
1 

 

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４年２月15日 

新潟県監査委員 八 木 浩 幸 

新潟県監査委員 宮 崎 悦 男 

新潟県監査委員 池 田 千賀子 

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。 

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３年12月24日 （指摘事項）
　業務方法書において定めることとして
いる内部統制体制に係る規程等を整備し
ていなかった。
　内部統制体制の整備は、法人の業務の
適正を確保するため、法令が求めている
ところであり、早期に取組まれたい。

（注意事項）
　印章の管理に関する事項
　履行確認に関する事項

公立大学法人新潟県立看護大学 2,285,244,000 令和３年12月２日 　特に指摘する事項はない。

公益財団法人にいがた産業創造機構 258,971,750 令和３年12月９日 　同　　　上

公益社団法人新潟県農林公社 10,000,000 令和３年12月20日 （注意事項）
　物品に係る帳簿及び書類等に関する事
項

新潟県住宅供給公社 50,200,000 令和４年１月６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 令和３年12月24日 （指摘事項）
　退職手当について、誤って調整額を加
算しなかったため、支給不足となったも
のが２件3,903,000円あった。
　支給額の確認を徹底されたい。

一般財団法人新潟県地域医療推進機構 3,040,000,000 令和３年12月22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 令和３年12月10日 　同　　　上

公益財団法人新潟県都市緑花センター 402,500,000 令和３年12月９日 　同　　　上

公益社団法人新潟県水産振興協会 2,175,503,060 令和３年12月２日 （注意事項）
　物品に係る帳簿及び書類等に関する事
項
　退職給付引当金に関する事項

公益社団法人新潟県畜産協会 118,500,000 令和３年12月10日 （注意事項）
　定款、会計規程等の整備状況に関する
事項

公益社団法人新潟県私学振興会 140,000,000 令和３年12月20日 　特に指摘する事項はない。

一般財団法人十日町地域地場産業振興セ
ンター

10,000,000 令和３年12月23日 （注意事項）
　物品管理に関する事項

団 体 名 出 資 金 額 監 査 の 結 果 等
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円

佐渡汽船株式会社 349,990,000 令和３年12月９日 （検討事項）
　財務状況について、島内人口や観光客
の中長期的な減少傾向など厳しい経営環
境に加え、新型コロナウイルス感染症拡
大の影響により、令和２年度は大幅な減
収となり、多額の当期純損失を計上した
結果、債務超過となった。
　新型コロナウイルス感染の収束はいま
だ不透明な状況であるが、債務超過の解
消をはじめとする経営健全化は急務と
なっている。
  佐渡航路の安定的な維持を図るため、
グループ企業を含めた佐渡汽船全体の経
営健全化に向けて徹底した取組を進め、
債務超過を早期に解消されたい。

新潟空港ビルディング株式会社 666,666,500 令和３年12月10日 　特に指摘する事項はない。
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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

8,475,000 令和３年12月９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３年12月22日 　同　　　上

公益財団法人新潟県都市緑
花センター

新潟県立大潟水と森公園 32,100,000 令和３年12月９日 　同　　　上

アルビレックス新潟・都市
緑花センターグループ
・公益財団法人新潟県都市
緑花センター
・株式会社アルビレックス
新潟

新潟県立鳥屋野潟公園
（新潟県スポーツ公園）
及び清五郎ワールドカッ
プ広場

510,854,000 令和３年12月９日 　同　　　上

株式会社ＰＦＩ新潟県立武
道館サービス

新潟県立武道館 581,228,118 令和３年12月２日 　同　　　上

社会福祉法人愛宕福祉会 若草寮 57,036,082 令和３年11月30日 　同　　　上

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

694,213,588 令和３年12月24日 　特に指摘する事項はない。

同　　上 施設整備補助金 806,325,000 令和３年12月24日 　同　　　上

同　　上 新潟水俣病関連情報発信
事業補助金

394,118 令和３年12月24日 　同　　　上

同　　上 修学支援補助金 64,053,300 令和３年12月24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

610,529,465 令和３年12月２日 　同　　　上

同　　上 修学支援補助金 13,098,900 令和３年12月２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

549,086,987 令和３年12月９日 　同　　　上

同　　上 創業・経営革新総合支援
事業費補助金

165,153,546 令和３年12月９日 　同　　　上

同　　上 県産品販路拡大・情報発
信事業費補助金

168,629,932 令和３年12月９日 　同　　　上

同　　上 経営革新型事業承継応援
事業費補助金

350,000 令和３年12月９日 　同　　　上

同　　上 起業チャレンジ応援事業
費補助金

30,018,400 令和３年12月９日 　同　　　上

同　　上 Ｕ・Ｉターン創業応援事
業費補助金

11,665,000 令和３年12月９日 　同　　　上

同　　上 事業承継支援加速化事業
費補助金

28,250,000 令和３年12月９日 　同　　　上

同　　上 にいがたスタートアップ
推進事業費補助金

15,245,350 令和３年12月９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
分）

54,012,011 令和３年12月９日 　同　　　上

同　　上 イノベーション推進事業
費等補助金（令和２年度
分）

443,476 令和３年12月９日 　同　　　上

同　　上 地域中核企業国内販路開
拓促進事業補助金

13,604,000 令和３年12月９日 　同　　　上

同　　上 地域中核企業国内販路開
拓促進事業補助金（新分
野等開拓分）

4,805,000 令和３年12月９日 　同　　　上

同　　上 生産性革新等挑戦投資促
進事業補助金（令和元年
度分）

99,301,000 令和３年12月９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

生産性革新等挑戦投資促
進事業補助金（令和２年
度分）

62,623,000 令和３年12月９日 　特に指摘する事項はない。

同　　上 地域中核企業等成長促進
事業補助金

866,360 令和３年12月９日 　同　　　上

同　　上 海外展開加速化支援事業
補助金（令和元年度分）

2,611,000 令和３年12月９日 　同　　　上

同　　上 海外展開加速化支援事業
補助金（令和２年度分）

1,126,586 令和３年12月９日 　同　　　上

同　　上 海外展開トライアルサ
ポート事業補助金

638,420 令和３年12月９日 　同　　　上

同　　上 オンラインによる非接触
型海外展開支援事業費補
助金

7,382,832 令和３年12月９日 　同　　　上

同　　上 ソウル事務所及び大連経
済事務所運営費交付金

39,563,000 令和３年12月９日 　同　　　上

同　　上 中国見本市出展支援事業
に係る負担金

270,495 令和３年12月９日 　同　　　上

同　　上 中国見本市出展支援事業
（中国東北部）に係る負
担金

78,610 令和３年12月９日 　同　　　上

同　　上 新潟県産業創造事業費補
助金

29,808,794 令和３年12月９日 　同　　　上

同　　上 イノベーション推進事業
費等補助金（高度IT）

4,013,417 令和３年12月９日 　同　　　上

同　　上 ナノテク研究開発支援事
業補助金

6,316,832 令和３年12月９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 179,907,000 令和３年12月20日 　同　　　上

同　　上 機構特例農地売買支援事
業

8,028,000 令和３年12月20日 　同　　　上

同　　上 農業経営相談機能強化事
業

15,805,000 令和３年12月20日 　同　　　上

同　　上 就農相談・受入対策事業 15,390,000 令和３年12月20日 　同　　　上

同　　上 オンライン担い手支援事
業

389,400 令和３年12月20日 　同　　　上

同　　上 民有林造成事業 165,048,240 令和３年12月20日 　同　　　上
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円

公益社団法人新潟県農林
公社

農林公社職員給与事業 1,296,992 令和３年12月20日 　特に指摘する事項はない。

同　　上 農林公社利息補助事業 128,178,792 令和３年12月20日 　同　　　上

同　　上 森林整備活性化資金助成
事業

18,329,025 令和３年12月20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・機能強化対策）

4,615,600 令和３年12月20日 　同　　　上

同　　上 にいがたフォレスト・
ワーク支援事業

14,671,541 令和３年12月20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 1,876,998,845 令和３年12月22日 　同　　　上

同　　上 周産期母子医療センター
運営事業補助金

16,096,000 令和３年12月22日 　同　　　上

同　　上 病院内保育所運営費補助
金

2,026,000 令和３年12月22日 　同　　　上

同　　上 産科医等確保支援事業補
助金

1,973,000 令和３年12月22日 　同　　　上

同　　上 新人看護職員研修事業費
補助金

1,347,000 令和３年12月22日 　同　　　上

同　　上 臨床研修費等補助金 892,000 令和３年12月22日 　同　　　上

同　　上 新型インフルエンザ等対
策事業費補助金

8,000 令和３年12月22日 　同　　　上

同　　上 新型コロナウイルス感染
症を疑う患者受け入れの
ための救急・周産期・小
児医療体制確保事業補助
金

70,000,000 令和３年12月22日 　同　　　上

同　　上 新型コロナウイルス感染
症患者受入等医療機関補
助金

14,000,000 令和３年12月22日 　同　　　上

同　　上 新型コロナウイルス感染
症検査実施機関設備整備
事業補助金

14,756,000 令和３年12月22日 　同　　　上

同　　上 新型コロナウイルス感染
症重点医療機関体制整備
事業補助金

100,058,000 令和３年12月22日 　同　　　上

同　　上 新型コロナウイルス感染
症を疑う患者受入れのた
めの救急・周産期・小児
医療体制確保事業補助金
（設備整備等事業）

17,320,000 令和３年12月22日 　同　　　上

同　　上 新型コロナウイルス感染
症入院医療機関等設備整
備事業費補助金

18,328,000 令和３年12月22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

新型コロナウイルス感染
症入院医療機関等設備整
備事業費補助金（繰越案
件）

3,348,000 令和３年12月22日 　特に指摘する事項はない。

同　　上 医療コンサルティング業
務負担金

10,375,000 令和３年12月22日 　同　　　上

同　　上 新型コロナウイルス感染
症入院病床確保事業費補
助金

1,154,365,000 令和３年12月22日 　同　　　上

同　　上 経営支援交付金 289,723,000 令和３年12月22日 　同　　　上

同　　上 新型コロナウイルス感染
症を疑う患者受入れのた
めの救急・周産期・小児
医療体制確保事業補助金
（支援金事業）

60,000,000 令和３年12月22日 　同　　　上

同　　上 新型コロナウイルス感染
症入院医療機関等設備整
備事業費補助金（新型コ
ロナウイルス感染症患者
等入院医療機関設備整備
事業）

1,210,000 令和３年12月22日 　同　　　上

同　　上 新型コロナウイルス感染
症入院医療機関等設備整
備事業費補助金（新型コ
ロナウイルス感染症重点
医療機関設備整備事業）

3,685,000 令和３年12月22日 　同　　　上

同　　上 新型コロナウイルス感染
症患者受入等医療機関支
援補助金

14,100,000 令和３年12月22日 　同　　　上

公益社団法人新潟県畜産
協会

新潟県消費・安全対策交
付金事業

439,172 令和３年12月10日 　同　　　上

同　　上 肥育素牛導入緊急支援事
業

18,713,720 令和３年12月10日 　同　　　上

同　　上 獣医師養成確保就学資金
貸与事業

8,217,198 令和３年12月10日 　同　　　上

同　　上 新潟県農林水産業総合振
興事業

4,809,000 令和３年12月10日 　同　　　上

公益社団法人新潟県私学
振興会

私立学校退職金資金交付
事業補助金

225,696,900 令和３年12月20日 　同　　　上

佐渡汽船株式会社 佐渡航路事業継続支援事
業支援金

715,802,000 令和３年12月９日 　同　　　上

同　　上 新潟県地域公共交通感染
症拡大防止対策事業費補
助金

88,782,710 令和３年12月９日 　同　　　上

同　　上 佐渡航路利用促進支援事
業補助金

14,491,000 令和３年12月９日 　同　　　上

同　　上 新潟県新型コロナウイル
ス感染拡大防止対策推進
支援金

200,000 令和３年12月９日 　同　　　上

新潟空港ビルディング株
式会社

新潟空港内施設使用料支
援事業補助金

68,624,453 令和３年12月10日 　同　　　上
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円

糸魚川市地域公共交通協
議会

えちごトキめき鉄道新駅
整備事業補助金（令和元
年度分）

18,917,000 令和３年12月20日 　特に指摘する事項はない。

同　　上 えちごトキめき鉄道新駅
整備事業補助金（令和２
年度分）

87,862,000 令和３年12月20日 　同　　　上
 


