
宮城県監査委員告示第２０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財政的援助団体

等の監査の結果は次のとおりです。

平成２２年３月３０日

宮城県監査委員 内 海 太

宮城県監査委員 佐 々 木 敏 克

宮城県監査委員 遊 佐 勘左衛門

宮城県監査委員 工 藤 鏡 子

１ 監査実施団体及び監査実施年月日並びに事業概要等

下記のとおり

２ 監査結果

平成２０年度の出納その他の事務の執行について実施しました。

その結果，公表すべき指摘事項は下記のとおりであり，その他の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

社団法人みやぎ 21．11．10 １ 団体の事業概要

原種苗センター 農家からの需要に迅速に対応できる優良種子・種苗の生

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

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）

３ 監査の結果

(1) 特定資産等の取扱いにおいて，不適切な取扱いが認

められたので，改善する必要がある。

(2) 主要農作物種子備蓄事業の備蓄種子に関する事務に

おいて，不適切な取扱いが認められたので，改善する

必要がある。

宮城県道路公社 21．11．11 １ 団体の事業概要

地方的な幹線道路の整備を促進し交通の円滑化を図るた

め，道路の新設，改築，維持，修繕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〕

17,416,125,000円（出資金21,836,000,000円）

〔負担金〕

地方公共団体関係団体共済組合県負担金 4,683,249円

〔債務保証〕



債務保証契約に係る平成２０年度末借入金残高

12,778,015,624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。

地方独立行政法人 21. 11. 12 １ 団体の事業概要

宮城県立こども病院 妊娠，出産から思春期，成人に至る子どもの全ての成長

過程において，高度で専門的な医療の提供を行っている。

２ 県の財政的援助等の内容

〔出資金〕

1,234,086,843円（資本金1,234,086,843円）

〔負担金〕

宮城県立こども病院運営費負担金 2,191,747,000円

〔貸付金〕

運営費貸付金（短期） 250,000,000円

長期貸付金に係る平成２０年度末残高

9,267,937,411円

３ 監査の結果

経営努力が認められるものの３期連続の当期純損失の計

上が認められたので，経営改善を進める必要がある。

社団法人 21．12. 16 １ 団体の事業概要

宮城県林業公社 県土の保全，森林資源の造成などを図るため，造林及び

育林等に関する事業を行っている。

２ 県の財政的援助等の内容

〔出資金〕

100,000,000円（基本財産125,452,095円）

〔補助金〕

公的森林整備推進事業補助金 112,465,544円

流域広域保全林整備事業補助金 291,119円

森林整備活性化事業補助金 2,157,374円

〔貸付金〕

長期貸付金に係る平成２０年度末残高

11,240,161,000円

〔損失補償〕

損失補償契約に係る平成２０年度末借入金残高

5,027,433,627円

〔公の施設の管理〕

宮城県蔵王野鳥の森自然観察センター 23,952,000円

３ 監査の結果

(1) 収支計算書において3期連続の損失を計上するほか多

額の累積債務16,267百万円（うち県借入金11,240百万

） ， 。円 が認められたので 経営改善を進める必要がある

(2) 貸借対照表に有価証券（株式）の価額が適正に計上

され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 21．12．17 １ 団体の事業概要



宮城県文化振興財団 文化活動の一層の活性化を図るため，文化意識啓発事業

（宮城県民会館管理 及び文化情報提供事業等を行っている。

運営共同企業体） ２ 県の財政的援助等の内容

〔出資金〕

1,155,000,000円（基本財産1,158,000,000円）

〔公の施設の管理〕

宮城県民会館（東京エレクトローンホール宮城）

126,352,000円

３ 監査の結果

貸借対照表において，無形固定資産（ソフトウェア）の

計上漏れが認められたので，改善する必要がある。

財団法人 21．12. 17 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〕

仙塩流域下水道施設外６施設 3,567,002,543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 21．12．18 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２０年度末残高 113,824,000円

〔損失補償〕

損失補償契約に係る平成２０年度末借入金残高

285,390,000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 21．12．22 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）

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。



宮城県住宅供給公社 22． 1. 19 １ 団体の事業概要

住民の生活の安定を図るため，住宅の不足の著しい地域

において居住環境の良好な集団住宅及び宅地の供給事業等

を行っている。

２ 県の財政的援助等の内容

〔出資金〕

20,500,000円（資本金21,850,000円）

〔補助金〕

ゆとりある住まいづくり推進事業補助金 98,000円

〔負担金〕

地方公共団体関係団体共済組合県負担金 4,241,784円

〔貸付金〕

仙台北部中核都市建設促進事業資金貸付金（短期）

2,000,000,000円

長期貸付金に係る平成２０年度末残高 2,120,000円

〔損失補償〕

損失補償契約に係る平成２０年度末借入金残高

19,926,000,000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 22． 1．19 １ 団体の事業概要

宮城県体育協会 スポーツの振興及び県民の体力向上等を図るため，体育

関係諸団体相互の連携及び競技力向上対策事業等を行って

いる。

２ 県の財政的援助等の内容

〔出資金〕

75,000,000円（基本財産137,060,000円）

〔補助金〕

スポーツ選手強化対策費補助金 151,939,,271円

東北総合体育大会参加補助金 25,707,197円

国民体育大会参加補助金（本大会） 61,078,632円

国民体育大会参加補助金（冬季大会） 6,147,358円

地域スポーツ活動推進費補助金 4,068,568円

スポーツ少年団活動費補助金 1,150,000円

３ 監査の結果

特別会計の廃止処理において，不適切な処理が認められ

たので，改善する必要がある。

社団法人 22． 1．20 １ 団体の事業概要

宮城県農業公社 農業経営の安定を図るため，農地保有の合理化促進及び

農畜産業の振興に関する事業等を行っている。

２ 県の財政的援助等の内容

〔出資金〕

472,600,000円（基本財産922,200,000円）

〔補助金〕

農地保有合理化促進対策費補助金 96,292,000円



畜産環境総合整備事業費補助金 487,905,000円

〔交付金〕

強い農業づくり交付金 4,935,000円

〔貸付金〕

公共牧場経営基盤強化対策事業資金貸付金（短期）

100,000,000円

長期貸付金に係る平成２０年度末残高 4,200,000円

〔損失補償〕

損失補償契約に係る平成２０年度末借入金残高

880,970,783円

〔公の施設の管理〕

宮城県岩出山牧場 88,810,700円

３ 監査の結果

，(1) 正味財産が出資金を下回っていると認められたので

改善する必要がある。

(2) 農地保有合理化関連事業において，未収金縮減に努

力しているものの，なお多額の延滞未収金が認められ

たので，引き続き収納促進に努める必要がある。

(3) 退職給付引当金及び売買損失引当金の計上不足が認

められたので，改善する必要がある。

財団法人 21. 11. 10 １ 団体の事業概要

七ケ宿ダム自然休養 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

公園管理財団 ヶ宿ダムの水質保全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

財務諸表等の計数及び注記の不備が認められたので，改

善する必要がある。

財団法人 21．11．11 １ 団体の事業概要

みやぎ建設総合 建設産業の構造改善を促進するため，人材育成・能力向

センター 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）

３ 監査の結果

公表すべき指摘事項はなかった。

財団法人 21．11．12 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259,881,618円）



〔公の施設の管理〕

宮城県伊豆沼・内沼サンクチュアリセンター

27,826,000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 21．12．16 １ 団体の事業概要

みやぎ林業活性化 森林の適正管理及び林業労働者の育成確保を図るため，

基金 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500,300,000円）

〔補助金〕

森林整備担い手対策基金事業補助金 9,200,000円

森林整備担い手対策基金事業（林業労働力確保支援セン

ター支援）補助金 1,900,000円

〔交付金〕

宮城県森林・林業・木材産業づくり交付金 280,000円

３ 監査の結果

財務諸表において，計数等の誤りが認められたので，改

善する必要がある。

宮城県開発株式会社 21．12．18 １ 団体の事業概要

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

退職給付引当金の計上不足が認められたで，改善する必

要がある。

社団法人 21. 12．24 １ 団体の事業概要

宮城県青果物価格 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

安定相互補償協会 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 609,234円

３ 監査の結果

会計処理規程に基づく総勘定元帳，仕訳帳及び振替伝票

の整備に不備が認められたので，改善する必要がある。

宮城県漁業信用基金 22． 1．20 １ 事業概要



協会 中小漁業者が金融機関から資金を借り入れるに当たり，

債務を保証する保証業務を行っている。

２ 県の財政的援助等の内容

〔出資金〕

811,250,000円（基本財産2,795,211,376円）

〔損失補償〕

損失補償契約に係る平成２０年度末借入金残高

422,000,000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。

阿武隈急行株式会社 22． 2． 8 １ 団体の事業概要

鉄道事業法に基づく第一種鉄道事業者として，阿武隈急

行線の運行管理事業を行っている。

２ 県の財政的援助等の内容

〔出資金〕

384,000,000円（資本金1,500,000,000円）

〔補助金〕

鉄道軌道近代化設備整備事業費補助金 13,669,877円

阿武隈急行緊急保全整備事業費等補助金 22,585,000円

３ 監査の結果

経営努力が認められるものの繰越欠損金が多額となって

いることから，旅客収入の確保及び費用の削減等により経

営改善を進める必要がある。

宮城県信用保証協会 22． 2． 9 １ 事業概要

中小企業者等が金融機関から資金を借り入れるに当た

り，債務を保証する保証業務を行っている。

２ 県の財政的援助等の内容

〔出資金〕

7,387,642,000円（基本財産19,965,666,858円）

〔補助金〕

宮城県信用保証協会経営基盤強化対策事業費補助金

81,791,787円

〔損失補償〕

損失補償契約に係る平成２０年度末借入金残高

2,720,963,454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 22． 1．14 １ 団体の事業概要

聖ドミニコ学院 教育基本法及び学校教育法に基づき，幼稚園，小学校及

び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 213,067,000円

私立学校教育改革推進特別経費補助金 3,112,000円

私立高等学校授業料軽減事業補助金 8,780,800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。

学校法人聖光学園 22． 1．19 １ 団体の事業概要

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 48,384,000円

私立学校教育改革推進特別経費補助金 3,560,000円

私立学校特別支援教育教育費補助金 6,272,000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。

学校法人清野学園 22． 1．20 １ 団体の事業概要

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 55,399,000円

私立学校教育改革推進特別経費補助金 3,960,000円

３ 監査の結果

公表すべき指摘事項はなかった。

学校法人畠山学園 22. 1．22 １ 団体の事業概要

教育基本法及び学校教育法に基づき，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 176,790,000円

私立高等学校授業料軽減事業補助金 10,176,000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。

宮城県土地改良事業 22． 2． 9 １ 団体の事業概要

団体連合会 土地改良事業の適切かつ効率的な運営を確保するため,

土地改良事業に関する調査設計, 研究及び技術指導等を行

っている。

２ 県の財政的援助等の内容

〔補助金〕

水土保全強化対策事業補助金 5,278,000円

団体営調査設計事業補助金 2,988,000円

土地改良区統合整備推進事業補助金 600,000円

農業用水水源地域保全対策事業補助金 7,000,000円

土地改良施設維持管理適正化事業補助金 87,912,000円

基幹水利施設管理技術者育成支援事業補助金

29,500,000円

土地改良負担金償還平準化事業補助金 6,103,710円



担い手育成支援事業補助金 23,341,000円

〔損失補償〕

損失補償契約に係る平成２０年度末借入金残高

679,258,780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 22． 2． 2 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〕

宮城県民間非営利活動プラザ 34,700,000円

３ 監査の結果

，(1) 宮城県民間非営利活動プラザ指定管理業務において

利用料金の免除処理に不適切な取り扱いが認められた

ので，改善する必要がある。

(2) 宮城県民間非営利活動プラザ指定管理業務の支出手

続きにおいて，会計規程に沿った処理がなされていな

いものが認められたので，改善する必要がある。

東北緑化環境保全 22． 2． 2 １ 団体の事業概要

株式会社 特定建設業者として造園工事等を請け負い，県が設置す

る仙台港多賀城地区緩衝緑地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

〔公の施設の管理〕

宮城県仙台港多賀城地区緩衝緑地 34,000,000円

３ 監査の結果

公表すべき指摘事項はなかった。

社会福祉法人宮城県 22． 2． 3 １ 団体の事業概要

身体障害者福祉協会 障害者福祉の増進を図るため，授産施設等の設置経営及

び障害者福祉センター，身体障害者総合体育センターの受

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

〔公の施設の管理〕

宮城県障害者福祉センター 47,284,000円

宮城県身体障害者総合体育センター 29,369,000円

３ 監査の結果

公表すべき指摘事項はなかった。

財団法人宮城県母子 22． 2． 3 １ 団体の事業概要

福祉連合会 母子福祉団体の育成指導，母子家庭及び寡婦の自立の促

進に関する事業等を行っている。



２ 県の財政的援助等の内容

〔公の施設の管理〕

宮城県母子福祉センター 16,977,000円

３ 監査の結果

宮城県母子福祉センター指定管理業務において，給与の

， ，支払いが 支給規程と相違していることが認められたので

改善する必要がある。

東洋緑化株式会社 22． 2．10 １ 団体の事業概要

特定建設業者として造園工事等を請け負い，県が設置す

る矢本海浜緑地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

〔公の施設の管理〕

宮城県矢本海浜緑地 21,500,000円

３ 監査の結果

公表すべき指摘事項はなかった。

株式会社 22． 2．10 １ 団体の事業概要

泉パークタウン 特定建設業者として造園工事等を請け負い，県が設置す

サービス る総合運動公園（緑地部分）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

〔公の施設の管理〕

宮城県総合運動公園（緑地部分） 26,600,000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。

(注) 県の財政的援助等の内容の「出資金」は，平成20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」等は，平成20年度における支出額等を示してい」，

る。


