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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30年２月13日 

新潟県監査委員 栗 山 和 廣 

新潟県監査委員 石 井   修 

新潟県監査委員 横 尾 幸 秀 

新潟県監査委員 高 橋   猛 
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財政的援助団体等

（出資団体）

監 査 年 月 日

円

公益財団法人新潟県中越大震災復興基金 100,000,000 平成29年12月20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30年１月15日 　同　　　上

公益財団法人にいがた産業創造機構 258,971,750 平成29年12月14日 （注意事項）
　固定資産の管理に関する事項
　旅費に関する事項

公益社団法人新潟県農林公社 10,000,000 平成29年11月30日 （注意事項）
　個人情報の取扱いに関する事項

新潟県住宅供給公社 50,200,000 平成29年12月８日 　特に指摘する事項はない。

公益財団法人新潟県下水道公社 34,800,000 平成29年12月８日 　同　　　上

一般財団法人新潟県地域医療推進機構 3,040,000,000 平成30年１月５日

公益財団法人柏崎原子力広報センター 150,000,000 平成29年11月30日 （指摘事項）
　一般社団法人及び一般財団法人に関す
る法律（以下「法人法」という。）施行
規則第64条で準用する第45条の規定によ
り、監事は、事業報告及びその附属明細
書に係る監査報告を作成する必要がある
ところ、平成28年度の監査報告に、法人
の状況を正しく示しているかどうかにつ
いての意見等が記載されていなかった。
　また、監査報告が法定事項を満たして
いないにもかかわらず、平成29年度第一
回通常理事会において、当該事業報告等
を承認し、評議員会へ報告していた。
　今後は法人法を遵守し、適正な監事監
査及び理事会審議を行われたい。

（指摘事項）
　法人法第197条で準用する第98条第２
項の規定により、同法第91条第２項及び
貴センター定款第22条第３項に定める代
表理事及び業務執行理事による自己の職
務の執行状況の理事会への報告は、実際
に理事会を開催して行う必要があるとこ
ろ、平成25年度から平成29年度にかけ
て、書面による通知をもって代えていた
ものがあった。
　今後は法人法を遵守し、適正な理事会
審議を行われたい。

（注意事項）
　総会、理事会及び監事に関する事項

（注意事項）
　契約事務に関する事項
　医学系研究等に関する事項

出 資 金 額団 体 名 監 査 の 結 果 等
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円

公益財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業
団

30,000,000 平成29年11月21日 　特に指摘する事項はない。

一般財団法人新潟県建設技術センター 3,000,000 平成29年12月26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29年11月30日 　同　　　上

公益財団法人新潟県雇用環境整備財団 237,310,000 平成29年11月30日 　同　　　上

新潟国際海運株式会社 300,000,000 平成29年８月３日
平成29年９月19日

（指摘事項）
　日本海横断航路事業に使用する船舶調
達のために、県から３億円の出資を受け
ているが、その出資目的を達成できない
まま、船舶購入契約のデポジット等に係
る子会社に対する貸付金91,885,687円、
船舶購入準備費用等の子会社への立替金
23,048,147円が回収不能になり、また、
新潟市からの出資の延期に伴うつなぎ融
資にかかる支払利息3,180,226円を支
払った。なお、第10期（平成28年９月30
日現在）の決算書には、為替差損
54,628,285円が計上されている。さら
に、その後も船舶売主企業が提起した売
買代金等請求に係る訴訟の和解金
116,453,700円を支払ったこともあわ
せ、監査日現在、県民の税金を原資とし
た県出資金３億円のほとんどが失われて
いると考えられる。これらの行為は、著
しい損害を県に与えることになるもので
あることから、極めて遺憾であり、強く
反省を求めるものである。
　なお、経済発展が進む中国東北部やロ
シア極東地域と新潟を結ぶ航路は、本県
の拠点性の向上に大きく寄与するものと
期待されている。現在、日本海横断航路
は就航の目処がたっていない状況である
が、これまで会社が培ってきた日本海対
岸諸国とのネットワーク等のノウハウ
は、県にとっても非常に重要なものであ
ることから、今後、会社を解散・清算す
るにあたっては、これらを可能な限り県
に引き継ぐとともに、会社清算に係る手
続を円滑に進められたい。

新潟木材倉庫株式会社 10,000,000 平成29年12月4日 　特に指摘する事項はない。

新潟空港ビルディング株式会社 666,666,500 平成29年12月4日 　同　　　上
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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

8,290,000 平成29年12月14日 　特に指摘する事項はない。

一般財団法人新潟県地域医
療推進機構

新潟大学地域医療教育セ
ンター・魚沼基幹病院

0 平成30年１月５日 　同　　　上

公益財団法人新潟県埋蔵文
化財調査事業団

新潟県埋蔵文化財セン
ター

22,516,340 平成29年11月21日 　同　　　上

公益財団法人柏崎原子力広
報センター

新潟県柏崎原子力広報セ
ンター

0 平成29年11月30日 （注意事項）
　事業報告書に関する事項

むつみグループ
・グリーン産業株式会社
・株式会社高野造園土木
・特定非営利活動法人みん
　なの庭

奥只見レクリェーション
都市公園

109,806,000 平成29年12月１日 　特に指摘する事項はない。

株式会社柏崎マリン開発 新潟県柏崎マリーナ 0 平成29年12月４日 　同　　　上

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

605,981,541 平成29年12月14日 　特に指摘する事項はない。

同　　上 創業・経営革新総合支援
事業費補助金

240,488,773 平成29年12月14日 （注意事項）
　補助対象経費に関する事項

同　　上 創業・経営革新総合支援
事業費補助金（にいがた
県産品マーケット開拓強
化事業）

79,867,650 平成29年12月14日 　特に指摘する事項はない。

同　　上 外部人材による新ビジネ
ス展開支援事業費補助金

4,621,240 平成29年12月14日 　同　　　上

同　　上 新潟県産業創造事業費補
助金（クラウド活用イノ
ベーション促進事業）

4,560,778 平成29年12月14日 　同　　　上

同　　上 緊急経営安定化支援事業
費補助金

31,601,000 平成29年12月14日 　同　　　上

同　　上 建設企業経営革新支援事
業補助金

13,508,120 平成29年12月14日 　同　　　上

同　　上 起業チャレンジ奨励事業
費補助金

40,657,740 平成29年12月14日 　同　　　上

同　　上 戦略産業創業支援事業費
補助金

22,290,490 平成29年12月14日 　同　　　上

同　　上 新潟創業加速化事業費補
助金

145,637,220 平成29年12月14日 　同　　　上

同　　上 新潟県中小企業等外国出
願支援事業費補助金

9,509,000 平成29年12月14日 　同　　　上

同　　上 新潟県産業高付加価値化
設備投資緊急促進事業補
助金

335,019,000 平成29年12月14日 　同　　　上

同　　上 地域中核企業国内販路開
拓促進事業費補助金

65,160,000 平成29年12月14日 　同　　　上

同　　上 海外市場獲得サポート事
業費補助金

85,242,496 平成29年12月14日 　同　　　上

同　　上 県産品販路拡大・情報発
信支援事業費補助金

156,880,905 平成29年12月14日 　同　　　上

同　　上 県産品販路拡大・情報発
信支援事業費補助金（イ
ンバウンドの拡大を契機
とした総合的な産業振興
事業）

1,185,300 平成29年12月14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

46,657,000 平成29年12月14日 　同　　　上

同　　上 県産品韓国輸出振興事業
に係る費用負担金

3,000,000 平成29年12月14日 　同　　　上

団 体 名 補 助 事 業 名 補 助 金 額 監 査 の 結 果 等
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円

公益財団法人にいがた産
業創造機構

中国販路開拓支援事業に
係る費用負担金

712,000 平成29年12月14日 　特に指摘する事項はない。

同　　上 中国環境ビジネス支援事
業に係る費用負担金

2,158,000 平成29年12月14日 　同　　　上

同　　上 中国介護関連ビジネス支
援事業に係る費用負担金

1,773,000 平成29年12月14日 　同　　　上

公益社団法人新潟県農林
公社

農地中間管理機構事業 158,867,000 平成29年11月30日 　同　　　上

同　　上 機構特例農地売買支援事
業費補助金

7,265,000 平成29年11月30日 　同　　　上

同　　上 機構特例緊急売買促進事
業費補助金

8,025,755 平成29年11月30日 　同　　　上

同　　上 経営体企画・販売力向上
支援事業

16,072,511 平成29年11月30日 　同　　　上

同　　上 就農相談・受入対策事業 18,410,000 平成29年11月30日 　同　　　上

同　　上 民有林造林事業 97,621,240 平成29年11月30日 　同　　　上

同　　上 新潟県農林公社職員給与
事業

1,296,704 平成29年11月30日 　同　　　上

同　　上 森林整備活性化資金助成
事業補助金

18,996,908 平成29年11月30日 　同　　　上

同　　上 県産材サプライチェーン
プロジェクト事業

42,152,379 平成29年11月30日 　同　　　上

同　　上 森林整備加速化・林業再
生事業（林内路網整備・
森林作業道）

15,356,480 平成29年11月30日 　同　　　上

同　　上 森林整備加速化・林業再
生事業（林内路網整備・
林業専用道）

5,603,040 平成29年11月30日 　同　　　上

同　　上 にいがたフォレスト・
ワーク支援事業

13,853,000 平成29年11月30日 　同　　　上

一般財団法人新潟県地域
医療推進機構

政策医療交付金 1,469,011,000 平成30年１月５日 　同　　　上

同　　上 周産期母子医療センター
運営事業補助金

10,534,000 平成30年１月５日 　同　　　上

同　　上 感染症指定医療機関運営
事業補助金

1,106,000 平成30年１月５日 　同　　　上

同　　上 病院内保育所運営費補助
金

3,078,000 平成30年１月５日 　同　　　上

同　　上 産科医等確保支援事業補
助金

2,636,000 平成30年１月５日 　同　　　上
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円

一般財団法人新潟県地域
医療推進機構

新人看護職員研修事業費
補助金

925,000 平成30年１月５日 　特に指摘する事項はない。

同　　上 医療施設運営費等補助金 59,000 平成30年１月５日 　同　　　上

学校法人新潟科学技術学
園

新潟県私立専修学校振興
補助金

5,868,000 平成29年12月13日 　同　　　上

同　　上 新潟県大学経営改善支援
事業補助金（新潟薬科大
学）

1,000,000 平成29年12月13日 　同　　　上

同　　上 新潟県大学経営改善支援
事業補助金（新潟工業短
期大学）

1,000,000 平成29年12月13日 　同　　　上

同　　上 新潟県看護師等養成所施
設整備費補助金

340,560,000 平成29年12月13日 　同　　　上

同　　上 新潟県看護師等養成所設
備整備費補助金

6,861,000 平成29年12月13日 　同　　　上

学校法人石善学園 私立学校（高等学校）振
興補助金

294,750,000 平成29年12月26日 　同　　　上

同　　上 私立高等学校等学費軽減
事業補助金

7,705,916 平成29年12月26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）補助金

304,800 平成29年12月26日 　同　　　上

同　　上 私立高等学校等就学支援
補助金

105,207,300 平成29年12月26日 　同　　　上

同　　上 私立高等学校等就学支援
金事務費補助金

908,000 平成29年12月26日

同　　上 新潟県魅力ある私立学校
づくり支援事業補助金
（進路実現）

5,000,000 平成29年12月26日 　特に指摘する事項はない。

同　　上 新潟県魅力ある私立学校
づくり支援事業補助金
（留学）

800,000 平成29年12月26日 　同　　　上

同　　上 私立学校（中学校）振興
補助金

85,433,000 平成29年12月26日 　同　　　上

（注意事項）
　補助対象経費に関する事項

 

 

 


