
 

  宮城県監査委員告示第４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。 

 

 令和５年３月 28 日 

 

                      宮城県監査委員  髙  橋  伸  二 

                      宮城県監査委員  渡  辺  忠  悦 

                      宮城県監査委員  成  田  由 加 里 

                      宮城県監査委員  吉  田     計 

 

 

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２のとおり。 

２ 監査結果 

  令和３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が

あった場合には，「監査の結果等」の欄に記載しました。また，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。 

 

団 体 名 実施年月日 監  査  の  結  果  等 

公立大学法人 

宮城大学 

5.3.1 １ 団体の事業概要 

地方独立行政法人法に基づく大学の設置運営，公開講座

による学習機会の提供，研究成果の普及・活用事業等を行

っている。 

２ 県の財政的援助等の内容 

 〔出資金〕 

  15,515,895,651円(出資割合 100.0％) 

  〔補助金〕 

    公立大学法人宮城大学授業料等減免費補助金 

111,502,100円 

 〔交付金〕 

  公立大学法人宮城大学運営費交付金  2,677,128,743円 

３ 監査の結果 

  県の援助等の趣旨に沿って執行されており，公表すべき

指摘事項はなかった。  

宮城県土地開発公

社 

5.1.11 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，管理及び処分や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(出資割合 100.0％) 

〔負担金〕 

  地方公共団体関係団体共済組合県負担金  2,394,740円 



 

 〔貸付金〕 

 長期貸付金に係る令和３年度末残高  1,290,890,000円 

  〔債務保証〕 

  債務保証契約に係る令和３年度末借入金残高 

                                     394,000,000円 

３ 監査の結果  

  県の援助等の趣旨に沿って執行されており，公表すべき

指摘事項はなかった。 

公益財団法人 

宮城県スポーツ協

会 

4.12.22 １ 団体の事業概要 

   生涯スポーツの振興と競技スポーツの向上を図るため，

各種振興事業や啓蒙普及事業を行うほか，宮城県総合運動

公園等の指定管理業務を行っている。 

２ 県の財政的援助等の内容 

 〔出資金〕 

    325,000,000 円(出資割合 51.0％) 

 〔補助金〕 

  スポーツ協会活動費補助金等     299,689,097円 

〔公の施設の管理〕 

  宮城県総合運動公園            569,855,000円 

  宮城県第二総合運動場            57,648,000円 

      (２施設とも共同事業体の一員） 

３ 監査の結果 

    県の援助等の趣旨に沿って執行されており，公表すべき

指摘事項はなかった。 

阿武隈急行株式会

社 

5.1.17 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(出資割合 25.6％） 

  〔補助金〕 

    阿武隈急行緊急保全整備事業費等補助金等 

 229,518,000円 

〔貸付金〕 

  貸付金に係る令和３年度末残高 

225,000,000円 

３ 監査の結果 

  期末において，債務超過が認められたので，引き続き経 

営改善を図る必要がある。 

公益財団法人 

宮城県伊豆沼・内沼

環境保全財団 

4.11.9 １ 団体の事業概要 

    伊豆沼・内沼の自然環境の保全と活用に関する調査研

究，自然保護思想の普及啓発事業等を行うほか，宮城県伊

豆沼・内沼サンクチュアリセンターの指定管理業務を行っ

ている。 

２ 県の財政的援助等の内容 



 

 〔出資金〕 

    100,000,000 円(出資割合 37.6％） 

  〔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 

                     30,539,259円 

３ 監査の結果 

   県の援助等の趣旨に沿って執行されており，公表すべき

指摘事項はなかった。 

地方独立行政法人 

宮城県立こども病

院 

5.1.26 １ 団体の事業概要 

  「宮城県小児総合医療整備基本計画」に基づき，妊娠，出

生から思春期，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〕 

    1,455,166,843 円(出資割合 100.0％)  

  〔補助金〕 

  周産期母子医療センター運営事業補助金等 

                    509,295,320円 

  〔負担金〕 

  運営費負担金           3,145,700,000円 

 〔貸付金〕 

    長期貸付金に係る令和３年度末残高 6,469,276,117円 

３ 監査の結果 

  期末において，欠損金が認められたので，引き続き経営

改善を図る必要がある。 

一般社団法人 

東北地域医療支援

機構 

4.11.18 １ 団体の事業概要 

   東北医科薬科大学における資金循環型の修学資金制度

への助成を通じて，学生を経済的に支援することにより，

地域医療を支える医師を育成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〕 

    9,000,000,000 円(出資割合 93.0％) 

 〔負担金〕 

    基本会費負担金                       120,000円 

３ 監査の結果 

  県の援助等の趣旨に沿って執行されており，公表すべき

指摘事項はなかった。 

公益財団法人 

宮城県腎臓協会 

5.1.27 １ 団体の事業概要 

   人工透析及び腎移植に関する知識の普及啓蒙事業や移

植に関する研究・条件整備に対する助成事業等を行ってい

る。 

２ 県の財政的援助等の内容 

 〔出資金〕 

    200,000,000 円(出資割合 39.6％) 

３ 監査の結果 



 

県の援助等の趣旨に沿って執行されており，公表すべき

指摘事項はなかった。 

公益財団法人 

宮城県国際化協会 

4.11.18 １ 団体の事業概要 

   多文化共生と県民主体の国際交流や国際協力活動を促

進するとともに，市町村及び各種国際交流団体の連絡調整

や援助等を行っている。 

２ 県の財政的援助等の内容 

 〔出資金〕 

    750,000,000 円(出資割合 71.8％) 

  〔補助金〕 

    国際交流事業補助金等           34,272,000円 

３ 監査の結果 

  県の援助等の趣旨に沿って執行されており，公表すべき

指摘事項はなかった。 

一般財団法人 

みやぎ産業交流セ

ンター 

4.12.19 １ 団体の事業概要 

   産業振興推進のため，国際見本市，展示会，会議，イベ

ント，大会等の開催及び産業情報の提供等の諸活動を行う

ほか，みやぎ産業交流センターの指定管理業務を利用料金

制により行っている。 

２ 県の財政的援助等の内容 

 〔出資金〕 

  900,000,000 円(出資割合 50.6％) 

〔補助金〕 

  みやぎ産業交流センター利用制限等協力金 

 219,151,377円 

  〔公の施設の管理〕 

  みやぎ産業交流センター(共同事業体の一員） 

３ 監査の結果 

  県の援助等の趣旨に沿って執行されており，公表すべき

指摘事項はなかった。 

公益社団法人 

宮城県青果物価格

安定相互補償協会 

4.11.14 １ 団体の事業概要 

   主要青果物生産の安定供給と生産農家の経営安定を図

るため，生産者，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時に差額を補填する相互補償事

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(出資割合 41.5％) 

  〔補助金〕 

    青果物価格安定対策事業補助金等     7,123,010円 

３ 監査の結果 

    県の援助等の趣旨に沿って執行されており，公表すべき

指摘事項はなかった。 

一般社団法人 

宮城県畜産協会 

4.12.22 １ 団体の事業概要 

   畜産経営の安定的発展と畜産振興のため，畜産業を営む



 

者の経営及び畜産業を営む者が組織する団体の運営指導，

家畜管理等の技術的支援，畜産物の価格安定対策等の事業

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(出資割合 57.5％) 

  〔補助金〕 

    肉用牛価格安定対策事業費助成金等   13,227,244円 

〔負担金〕 

    獣医師養成確保修学資金給付事業負担金  500,000円 

３ 監査の結果 

  県の援助等の趣旨に沿って執行されており，公表すべき

指摘事項はなかった。 

公益財団法人 

みやぎ林業活性化

基金 

5.2.7 １ 団体の事業概要 

   森林の公益的機能の維持･増進を図るため，森林の適正 

な管理に関する啓発指導，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〕 

  250,000,000 円(出資割合 49.97％) 

 〔補助金〕 

  林業労働力関係事業補助金等        5,414,000円 

３ 監査の結果 

    現金預金において，残高が一致しないものが認められた

ので，改善を図る必要がある。 

公益財団法人 

宮城県フェリー埠

頭公社 

4.11.25 １ 団体の事業概要 

   仙台塩釜港におけるフェリー埠頭の建設，改良及び維持

管理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〕 

  20,000,000 円(出資割合 100.0％) 

 〔貸付金〕 

    長期貸付金に係る令和３年度末残高   151,542,620 円 

３ 監査の結果 

  県の援助等の趣旨に沿って執行されており，公表すべき

指摘事項はなかった。 

宮城県開発株式会

社 

4.10.26 １ 団体の事業概要 

   石巻港における倉庫業としての輸出入木材保管業務，船

舶給水事業，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(出資割合 33.3％) 

３ 監査の結果 

  県の援助等の趣旨に沿って執行されており，公表すべき 

  指摘事項はなかった。 



 

仙台空港鉄道株式

会社 

5.1.12 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，仙台空港

アクセス線の運行，管理等の事業を行っている。 

２ 県の財政的援助等の内容 

 〔出資金〕 

  3,769,000,000 円(出資割合 52.9％) 

 〔貸付金〕 

  長期貸付金に係る令和３年度末残高 

6,809,000,000円 

３ 監査の結果 

  期末において，債務超過が認められたので，引き続き経 

営改善を図る必要がある。 

社会福祉法人 

鶴寿会 

5.2.1 １ 団体の事業概要 

   社会福祉法に基づく第一種社会福祉事業(特別養護老人

ホーム，軽費老人ホーム)及び第二種社会福祉事業(認知症

対応型老人共同生活援助事業等)を行っている。 

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等     55,009,069円 

３ 監査の結果 

  県の援助等の趣旨に沿って執行されており，公表すべき

指摘事項はなかった。 

宮城県商工会連合

会 

5.2.6 １ 団体の事業概要 

   各地区商工会の組織や事業について指導及び連絡等を

行い，商工業の振興に寄与する事業等を行っている。 

２ 県の財政的援助等の内容 

  〔補助金〕 

  小規模事業経営支援事業費補助金等 1,482,832,062円 

３ 監査の結果 

  県の援助等の趣旨に沿って執行されており，公表すべき

指摘事項はなかった。 

 

 


