宮城県監査委員告示第３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。
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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
監査結果
平成２１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
宮城県土地開発公社

実施年月日
22.10.26

社会福祉法人宮城県
社会福祉協議会

22.10.26

監
査
の
結
果
等
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）
〔負担金〕
地方公共団体関係団体共済組合県負担金
1,605,767円
主要地方道大衡落合線に係る道路付替工事県負担金
27,610,000円
〔貸付金〕
長期貸付金に係る平成21年度末残高
2,715,450,000円
〔債務保証〕
債務保証契約に係る平成21年度末借入金残高
6,531,587,462円
３ 監査の結果
公表すべき指摘事項はなかった。
１ 団体の事業概要
社会福祉事業の企画・調査・普及等，社会福祉法に基づく
第一種及び第二種事業 ，社会福祉事業従事職員の養成・研修 ，
休養ホームの設置経営等収益事業，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）

１

公益財団法人慶長遣
欧使節船協会

22.10.27

社団法人宮城県漁業
無線公社

22.10.27

〔補助金〕
社会福祉協議会補助金
福祉活動指導員設置費
53,364,211円
職員人件費
6,220,796円
生活福祉資金貸付金
123,059,000円
生活福祉資金貸付事業推進費
8,323,200円
生活福祉資金欠損補てん積立金
386,952,000円
要保護世帯向け不動産担保型貸付事業費 7,865,000円
臨時特例つなぎ資金貸付事業
30,120,000円
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業費
13,610,563円
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ受入体制整備事業費
7,813,150円
日常生活自立支援事業費
83,099,000円
福祉サービス苦情解決事業費
7,816,000円
介護福祉士等修学資金貸付事業費補助金
1,026,000,000円
明るい長寿社会づくり推進事業費補助金
46,484,299円
みやぎシニアカレッジ運営事業費補助金
32,792,223円
〔負担金〕
宮城県社会福祉大会負担金
85,960円
里親委託等の自立を祝う会負担金
180,000円
〔公の施設の管理〕
宮城県船形コロニー外９施設
2,534,052,500円
３ 監査の結果
(1) 社会福祉施設内において ，盗難事件等が認められたので ，
今後再発しないよう対策を講じる必要がある。
(2) 生活福祉資金貸付金償還金に多額の収入未済が認められ
たので，改善する必要がある。
１ 団体の事業概要
地域の振興と青少年の健全育成を図るため，大航海時代の
歴史的事績及び船舶・海洋に関する学習・体験の場の提供事
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1,013,898,600円）
〔公の施設の管理〕
宮城県慶長使節船ミュージアム
187,000,000円
３ 監査の結果
公表すべき指摘事項はなかった。
１ 団体の事業概要
漁船の航行安全及び操業効率を高めることにより漁船漁業
経営の安定を図るため,漁業無線局の管理運営等を行ってい
る。
２ 県の財政的援助等の内容
〔出資金〕
100,000,000円（出資金総額230,050,000円）
３ 監査の結果
正味財産が出資金総額を下回っていることから，財務内容
の健全化に努める必要がある。また，同種団体との統合も含

財団法人みやぎ産業
振興機構

22.11.16

財団法人みやぎ産業
交流センター

22.11.16

仙台空港鉄道株式会
社

22.11.16

め法人のあり方について検討されたい。
１ 団体の事業概要
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
の促進及び経営基盤の強化等を図るため，新事業・経営革新
等支援事業 ，産学官連携・研究開発支援事業 ，資金支援事業 ，
受発注取引支援事業等を行っている。
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
234,741,637円
設備資金貸付事業補助金
15,242,000円
中心市街地商業活性化推進事業費補助金
2,090,600円
宮城県中小企業再生支援協議会運営費補助事業補助金
2,455,459円
宮城県新分野進出等機械類貸与利子補給金
151,637円
〔貸付金〕
中小企業経営基盤強化支援資金貸付金
335,000,000円
長期貸付金に係る平成21年度末残高
設備資金貸付事業貸付金
433,640,000円
設備貸与事業貸付金
615,578,900円
機械類貸与事業貸付金
1,573,172,800円
企業振興投資育成事業貸付金
178,250,000円
宮城・仙台富県ﾁｬﾚﾝｼﾞ応援基金事業貸付金
4,290,000,000円
新事業支援事業貸付金
349,999,581円
〔損失補償〕
損失補償契約に係る平成21年度末借入金残高
464,081,015円
３ 監査の結果
機械設備貸与事業等において，延滞未収金が認められたの
で，改善する必要がある。
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，イベントの開
催及び産業情報の提供等を行っている。
２ 県の財政的援助等の内容
〔出資金〕
900,000,000円（基本財産1,779,000,000円）
〔公の施設の管理〕
みやぎ産業交流センター（利用料金による管理運営）
展示ホール床面クラック補修負担金
1,386,000円
タラップ改修等安全対策工事負担金
2,992,500円
３ 監査の結果
公表すべき指摘事項はなかった。
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・管理を主事業として行っている。
２ 県の財政的援助等の内容

社団法人宮城県畜産
協会

22.11.16

株式会社仙台港貿易
促進センター

22.12.14

仙台港流通ターミナ
ル株式会社

22.12.14

財団法人宮城県建築
住宅センター

22.12.16

〔出資金〕
3,769,000,000円（資本金7,129,000,000円）
〔補助金〕
仙台空港アクセス鉄道環境整備促進事業費補助金
84,866,752円
〔貸付金〕
長期貸付金に係る平成 21年度末残高
7,859,000,000円
〔損失補償〕
損失補償契約に係る平成21年度末借入金残高
8,829,300,000円
３ 監査の結果
繰越欠損金が増加していることから，県と連携し，県策
定の「改革支援プラン・行動計画」の着実な実行を図り，経
営改善を進める必要がある。
１ 団体の事業概要
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〕
畜産物衛生環境整備円滑化事業補助金
8,237,500円
肉用子牛生産者補給金生産者積立補助金
68,837,575円
３ 監査の結果
公表すべき指摘事項はなかった。
１ 団体の事業概要
貿易促進による地域経済の活性化等のため，仙台港国際ビ
ジネスサポートセンターをはじめとする輸入関連基盤施設の
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〕
710,000,000円（資本金2,187,500,000円）
３ 監査の結果
繰越欠損金が増加していることから，経営改善5カ年計画
の着実な実行を図り，経営改善を進める必要がある。
１ 団体の事業概要
仙台港臨港地区内における物流の海と陸との結節点として
中心的機能を果たすため，荷扱場・保管庫・事務室等の賃貸
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〕
153,000,000円（資本金568,940,000円）
３ 監査の結果
公表すべき指摘事項はなかった。
１ 団体の事業概要
建築物の質の向上と安全性の確保を図り，住宅に関する知
識の啓蒙及び相談事業等を行っている。

２

仙台エアカーゴター
ミナル株式会社

22.12.16

財団法人宮城県スポ
ーツ振興財団

22.12.21

社団法人宮城県建設
センター

22.12.21

仙台空港ビル株式会
社

22.12.22

県の財政的援助等の内容
〔出資金〕
10,000,000円（基本財産30,000,000円）
３ 監査の結果
公表すべき指摘事項はなかった。
１ 団体の事業概要
仙台空港における航空貨物取扱施設を設置運営しており，
輸出入貨物等の荷役・保管及び貨物取扱施設の賃貸等を行っ
ている。
２ 県の財政的援助等の内容
〔出資金〕
395,000,000円（資本金1,437,500,000円）
〔補助金〕
仙台空港貨物地区安全対策整備事業補助金 7,000,000円
３ 監査の結果
繰越欠損金が増加していることから，更なる経営改善に努
める必要がある。
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〕
宮城県ｽﾎﾟｰﾂ振興財団ｽﾎﾟｰﾂ振興事業費補助金
1,646,486円
ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨ･21ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 事業補助金
9,000,000円
宮城県自転車競技場運営事業補助金
8,601,350円
〔公の施設の管理〕
宮城県総合運動公園外２施設
641,775,250円
３ 監査の結果
公表すべき指摘事項はなかった。
１ 団体の事業概要
地方公共団体等が行う公共事業の円滑で効率的な執行を補
完支援するため, 建設に関する積算・調査設計を行うととも
に公園の管理運営等を行っている。
２ 県の財政的援助等の内容
〔出資金〕
16,000,000円（基本財産44,061,800円）
〔公の施設の管理〕
岩沼海浜緑地外２施設
69,222,726円
３ 監査の結果
公表すべき指摘事項はなかった。
１ 団体の事業概要
仙台空港旅客ターミナルビルを所有し，航空会社及び事業
者に対する貸室業並びに航空旅客に対する役務の提供を行っ
ている。

２

財団法人宮城県国際
交流協会

22.12.22

財団法人宮城県環境
事業公社

23.1.11

公立大学法人宮城大
学

23.1.11

学校法人明和学園

22.12.15

県の財政的援助等の内容
〔出資金〕
1,372,500,000円（資本金3,200,000,000円）
〔貸付金〕
長期貸付金に係る平成21年度末残高
仙台空港新旅客ターミナルビル建設資金
1,500,000,000円
仙台空港国際線・国内線ターミナルビル建設資金
251,200,000円
３ 監査の結果
公表すべき指摘事項はなかった。
１ 団体の事業概要
国際交流及び協力に関する幅広い活動を促進するため，国
際交流に関する啓発普及・調査研究及び国際交流団体の指導
育成・連絡連携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〕
750,000,000円（基本財産1,043,910,000円）
〔補助金〕
国際交流事業補助金
39,742,000円
海外移住者援護事業補助金（海外宮城県人会助成金）
1,900,000円
宮城海外研修員会館管理運営事業補助金
2,300,000円
３ 監査の結果
公表すべき指摘事項はなかった。
１ 団体の事業概要
良好な環境及び健康な生活を維持するため，廃棄物の処理
及び再生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〕
50,000,000円（基本財産150,296,066円）
３ 監査の結果
公表すべき指摘事項はなかった。
１ 団体の事業概要
地方独立行政法人法に基づき大学を設置運営している。
２ 県の財政的援助等の内容
〔出資金〕
15,477,213,826円（資本金15,477,213,826円）
〔交付金〕
公立大学法人宮城大学運営費交付金
1,971,809,000円
３ 監査の結果
公表すべき指摘事項はなかった 。。
１ 団体の事業概要
教育基本法及び学校教育法に基づき，特別支援学校を設置
運営している。
２ 県の財政的援助等の内容
〔補助金〕
私立学校特別支援教育教育費補助金
104,040,000円

３

学校法人白百合学園

22.12.22

学校法人聖ウルスラ
学院

23.1.14

学校法人菅原学園

23.1.14

学校法人富沢学園

23.1.14

監査の結果
県の援助等の趣旨に沿って執行されていた。
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，小学校，中
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
420,714,000円
私立学校特別支援教育教育費補助金
6,272,000円
私立学校教育改革推進特別経費補助金
1,660,000円
私立高等学校授業料軽減事業補助金
8,595,000円
私立学校緊急環境整備費補助金
345,000円
結核検診補助金
67,923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。
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，小学校，中
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
361,319,000円
私立学校特別支援教育教育費補助金
2,352,000円
私立学校教育改革推進特別経費補助金
2,280,000円
私立高等学校授業料軽減事業補助金
10,756,000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。
１ 団体の事業概要
教育基本法及び学校教育法に基づき，幼稚園及び専修学校
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
79,214,000円
私立学校特別支援教育教育費補助金
1,568,000円
私立幼稚園特別支援教育教育費補助金
392,000円
私立学校教育改革推進特別経費補助金
4,080,000円
私立学校緊急環境整備費補助金
525,000円
福祉・介護人材確保事業補助金
3,266,104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。
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
76,392,000円
私立学校特別支援教育教育費補助金
3,136,000円
私立学校教育改革推進特別経費補助金
3,680,000円
私立学校緊急環境整備費補助金
244,000円

３

社会福祉法人新生会

22.12.15

社会福祉法人鶴寿会

23.1.13

宮城県商工会連合会

23.1.23

特定非営利活動法人
宮城県森林インスト
ラクター協会

23.1.18

太平ビルサービス株
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監査の結果
県の援助等の趣旨に沿って執行されていた。
１ 団体の事業概要
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
31,962,480円
民間社会福祉施設整備資金借入金利子補給 1,820,000円
結核検診等補助金
8,614円
３ 監査の結果
軽費老人ホーム事務費補助金において交付条件違反等が
認められたので，改善する必要がある。
１ 団体の事業概要
社会福祉法に基づく第1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
64,644,960円
結核検診等補助金
20,542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。
１ 団体の事業概要
各地区商工会の相談，指導及び連絡調整を行い，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
1,513,296,280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。
１ 団体の事業概要
一般県民等に対して森林・林業の普及啓発及び調査研究に
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〕
宮城県県民の森外２施設
61,550,000円
３ 監査の結果
公表すべき指摘事項はなかった。
１ 団体の事業概要
建物の清掃及び管理等を請け負い，県営住宅の管理運営事
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〕
県営住宅等
114,830,899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。
１
団体の事業概要

福祉事業協会

社会福祉法に基づき,第一種社会福祉事業（母子生活支援
施設等）及び第二種社会福祉事業（保育所等）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〕
宮城県さくらハイツ
57,338,000円
宮城県コスモスハウス
53,657,584円
３ 監査の結果
公表すべき指摘事項はなかった。
財団法人宮城県視覚
23.1.19
１ 団体の事業概要
障害者福祉協会
視覚障害者の福祉向上の理念に基づき，社会人として自立
更生するための援助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〕
宮城県視覚障害者情報センター
51,107,000円
３ 監査の結果
公表すべき指摘事項はなかった。
宮城県ボート協会
23.1.20
１ 団体の事業概要
県内のボートの普及，発展及び競技力向上を図り，宮城県
長沼ボート場の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〕
宮城県長沼ボート場
10,700,000円
３ 監査の結果
公表すべき指摘事項はなかった。
石垣メンテナンス株
23.1.20
１ 団体の事業概要
式会社
特定建設業者として機械設備工事等を請け負い，県が設置
する鳴瀬川及び吉田川流域下水道の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〕
鳴瀬川流域下水道施設及び吉田川流域下水道施設
523,775,296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21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21年度における支出額等を示している。

