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監 査 結 果 報 告 公 表 

新潟県監査基準（令和２年２月25日監査委員決定）に準拠し、地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第７

項の規定に基づく監査を実施したので、同条第９項の規定により、その結果に関する報告を次のとおり公表する。 

令和３年２月16日 

新潟県監査委員 栗 山 和 廣 

新潟県監査委員 青 柳 正 司 

新潟県監査委員 片 野   猛 

新潟県監査委員 岡   俊 幸 

１ 監査の対象 

地方自治法第199条第７項に規定する補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資し

ている団体、借入金の元金又は利子の支払を保証している団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせ

ている団体（以下「財政的援助団体等」という｡)の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行を対象

として監査を実施した。 

２ 監査の着眼点（評価項目） 

監査委員による監査は、財政的援助団体等の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政

的援助等の目的に沿って行われているかといった観点から監査するものである。 

３ 監査の実施内容 

財政的援助団体等の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行について、新潟県監査基準の「第２

章 実施基準」に基づき、監査対象団体から資料の提出を求め、その内容を確認するなどの方法により監査

を実施した。また、その他の監査等において得られた知見を利用した。 

なお、岡俊幸監査委員は、令和２年３月31日まで一般財団法人新潟県地域医療推進機構の理事として在籍

していたため、当該団体に係る監査について、地方自治法第199条の２の規定により除斥した。 

４ 監査の結果 

財政的援助団体等の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行について、上記のとおり監査した限

りにおいて、監査対象団体ごとの監査結果は、次のとおりである。 
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財政的援助団体等

（出資法人）

監 査 年 月 日

円

公立大学法人新潟県立大学 3,462,596,047 令和２年11月27日 （注意事項）
　内部監査に関する事項

公立大学法人新潟県立看護大学 2,285,244,000 令和２年12月24日 　特に指摘する事項はない。

公益財団法人新潟県中越大震災復興基金 100,000,000 令和２年12月17日 　同　　　上

公益財団法人にいがた産業創造機構 258,971,750 令和３年１月６日 　同　　　上

公益社団法人新潟県農林公社 10,000,000 令和２年12月18日 　同　　　上

新潟県住宅供給公社 50,200,000 令和２年12月４日 （注意事項）
　契約事務に関する事項

公益財団法人新潟県下水道公社 34,800,000 令和２年11月27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 3,040,000,000 令和２年12月９日 （指摘事項）
　魚沼基幹病院において、宿日直の許可
を得ていないにもかかわらず、職員の時
間外労働に対し割増賃金を一部しか支
払っていないなどとして、労働基準監督
署から是正勧告を受けている事案があっ
た。
  職員の労務管理が適切に行われていな
かったこと、また、それにより、本来支
払われるべき手当に不払いを生じさせた
ことは大きな問題であることから、今後
同様の事態が生じないよう、現在進めて
いる是正措置の確実な履行、及び、適切
な労務管理に取り組まれたい。

公益財団法人新潟県スポーツ協会 15,000,000 令和２年12月３日 （指摘事項）
　委託費に係る支出負担行為について、
決裁権者の決裁がないものがあった。
　財務規程に基づく適正な事務処理を行
われたい。

公益財団法人新潟県文化振興財団 12,193,000 令和２年11月30日 （注意事項）
　支出事務手続に関する事項

公益財団法人新潟県交通遺児基金 60,000,000 令和２年12月23日 　特に指摘する事項はない。

えちごトキめき鉄道株式会社 12,280,000,000 令和２年12月11日 　同　　　上

株式会社新潟国際貿易ターミナル 635,450,000 令和２年12月７日 　同　　　上

団 体 名 出 資 金 額 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

8,381,000 令和３年１月６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
新潟県立燕労災病院

0 令和２年12月９日 　同　　　上

公益財団法人新潟県スポー
ツ協会

新潟県健康づくり・ス
ポーツ医科学センター

157,054,000 令和２年12月３日 （注意事項）
　物品管理に関する事項

公益財団法人新潟市芸術文
化振興財団

新潟県民会館 189,306,994 令和２年11月30日 （注意事項）
　契約事務に関する事項

（福）豊潤舎・（福）県身
連・（福）県視障協・県障
スポ協グループ
・社会福祉法人豊潤舎
・社会福祉法人新潟県身体
　障害者団体連合会
・社会福祉法人新潟県視覚
　障害者福祉協会
・新潟県障害者スポーツ協
　会

新潟県障害者交流セン
ター

115,778,000 令和２年12月３日 　特に指摘する事項はない。

同　　上 新潟県聴覚障害者情報セ
ンター

23,833,000 令和２年12月３日 　同　　　上

同　　上 新潟県障害者リハビリ
テーションセンター

2,406,000 令和２年12月３日 　同　　　上

同　　上 新潟県視覚障害者情報セ
ンター

39,245,000 令和２年12月３日 　同　　　上

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

117,656,000 令和２年12月10日 （注意事項）
　契約事務に関する事項

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 25,165,000 令和２年12月11日 　特に指摘する事項はない。

ホテル朱鷺メッセ株式会社 展望室（朱鷺メッセ） 11,763,840 令和２年12月４日 　同　　　上

社会福祉法人中越福祉会 新潟県あけぼの園 0 令和２年11月27日 （注意事項）
　支出事務手続に関する事項

社会福祉法人しあわせ福祉
会

新潟県新星学園 61,736,000 令和２年12月７日 （指摘事項）
　県の指定管理施設を含め、
法人が運営する施設におい
て、入所児童に対する職員の
虐待事案等が発生したことに
より、県から、業務管理体制
の整備に関する勧告、及び指
定管理業務に関する改善指示
が出されていた。
　現在、第三者委員会の設
置、法令遵守委員会・虐待防
止委員会の開催や職員研修の
実施等、勧告及び改善指示に
沿った取組が行われているこ
とから、引き続き、再発防止
を徹底されたい。

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

円

公立大学法人新潟県立大
学

公立大学法人新潟県立大
学運営費交付金

659,600,329 令和２年11月27日 　特に指摘する事項はない。

同　　上 施設整備補助金 170,233,400 令和２年11月27日 　同　　　上

同　　上 新潟水俣病関連情報発信
事業補助金

971,344 令和２年11月27日 　同　　　上

公立大学法人新潟県立看
護大学

公立大学法人新潟県立看
護大学運営費交付金

611,859,594 令和２年12月24日 　同　　　上

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

577,220,411 令和３年１月６日 （指摘事項）
　にいがた産業創造機構運営費
交付金について、誤って県の他
の交付金の対象経費を含めて実
績報告を行っていたため、次年
度において過受給分である
3,100,558円を返還していた。
　実績報告に当たっては、交付
対象経費の確認を徹底された
い。

同　　上 創業・経営革新総合支援
事業費補助金

192,233,555 令和３年１月６日 　特に指摘する事項はない。

同　　上 経営革新型事業承継応援
事業費補助金

425,000 令和３年１月６日 　同　　　上

同　　上 新潟県産業創造事業費補
助金

17,759,486 令和３年１月６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

43,159,000 令和３年１月６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（新
分野等開拓分）

4,596,000 令和３年１月６日 　同　　　上

同　　上 海外市場獲得サポート事
業費補助金

12,440,000 令和３年１月６日 　同　　　上

同　　上 新潟県建設企業経営革新
支援事業補助金

9,102,996 令和３年１月６日 　同　　　上

同　　上 Ｕ・Ｉターン創業応援事
業費補助金

27,310,204 令和３年１月６日 　同　　　上

同　　上 起業チャレンジ応援事業
費補助金

26,719,744 令和３年１月６日 　同　　　上

同　　上 Ｕ・Ｉターン創業加速化
事業費補助金

10,706,000 令和３年１月６日 　同　　　上

同　　上 にいがたスタートアップ
推進事業費補助金

5,167,368 令和３年１月６日 　同　　　上

同　　上 県産品販路拡大・情報発
信支援事業費補助金

153,148,726 令和３年１月６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

戦略産業創業・第二創業
支援事業費補助金

12,137,992 令和３年１月６日 　特に指摘する事項はない。

同　　上 訪日外国人向け販路開拓
事業費補助金

649,683 令和３年１月６日 　同　　　上

同　　上 生産性牽引投資促進事業
補助金

265,780,000 令和３年１月６日 　同　　　上

同　　上 イノベーション推進事業
費等補助金（令和元年度
実施分）

515,732 令和３年１月６日 　同　　　上

同　　上 イノベーション推進事業
費等補助金（高度ＩＴ）

3,777,690 令和３年１月６日 　同　　　上

同　　上 ふるさと起業家応援事業
費補助金

1,087,950 令和３年１月６日 　同　　　上

同　　上 新潟県生産性革新等挑戦
投資促進事業補助金

80,710,000 令和３年１月６日 　同　　　上

同　　上 海外展開加速化支援事業
費補助金

47,534,906 令和３年１月６日 　同　　　上

同　　上 海外展開トライアルサ
ポート事業費補助金

3,443,924 令和３年１月６日 　同　　　上

同　　上 海外販路開拓のための人
材活用促進事業費補助金

1,600,000 令和３年１月６日 　同　　　上

同　　上 事業承継支援加速化事業
費補助金

29,150,000 令和３年１月６日 　同　　　上

同　　上 新潟県ナノテク研究開発
支援事業補助金

6,408,731 令和３年１月６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

41,114,000 令和３年１月６日 　同　　　上

同　　上 中国見本市出展支援事業
に係る費用負担金

928,333 令和３年１月６日 　同　　　上

同　　上 中国見本市出展支援事業
（中国東北部及び華東地
域の見本市出展）に係る
費用負担金

712,000 令和３年１月６日 　同　　　上

同　　上 韓国市場開拓支援事業に
係る費用負担金

1,073,000 令和３年１月６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 167,513,000 令和２年12月18日 　同　　　上

同　　上 機構特例農地売買支援事
業

7,505,000 令和２年12月18日 　同　　　上

同　　上 就農相談・受入対策事業 18,514,000 令和２年12月18日 　同　　　上

同　　上 民有林造林事業・民有林
生産拡大促進事業

135,876,885 令和２年12月18日 　同　　　上
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円

同　　上 農林公社職員給与事業 1,296,753 令和２年12月18日 　特に指摘する事項はない。

同　　上 農林公社利息補助事業 135,915,136 令和２年12月18日 　同　　　上

同　　上 森林整備活性化資金助成
事業

18,877,226 令和２年12月18日 　同　　　上

同　　上 林業・木材産業成長産業
化促進対策事業（路網整
備）

29,018,100 令和２年12月18日 　同　　　上

同　　上 にいがたフォレスト・
ワーク支援事業

18,659,330 令和２年12月18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 1,998,298,000 令和２年12月９日 　同　　　上

同　　上 周産期母子医療センター
運営事業補助金

16,078,000 令和２年12月９日 　同　　　上

同　　上 病院内保育所運営費補助
金

2,127,000 令和２年12月９日 　同　　　上

同　　上 産科医等確保支援事業補
助金

2,086,000 令和２年12月９日 　同　　　上

同　　上 新人看護職員研修事業費
補助金

1,240,000 令和２年12月９日 　同　　　上

同　　上 臨床研修費等補助金 2,014,000 令和２年12月９日 　同　　　上

同　　上 医療施設運営費等補助金 101,000 令和２年12月９日 　同　　　上

同　　上 新型インフルエンザ対策
事業費補助金

129,000 令和２年12月９日 　同　　　上

同　　上 新型インフルエンザ対策
事業費補助金（新型コロ
ナ）

131,000 令和２年12月９日 　同　　　上

同　　上 経営改善委託業務負担金 1,683,120 令和２年12月９日 　同　　　上

同　　上 経営支援交付金 341,552,000 令和２年12月９日 　同　　　上

公益財団法人新潟県文化
振興財団

新潟県文化振興財団事業
補助金

64,524,320 令和２年11月30日 　同　　　上

えちごトキめき鉄道株式
会社

地方鉄道活用地域活性化
事業補助金

2,667,000 令和２年12月11日 　同　　　上

同　　上 えちごトキめき鉄道安定
経営支援補助金

53,096,800 令和２年12月11日 　同　　　上

新潟空港整備推進協議会 新潟空港利用活性化促進
事業助成金

102,189,331 令和２年12月16日 　同　　　上
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