,568,000円

３ 監査の結果

県の援助等の趣旨に沿って執行されていた。

学校法人 18．12． 8 １ 団体の事業概要

村山学園 教育基本法及び学校教育法に基づき，幼稚園を設置運営

している。

２ 県の財政的援助等の内容

〔補助金〕

私立学校運営費補助金 84,147,000円

私立学校教育改革推進特別経費補助金 2,040,000円

私立学校特殊教育教育費補助金 10,976,000円

３ 監査の結果
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県の援助等の趣旨に沿って執行されていた。

学校法人 18．12． 7 １ 団体の事業概要

東北カトリック学園 教育基本法及び学校教育法に基づき，幼稚園を設置運営

している。

２ 県の財政的援助等の内容

〔補助金〕

私立学校運営費補助金 162,721,000円

私立学校教育改革推進特別経費補助金 5,920,000円

私立学校特殊教育教育費補助金 7,056,000円

私立幼稚園特殊教育教育費補助金 1,176,000円

３ 監査の結果

県の援助等の趣旨に沿って執行されていた。

財団法人 18．12．14 １ 団体の事業概要

宮城県生活衛生営業 生活衛生関係営業について衛生施設の改善向上及び経営

指導センター の健全化及び振興を通じてその衛生水準の維持向上を図

り，あわせて利用者または消費者の利益の擁護を図ること

を目的として，標準営業約款に関する営業者の登録や各種

の指導，相談，苦情処理，講習会，情報収集・提供等の事

業を行っている。

２ 県の財政的援助等の内容

〔補助金〕

生活衛生営業指導センター事業補助金 23,985,290円

生活衛生関係営業振興対策事業費補助金 6,500,000円

３ 監査の結果

公表すべき指摘事項はなかった。

社会福祉法人 18．12．15 １ 団体の事業概要

慶和会 社会福祉法に基づき,第一種社会福祉事業（軽費老人ホ

ーム）,第二種社会福祉事業（老人ディサービスセンター

ほか）を実施している。

２ 県の財政的援助等の内容

〔補助金〕

軽費老人ホーム事務費補助金 25,338,889円

民間社会福祉施設整備資金借入金利子補給 3,386,000円

３ 監査の結果

県の援助等の趣旨に沿って執行されていた。

社会福祉法人 18．12．19 １ 団体の事業概要

鶯会 社会福祉法に基づき,第一種社会福祉事業（軽費老人ホ

ーム）を実施している。

２ 県の財政的援助等の内容

〔補助金〕

軽費老人ホーム事務費補助金 26,422,884円

民間社会福祉施設整備資金借入金利子補給 753,440円

３ 監査の結果

県の援助等の趣旨に沿って執行されていた。
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社会福祉法人 18 12．20 １ 団体の事業概要

新生会 社会福祉法に基づき,第一種社会福祉事業（軽費老人ホ

ーム ，第二種社会福祉事業（保育所）を実施している。）

２ 県の財政的援助等の内容

〔補助金〕

軽費老人ホーム事務費補助金 31,344,960円

民間社会福祉施設整備資金借入金利子補給 2,370,000円

３ 監査の結果

軽費老人ホーム事務費補助金の対象経費の計上額に誤り

が認められたので，改善する必要がある。

社団法人 18．12．13 １ 団体の事業概要

宮城県国際経済振興 国際経済振興に係る環境整備を図り,本県の産業経済の

協会 発展に寄与するためソウル事務所,大連事務所の設置や国

際経済に関する情報の収集,提供をはじめとする各種事業

を行っている。

２ 県の財政的援助等の内容

〔補助金〕

国際経済振興事業補助金 31,986,000円

３ 監査の結果

県の援助等の趣旨に沿って執行されていた。

社団法人 18. 9. 20 １ 団体の事業概要

宮城県トラック協会 貨物自動車運送事業の適正な運営,公正な競争の確保に

よる事業の健全な発展を促進するため同事業に関する指導

,調査及び研究をはじめとする各種事業を行っている。

２ 県の財政的援助等の内容

〔補助金〕

貨物運輸振興事業費補助金 451,600,000円

３ 監査の結果

県の援助等の趣旨に沿って執行されていた。

特定非営利活動法人 18．12．22 １ 団体の事業概要

杜の伝言板 ゆるる ＮＰＯやボランティア団体等の活動及び地域の人がボラ

ンティアに参加しやすい環境づくりに寄与するため，情報

収集と提供，講座・研修等の企画・運営，調査・研究や資

料等の発行，講師の派遣，相談，市民団体等に対する支援

等を行っている。

２ 県の財政的援助等の内容

〔公の施設の管理〕

みやぎＮＰＯプラザ 34,730,000円

３ 監査の結果

協定に基づくＮＰＯプラザ収支決算書が不正確なまま提

出されていたので，適正に作成する必要がある。

(注) 県の財政的援助等の内容の「出資金」は，平成1７年度末における出資金総額を示し 「補助金 「貸付金」及， 」，

び「公の施設の管理委託」は，平成1７年度における支出額等を示している。
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監査の結果中「公表すべき指摘事項はなかった」は軽易な事項が認められた団体 「県の援助等の趣旨に沿って執行され，

ていた」は改善すべき事項が認められなかったことを示している。


