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監 査 結 果 公 表 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第７項の規定に基づく財政的援助団体等に係る監査を実施したので、

同条第９項の規定により、その結果を次のとおり公表する。 

平成27年２月20日 

新潟県監査委員 野 上 信 子 

新潟県監査委員 小 島    隆 

新潟県監査委員 内 山 五 郎 

新潟県監査委員 田 宮 強 志 
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財政的援助団体等

（出資団体）

監 査 年 月 日

円

公立大学法人新潟県立大学 3,462,596,047 平成26年11月20日 特に指摘する事項はない。

公立大学法人新潟県立看護大学 2,285,244,000 平成26年11月 6日 （注意事項）
 会計帳簿の整備、記帳に関する事項

公益財団法人新潟県中越大震災復興基金 5,000,000,000 平成26年12月16日 特に指摘する事項はない。

公益財団法人新潟県中越沖地震復興基金 3,000,000,000 平成26年12月16日 同　　　上

公益財団法人にいがた産業創造機構 258,971,750 平成26年12月 2日 同　　　上

公益社団法人新潟県農林公社 161,350,000 平成26年11月11日 同　　　上

新潟県住宅供給公社 50,200,000 平成26年11月19日 同　　　上

公益財団法人新潟県下水道公社 34,800,000 平成26年11月20日 同　　　上

公益財団法人新潟県体育協会 15,000,000 平成26年11月20日 同　　　上

公益社団法人新潟県農作物価格安定協会 794,360,000 平成26年11月 6日 同　　　上

公益財団法人新潟県生活衛生営業指導センター 2,500,000 平成26年11月 6日 （注意事項）
 固定資産の取得に関する事項

えちごトキめき鉄道株式会社 11,018,000,000 平成26年12月 4日 特に指摘する事項はない。

出 資 金 額団 体 名 監 査 の 結 果 等
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（公の施設の指定管理者）

監 査 年 月 日

円

公益財団法人にいがた産業
創造機構

新潟県起業化支援・交流拠
点施設

8,275,000 平成26年12月 2日 特に指摘する事項はない。

公益財団法人新潟県体育協
会

新潟県健康づくり・スポー
ツ医科学センター

153,800,000 平成26年11月20日 同　　　上

社会福祉法人新潟県社会福
祉協議会

新潟ユニゾンプラザ 24,037,000 平成26年12月 9日 同　　　上

国際総合学園・都市緑花セ
ンターグループ

新潟県立植物園 242,050,000 平成26年11月19日 同　　　上

株式会社アール・ケー・
イー

新潟県立鳥屋野潟公園（女
池地区及び鐘木地区）

71,376,000 平成26年11月17日 同　　　上

グリーン産業株式会社 新潟県立島見緑地及び
新潟県立聖籠緑地

47,500,000 平成26年11月13日 同　　　上

むつみグループ 奥只見レクリエーション都
市公園

117,300,000 平成26年11月13日 同　　　上

ホテル朱鷺メッセ株式会社 展望室（朱鷺メッセ） 10,687,460 平成26年12月 2日 同　　　上

ＰＦＩ長岡屋内総合プール
株式会社

ダイエープロビスフェニッ
クスプール（新潟県立長岡
屋内総合プール）

556,689,631 平成26年11月11日 同　　　上

社会福祉法人中越福祉会 新潟県あけぼの園 0 平成26年12月 9日 （注意事項）
 契約事務に関する事項

監 査 の 結 果 等団 体 名 施 設 名 指 定 管 理 料
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（補助団体）
監 査 年 月 日

円

公益財団法人にいがた産
業創造機構

にいがた産業創造機構運
営費交付金

567,222,331 平成26年12月 2日 特に指摘する事項はない。

同　　上 創業・経営革新総合支援
事業

250,477,530 平成26年12月 2日 同　　　上

同　　上 外部人材による新ビジネ
ス展開支援事業

22,841,380 平成26年12月 2日 同　　　上

同　　上 クラウド活用型ビジネス
創出事業

5,269,401 平成26年12月 2日 同　　　上

同　　上 地域中核企業成長促進事
業

51,881,004 平成26年12月 2日 （指摘事項）
　地域中核企業成長促進事業費
補助金について、消費税及び地
方消費税相当額 441,346円が過
大支給となっていた。
　補助金に係る仕入控除税額を
確認し、補助金の適正な執行に
努められたい。

同　　上 建設企業経営革新支援事
業

9,658,400 平成26年12月 2日 特に指摘する事項はない。

同　　上 医療機器ビジネス参入支
援事業

419,461 平成26年12月 2日 同　　　上

同　　上 円高対策設備投資緊急促
進事業

1,098,554,000 平成26年12月 2日 同　　　上

同　　上 新成長設備投資促進事業 690,327,000 平成26年12月 2日 同　　　上

同　　上 起業チャレンジ奨励事業 43,201,948 平成26年12月 2日 同　　　上

同　　上 新潟県中小企業外国出願
支援事業

8,052,000 平成26年12月 2日 同　　　上

同　　上 県産品販路拡大・情報発
信支援事業

154,007,547 平成26年12月 2日 同　　　上

同　　上 新潟県ソウル事務所及び
新潟県大連経済事務所運
営費交付金

40,063,000 平成26年12月 2日 同　　　上

同　　上 県産品韓国輸出振興事業
負担金

2,500,000 平成26年12月 2日 同　　　上

同　　上 緊急経営安定化支援事業 32,558,000 平成26年12月 2日 同　　　上

公益社団法人新潟県農林
公社

農地保有合理化促進事業 20,782,000 平成26年11月11日 同　　　上

同　　上 農地保有合理化緊急売買
促進事業

33,288,312 平成26年11月11日 同　　　上

同　　上 農地保有合理化事業推進
体制強化事業

27,244,642 平成26年11月11日 同　　　上

監 査 の 結 果 等補 助 金 額団 体 名 補 助 事 業 名
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円

公益社団法人新潟県農林
公社

新潟版所得保障モデル事
業（水田経営安定化・フ
ル活用モデル事業）

16,081,000 平成26年11月11日 特に指摘する事項はない。

同　　上 経営体・企画販売力向上
支援事業

10,942,168 平成26年11月11日 同　　　上

同　　上 新規就農者確保促進事業
（新規就農相談センター
補助金）

21,037,000 平成26年11月11日 同　　　上

同　　上 民有林造林事業 165,767,115 平成26年11月11日 同　　　上

同　　上 新潟県森林整備加速化・
林業再生事業（森林・林
業人材育成加速化事業）

29,252,362 平成26年11月11日 同　　　上

同　　上 新潟県農林公社職員給与
事業

1,284,958 平成26年11月11日 同　　　上

同　　上 森林整備活性化資金助成
事業

18,908,069 平成26年11月11日 同　　　上

同　　上 にいがたフォレスト・
ワーク支援事業

10,292,500 平成26年11月11日 同　　　上

公益財団法人新潟県生活
衛生営業指導センター

生活衛生関係営業対策事
業費補助金

16,202,000 平成26年11月 6日 同　　　上

同　　上 生活衛生営業振興対策事
業補助金

3,800,000 平成26年11月 6日 同　　　上

同　　上 生活衛生営業指導セン
ター事業活動費等補助金

892,000 平成26年11月 6日 同　　　上

えちごトキめき鉄道株式
会社

えちごトキめき鉄道株式
会社鉄道施設整備事業

333,521,782 平成26年12月 4日 同　　　上

国立大学法人新潟大学 ドクターヘリ導入促進事
業

200,106,000 平成26年11月19日 同　　　上

同　　上 ドクターヘリ基地病院等
施設・設備整備事業（GPS
整備分）

339,811 平成26年11月19日 同　　　上

同　　上 ドクターヘリ基地病院等
施設・設備整備事業（実
施設計分）

6,384,000 平成26年11月19日 同　　　上

同　　上 ドクターヘリ位置情報把
握システム導入事業

25,200 平成26年11月19日 同　　　上

同　　上 受入困難事案患者受入医
療機関支援事業

348,000 平成26年11月19日 同　　　上

同　　上 災害時医療体制強化事業 5,250,000 平成26年11月19日 同　　　上

学校法人新潟高度情報学
園

私立専修学校振興補助金 11,642,000 平成26年11月19日 同　　　上

同　　上 私立大学等研究設備等整
備等補助金

1,698,000 平成26年11月19日 同　　　上
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円

学校法人鎌形学園 私立高等学校振興補助金 338,279,000 平成26年11月17日 特に指摘する事項はない。

同　　上 私立高等学校等学費軽減
事業

22,529,768 平成26年11月17日 同　　　上

同　　上 私立高等学校等学費軽減
事業（東日本大震災対応
分）

931,350 平成26年11月17日 同　　　上

同　　上 魅力ある私立高校づくり
支援事業

8,583,000 平成26年11月17日 同　　　上

同　　上 私立高等学校就学支援補
助金

181,323,450 平成26年11月17日 同　　　上

同　　上 私立高等学校就学支援金
事務費補助金

313,676 平成26年11月17日 同　　　上

学校法人聖母学園 私立幼稚園振興補助金 323,739,000 平成26年11月20日 同　　　上

同　　上 私立幼稚園教育改革推進
特別経費補助金

23,342,000 平成26年11月20日 同　　　上

同　　上 私立幼稚園特別支援教育
費補助金

5,880,000 平成26年11月20日 同　　　上

同　　上 私立幼稚園子育て支援推
進事業

5,000,000 平成26年11月20日 同　　　上

同　　上 私立幼稚園学費軽減事業
（東日本大震災対応分）

3,253,300 平成26年11月20日 同　　　上

学校法人直江津龍谷学園 私立幼稚園振興補助金 42,470,000 平成26年11月11日 同　　　上

同　　上 私立幼稚園教育改革推進
特別経費補助金

3,480,000 平成26年11月11日 同　　　上

同　　上 私立幼稚園特別支援教育
費補助金

1,470,000 平成26年11月11日 同　　　上

同　　上 私立幼稚園子育て支援推
進事業

400,000 平成26年11月11日 同　　　上

学校法人恵光学園 私立幼稚園振興補助金 26,631,000 平成26年12月19日 同　　　上

同　　上 私立幼稚園教育改革推進
特別経費補助金

795,000 平成26年12月19日 同　　　上

同　　上 私立幼稚園特別支援教育
費補助金

980,000 平成26年12月19日 同　　　上

同　　上 私立幼稚園学費軽減事業
（東日本大震災対応分）

779,200 平成26年12月19日 同　　　上

同　　上 新潟県安心こども基金 65,000 平成26年12月19日 同　　　上
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円
学校法人みずほ幼稚園 私立幼稚園振興補助金 16,982,000 平成26年12月19日 特に指摘する事項はない。

同　　上 私立幼稚園教育改革推進
特別経費補助金

1,863,000 平成26年12月19日 同　　　上

同　　上 私立幼稚園学費軽減事業
（東日本大震災対応分）

110,400 平成26年12月19日 同　　　上

 

 

 


