
福井県監査委員告示第５号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項の規定に基づき実施した監査の結

果に関する報告を、同条第９項の規定により次のとおり公表する。 

 

  平成３１年３月１５日 

 

                            福井県監査委員 糀谷 好晃 

                            同       西本 正俊 

                            同       緒方 正嗣 

                            同       平鍋 順一 

 

 監査は、財政的援助等を与えている各団体の出納その他の事務の執行について、平成２９年

度事業を中心として実施したが、その結果は下記のとおりである。 



地方自治法第１９９条第７項（財政的援助団体監査）の規定による監査の結果 

 

第１ 監査の概要 

 １ 公表の対象団体 

   今回公表の対象とするのは、平成３０年１２月および平成３１年２月に監査を行った３１団体である。 

  （１）財政的援助等の種類別区分 

     対象団体を財政的援助等の種類により区分すると、次のとおりである。 

財政的援助等の種類 団体数 

県が出資・出えんしているもの  ９ 

県が公の施設の管理委託をしているもの（指定管理）  ８ 

県が補助金、貸付金、損失補償等の財政的援助を与えているもの ２３ 

  ※監査実施団体の実数は３１団体であるが、財政的援助等の種類が重複している団体がある。 

 （２）団体の種類別区分 

    対象団体を団体の種類により区分すると、次のとおりである。 

団体の種類 団体数 

公益財団法人  ６ 

一般財団法人  ２ 

一般社団法人  １ 

学 校 法 人  ５ 

社会福祉法人  ３ 

株 式 会 社  ２ 

そ の 他 １２ 

計 ３１ 

 

 ２ 監査の着眼点 

   監査は、次の事項を主な着眼点として実施した。 

 （１）県が出資・出えんしている団体（出資・出えん団体） 

     関係法令等を遵守し、出資目的に沿って適正かつ効率的に執行されているか。 

  （２）県が公の施設の管理委託をしている団体（指定管理者） 

     関係法令等を遵守し、協定事項に基づき適正に業務が履行され、効率的な運営がなされているか。 

 （３）県が補助金、貸付金、損失補償等の財政的援助を与えている団体（補助金等交付団体） 

     関係法令等を遵守し、補助金等の交付目的に沿って適正かつ効率的に執行されているか。 

 

３ 監査の実施方法 

   監査は、次の方法により実施した。 

（１）対象の３１団体のうち、９団体については実地監査を、２２団体については書面監査を実施した。 

  （２）実地監査については、対象団体から資料の提出を求め、事務局職員が調査した結果に基づき、監

査委員が対象団体の関係者から説明を求めて実施した。 

  （３）書面監査については、対象団体から資料の提出を求め、事務局職員が調査した結果に基づき、監

査委員が書面により実施した。 

     なお、書面監査の実施年月日は、監査委員が書面により実施した日とした。 

 

 

 



第２ 監査の結果 

 １ 監査の実施状況 

（１）公益財団法人 青少年育成福井県民会議 

   ア 実施年月日  平成３０年１２月２０日 

イ 監査事項 

（ア）出資・出えんしているものの出納その他の事務の執行状況 

ａ 出資・出えんの目的 

次代の福井を担う青少年が、その誇りと責任を自覚し、自らの手で未来を開き、夢

と希望に満ちて進むよう、青少年および青少年団体の健全育成を図り、もって郷土の

進展に寄与すること。      

ｂ 出資・出えん金等 

基本金等額 県の出資・出えん額 出資・出えん割合 

423,400,000円 211,000,000円 49.8％ 

   （イ）補助金等に係る出納その他の事務の執行状況 

     ａ 補助金                                 （単位：円） 

補助金の名称 補助金額 

青少年育成県民運動支援事業補助金 4,507,439 

ウ 結果 

（ア）指摘事項はなかった。 

   （イ）指導事項として、改善を要する事項が見受けられたので、改善を求めた。 

      （備考）指導事項については、主な事項をまとめて後述した。 

 

 （２）公益財団法人 福井県消防協会 

   ア 実施年月日  平成３０年１２月２１日 

イ 監査事項 

（ア）出資・出えんしているものの出納その他の事務の執行状況 

ａ 出資・出えんの目的 

消防思想の普及啓発に努めるとともに、消防職団員の教養訓練および福利厚生、消

防施設等整備改善、消防活動等の強化充実を図り、もって社会の災厄を防止し、郷土

の安全と県民の福祉の増進に寄与すること。   

   ｂ 出資・出えん金等 

基本金等額 県の出資・出えん額 出資・出えん割合 

263,874,302円 100,000,000円 37.9％ 

   ウ 結果 

概ね適正に執行されていた。 

 

 （３）一般財団法人 福井県産業廃棄物処理公社 

   ア 実施年月日  平成３０年１２月２１日 

イ 監査事項 

（ア）出資・出えんしているものの出納その他の事務の執行状況 

ａ 出資・出えんの目的 

福井県内から排出された廃棄物の適正な処理を確保するために必要な施設を設置し、

および管理し、もって県民の生活環境の保全と公衆衛生の向上に寄与すること、なら



びに、公営企業の円滑かつ効率的な事業の推進を支援する事業および福井臨海工業地

帯の振興に関する事業を行い、公共の福祉増進および福井県経済の活性化に寄与する

こと。 

   ｂ 出資・出えん金等 

基本金等額 県の出資・出えん額 出資・出えん割合 

1,455,000,000円 1,152,500,000円 79.2％ 

ウ 結果 

概ね適正に執行されていた。 

 

（４）一般財団法人 認知症高齢者医療介護教育センター 

   ア 実施年月日  平成３０年１２月２０日 

イ 監査事項 

（ア）出資・出えんしているものの出納その他の事務の執行状況 

ａ 出資・出えんの目的 

認知症高齢者対策に関する事業を行うことにより、健康で生きがいのある福祉社会

の実現に寄与すること。 

ｂ 出資・出えん金等 

基本金等額 県の出資・出えん額 出資・出えん割合 

50,000,000円 50,000,000円 100.0％ 

（イ）補助金等に係る出納その他の事務の執行状況 

     ａ 交付金                                 （単位：円） 

交付金の名称 交付金額 

診療報酬等交付金 540,243,152 

政策医療交付金 111,402,000 

（ウ）公の施設の管理委託をしているもの（指定管理）の出納その他の事務の執行状況 

委託施設名 委託期間 指定管理料 

福井県立すこやかシルバー病院 H28.4.1～H33.3.31 －  （交付金） 

ウ 結果 

（ア）指摘事項はなかった。 

   （イ）指導事項として、改善を要する事項が見受けられたので、改善を求めた。 

 

 （５）公益財団法人 福井県臓器移植推進財団 

   ア 実施年月日  平成３０年１２月２１日 

イ 監査事項 

（ア）出資・出えんしているものの出納その他の事務の執行状況 

ａ 出資・出えんの目的 

臓器移植の推進のための、臓器移植に関する県民への普及啓発、臓器移植希望者へ

の支援および移植医療体制の整備等を行い、もって県民の健康および福祉の向上に寄

与すること。 

     ｂ 出資・出えん金等 

基本金等額 県の出資・出えん額 出資・出えん割合 

63,600,000円 30,000,000円 47.2％ 

    



（イ）補助金等に係る出納その他の事務の執行状況 

     ａ 補助金                                 （単位：円） 

補助金の名称 補助金額 

福井県臓器移植コーディネーター活動補助金 4,958,000 

ウ 結果 

      概ね適正に執行されていた。 

 

 （６）公益財団法人 福井県生活衛生営業指導センター 

   ア 実施年月日  平成３０年１２月２１日 

   イ 監査事項 

（ア）出資・出えんしているものの出納その他の事務の執行状況 

     ａ 出資・出えんの目的 

         福井県における生活衛生関係営業の経営の健全化および振興を通じてその衛生水準

の維持向上を図り、あわせて利用者または消費者の利益の擁護を図ること。 

     ｂ 出資・出えん金等 

基本金等額 県の出資・出えん額 出資・出えん割合 

5,000,000円 2,000,000円 40.0％ 

（イ）補助金等に係る出納その他の事務の執行状況 

ａ 補助金                                 （単位：円） 

補助金の名称 補助金額 

生活衛生関係営業対策事業補助金 16,828,312 

生活衛生関係営業振興事業補助金 3,000,000 

   ウ 結果 

（ア）指摘事項はなかった。 

   （イ）指導事項として、改善を要する事項が見受けられたので、改善を求めた。 

 

 （７）福井県酪農農業協同組合連合会 

   ア 実施年月日  平成３０年１２月２１日 

イ 監査事項 

（ア）出資・出えんしているものの出納その他の事務の執行状況 

ａ 出資・出えんの目的 

会員が協同してその事業の振興を図り、もってその組合員の生乳価格形成の合理化

と酪農業の健全な発達を促進し、社会的地位を高めるのに寄与すること。 

     ｂ 出資・出えん金等 

基本金等額 県の出資・出えん額 出資・出えん割合 

98,823,000円 45,333,000円 45.9％ 

ウ 結果 

概ね適正に執行されていた。 

 

（８）公益財団法人 福井県林業従事者確保育成基金 

   ア 実施年月日  平成３０年１２月２０日 

イ 監査事項 

（ア）出資・出えんしているものの出納その他の事務の執行状況 



ａ 出資・出えんの目的 

福井県内において、林業労働に従事する者の就業環境を整備し、林業従事者の安定確

保を図るとともに、本基金により実施する各種事業を通じ、森林資源の適正な管理等に

よる公益的機能の増大、地域経済の発展、ひいては県民生活の向上に資すること。 

     ｂ 出資・出えん金等 

基本金等額 県の出資・出えん額 出資・出えん割合 

1,328,380,000円 992,620,000円 74.7％ 

   （イ）補助金等に係る出納その他の事務の執行状況 

     ａ 補助金                                 （単位：円） 

補助金の名称 補助金額 

緑の青年就業準備給付金事業補助金 6,875,000 

福井県林業従事者確保育成基金助成事業補助金 2,900,000 

ふくいの森林を支える担い手育成・定着事業補助金 640,000 

森林整備支援センター推進事業補助金 210,000 

ｂ 貸付金                                 （単位：円） 

貸付金の名称 前年度末残高 当年度貸付額 当年度償還額 当年度末残高 

林業就業促進資金 27,144,000 0 4,060,000 23,084,000 

ウ 結果 

（ア）指摘事項はなかった。 

   （イ）指導事項として、改善を要する事項が見受けられたので、改善を求めた。 

 

（９）敦賀港国際ターミナル 株式会社 

   ア 実施年月日  平成３０年１２月２１日 

イ 監査事項 

（ア）出資・出えんしているものの出納その他の事務の執行状況 

ａ 出資・出えんの目的 

民間活力を積極的に活用し、敦賀港の港湾サービスの向上と貨物集荷体制の強化を図

ること。 

ｂ 出資・出えん金等 

基本金等額 県の出資・出えん額 出資・出えん割合 

120,000,000円 30,600,000円 25.5％ 

（イ）補助金等に係る出納その他の事務の執行状況 

     ａ 補助金                                 （単位：円） 

補助金の名称 補助金額 

ポートセールス促進事業補助金 16,640,856 

敦賀港利用拡大事業補助金 11,171,000 

（ウ）公の施設の管理委託をしているもの（指定管理）の出納その他の事務の執行状況 

委託施設名 委託期間 指定管理料 

敦賀港鞠山南地区多目的国際ターミナル H28.4.1～H31.3.31 37,544,384円 

ウ 結果 

概ね適正に執行されていた。 

 

 



（１０）公益財団法人 若狭湾エネルギー研究センター 

   ア 実施年月日  平成３１年２月２８日 

イ 監査事項 

（ア）補助金等に係る出納その他の事務の執行状況 

     ａ 補助金                                 （単位：円） 

補助金の名称 補助金額 

嶺南地域新産業創出支援事業補助金 26,437,880 

福井県国際原子力人材育成センター運営事業補助金 17,190,258 

（イ）公の施設の管理委託をしているもの（指定管理）の出納その他の事務の執行状況 

委託施設名 委託期間 指定管理料 

福井県若狭湾エネルギー研究センター H28.4.1～H33.3.31 469,007,000円 

ウ 結果 

      概ね適正に執行されていた。 

 

（１１）アクティオ 株式会社 

ア 実施年月日  平成３１年２月２８日 

イ 監査事項 

（ア）公の施設の管理委託をしているもの（指定管理）の出納その他の事務の執行状況 

委託施設名 委託期間 指定管理料 

越前陶芸公園（福井県陶芸館） H26.4.1～H31.3.31 
103,885,714円 

  ＋利用料金制 

ウ 結果 

      概ね適正に執行されていた。 

 

（１２）グリーンシェルター・サウルコス福井パートナーズ 

ア 実施年月日  平成３１年２月２８日 

イ 監査事項 

（ア）公の施設の管理委託をしているもの（指定管理）の出納その他の事務の執行状況 

委託施設名 委託期間 指定管理料 

テクノポート福井総合公園 H26.4.1～H31.3.31 
43,647,000円 

＋利用料金制 

   ウ 結果 

      概ね適正に執行されていた。 

 

（１３）一般社団法人 福井県不動産のれん会 

ア 実施年月日  平成３１年２月２８日 

イ 監査事項 

（ア）公の施設の管理委託をしているもの（指定管理）の出納その他の事務の執行状況 

委託施設名 委託期間 指定管理料 

 福井県営住宅（北部地域） H28.4.1～H33.3.31 74,015,000円 

ウ 結果 

   概ね適正に執行されていた。 

 

 



（１４）アイリス・辻広組グループ 

ア 実施年月日  平成３１年２月２８日 

イ 監査事項 

（ア）公の施設の管理委託をしているもの（指定管理）の出納その他の事務の執行状況 

委託施設名 委託期間 指定管理料 

 福井県営住宅（南部地域） H28.4.1～H33.3.31 84,110,000円 

ウ 結果 

（ア）指摘事項はなかった。 

   （イ）指導事項として、改善を要する事項が見受けられたので、改善を求めた。 

 

（１５）福井県ライフル射撃協会 

ア 実施年月日  平成３１年２月２８日 

イ 監査事項 

（ア）公の施設の管理委託をしているもの（指定管理）の出納その他の事務の執行状況 

委託施設名 委託期間 指定管理料 

福井県立ライフル射撃場 H28.4.1～H33.3.31 
1,933,460円 

＋利用料金制 

ウ 結果 

（ア）指摘事項はなかった。 

   （イ）指導事項として、改善を要する事項が見受けられたので、改善を求めた。 

 

  （１６）学校法人 北陸学園 

   ア 実施年月日  平成３１年２月２８日 

   イ 監査事項 

（ア）補助金等に係る出納その他の事務の執行状況 

     ａ 補助金                                 （単位：円） 

補助金の名称 補助金額 

私立高等学校教育振興補助金 456,675,338 

私立高等学校等就学支援事業補助金 255,579,075 

私立中学校教育振興補助金 41,932,000 

私立高等学校ふるさと人材育成支援事業補助金 7,261,674 

私立高等学校等就学支援金事務費交付金 1,903,600 

結核予防事業補助金 357,333 

私立小中学校修学支援事業補助金 300,000 

   ウ 結果 

    （ア）指摘事項はなかった。 

    （イ）指導事項として、改善を要する事項が見受けられたので、改善を求めた。 

 

  （１７）学校法人 大原学園 

   ア 実施年月日  平成３１年２月２８日 

   イ 監査事項 

（ア）補助金等に係る出納その他の事務の執行状況 

 



     ａ 補助金                                 （単位：円） 

補助金の名称 補助金額 

私立専修学校等教育振興補助金 13,365,000 

私立専門学校ふるさと人材育成支援事業補助金 2,955,500 

外国人介護福祉士確保促進事業補助金 646,000 

   ウ 結果 

概ね適正に執行されていた。 

 

  （１８）社会福祉法人 一乗谷友愛会 

   ア 実施年月日  平成３１年２月２８日 

   イ 監査事項 

（ア）補助金等に係る出納その他の事務の執行状況   

     ａ 補助金                                 （単位：円） 

補助金の名称 補助金額 

軽費老人ホーム事務費補助金 27,720,336 

プラス１女性雇用企業支援事業補助金 330,000 

結核予防事業補助金 73,440 

民間社会福祉施設整備事業利子補給補助金 30,300 

   ウ 結果 

    （ア）指摘事項はなかった。 

    （イ）指導事項として、改善を要する事項が見受けられたので、改善を求めた。 

 

  （１９）社会福祉法人 白山会 

   ア 実施年月日  平成３１年２月２８日 

   イ 監査事項 

（ア）補助金等に係る出納その他の事務の執行状況   

     ａ 補助金                                 （単位：円） 

補助金の名称 補助金額 

軽費老人ホーム事務費補助金 21,549,909 

   ウ 結果 

      概ね適正に執行されていた。 

 

  （２０）社会福祉法人 慶秀会 

   ア 実施年月日  平成３１年２月２８日 

   イ 監査事項 

（ア）補助金等に係る出納その他の事務の執行状況   

     ａ 補助金                                 （単位：円） 

補助金の名称 補助金額 

軽費老人ホーム事務費補助金 23,737,438 

経営労務管理改善支援補助金 460,000 

民間社会福祉施設整備事業利子補給補助金 51,680 

   ウ 結果 

      概ね適正に執行されていた。 



  （２１）学校法人 常葉学園 

   ア 実施年月日  平成３１年２月２８日 

   イ 監査事項 

（ア）補助金等に係る出納その他の事務の執行状況 

     ａ 補助金                                 （単位：円） 

補助金の名称 補助金額 

私立幼稚園教育振興補助金 15,140,000 

私立幼稚園預かり保育推進事業補助金 2,800,000 

私立幼稚園２歳児受入推進事業補助金 1,200,000 

私立幼稚園特別支援教育事業補助金 1,176,000 

   ウ 結果 

（ア）指摘事項はなかった。 

   （イ）指導事項として、改善を要する事項が見受けられたので、改善を求めた。 

 

  （２２）学校法人 摂取学園  

   ア 実施年月日  平成３１年２月２８日 

   イ 監査事項 

（ア）補助金等に係る出納その他の事務の執行状況 

     ａ 補助金                                 （単位：円） 

補助金の名称 補助金額 

私立幼稚園教育振興補助金 13,394,000 

私立幼稚園預かり保育推進事業補助金 3,740,000 

私立幼稚園２歳児受入推進事業補助金 1,200,000 

私立幼稚園特別支援教育事業補助金 1,176,000 

県産材のあふれる街づくり事業補助金 43,000 

   ウ 結果 

（ア）指摘事項はなかった。 

   （イ）指導事項として、改善を要する事項が見受けられたので、改善を求めた。 

 

  （２３）学校法人 報徳学園 

   ア 実施年月日  平成３１年２月２８日 

   イ 監査事項 

（ア）補助金等に係る出納その他の事務の執行状況 

     ａ 補助金                                 （単位：円） 

補助金の名称 補助金額 

私立幼稚園教育振興補助金 12,685,000 

私立幼稚園預かり保育推進事業補助金 2,780,000 

私立幼稚園特別支援教育事業補助金 2,352,000 

私立幼稚園２歳児受入推進事業補助金 1,200,000 

   ウ 結果 

（ア）指摘事項はなかった。 

   （イ）指導事項として、改善を要する事項が見受けられたので、改善を求めた。 

 



（２４）越前市商工会 

   ア 実施年月日  平成３１年２月２８日 

   イ 監査事項 

（ア）補助金等に係る出納その他の事務の執行状況 

     ａ 補助金                                 （単位：円） 

補助金の名称 補助金額 

小規模事業経営支援事業費補助金 38,802,410 

   ウ 結果 

      概ね適正に執行されていた。 

 

  （２５）越前町商工会 

   ア 実施年月日  平成３１年２月２８日 

   イ 監査事項 

（ア）補助金等に係る出納その他の事務の執行状況 

     ａ 補助金                                 （単位：円） 

補助金の名称 補助金額 

小規模事業経営支援事業費補助金 43,620,087 

   ウ 結果 

概ね適正に執行されていた。 

 

  （２６）敦賀商工会議所 

   ア 実施年月日  平成３１年２月２８日 

   イ 監査事項 

（ア）補助金等に係る出納その他の事務の執行状況 

     ａ 補助金                                 （単位：円） 

補助金の名称 補助金額 

小規模事業経営支援事業費補助金 36,284,285 

廃炉ビジネス参入企業支援事業補助金 1,686,427 

里山里海湖ビジネス推進事業費補助金 1,445,629 

   ウ 結果 

概ね適正に執行されていた。 

  

（２７）福井県経済農業協同組合連合会 

   ア 実施年月日  平成３１年２月２８日 

   イ 監査事項 

（ア）補助金等に係る出納その他の事務の執行状況 

     ａ 補助金                                 （単位：円） 

補助金の名称 補助金額 

食品加工施設整備事業費補助金 1,112,059,000 

福井県産米販売強化事業費補助金 74,838,110 

食肉流通対策事業費補助金 5,500,000 

   ウ 結果 

    （ア）指摘事項はなかった。 



    （イ）指導事項として、改善を要する事項が見受けられたので、改善を求めた。 

 

（２８）福井県多面的機能発揮推進協議会 

   ア 実施年月日  平成３１年２月２８日 

   イ 監査事項 

（ア）補助金等に係る出納その他の事務の執行状況 

     ａ 補助金                                 （単位：円） 

補助金の名称 補助金額 

多面的機能支払推進交付金 17,000,000 

   ウ 結果 

      概ね適正に執行されていた。 

 

  （２９）坂井森林組合 

   ア 実施年月日  平成３１年２月２８日 

   イ 監査事項 

（ア）補助金等に係る出納その他の事務の執行状況   

     ａ 補助金                                 （単位：円） 

補助金の名称 補助金額 

森林環境保全直接支援事業補助金 232,916,500 

山ぎわ集落間伐促進事業補助金 53,715,000 

間伐材加工施設整備事業補助金 32,975,000 

環境林整備事業補助金 932,500 

鳥獣害のない里づくり推進事業補助金 894,000 

森林組合等経営基盤強化対策事業補助金 640,000 

   ウ 結果 

    （ア）指摘事項はなかった。 

    （イ）指導事項として、改善を要する事項が見受けられたので、改善を求めた。 

 

  （３０）九頭竜森林組合 

   ア 実施年月日  平成３１年２月２８日 

   イ 監査事項 

（ア）補助金等に係る出納その他の事務の執行状況   

     ａ 補助金                                 （単位：円） 

補助金の名称 補助金額 

森林環境保全直接支援事業 189,139,000 

山ぎわ集落間伐促進事業補助金 68,633,000 

間伐材加工施設整備事業補助金 37,002,000 

間伐材等安定供給促進事業補助金 13,410,000 

環境林整備事業補助金 1,676,000 

鳥獣害のない里づくり推進事業補助金 359,000 

   ウ 結果 

    （ア）指摘事項はなかった。 

    （イ）指導事項として、改善を要する事項が見受けられたので、改善を求めた。 



（３１）県民スポーツ祭実行委員会 

   ア 実施年月日  平成３１年２月２８日 

   イ 監査事項 

（ア）補助金等に係る出納その他の事務の執行状況 

     ａ 補助金                                 （単位：円） 

補助金の名称 補助金額 

県民スポーツ祭補助金 15,660,000 

   ウ 結果 

   （ア）指摘事項はなかった。 

    （イ）指導事項として、改善を要する事項が見受けられたので、改善を求めた。 

 

 

２ 指導事項 

   監査の結果、指導事項の主なものについては、次のとおりである。 

（１）出資・出えん団体 

・ 団体の職務権限規程に定められている理事長の決裁がされていない支出伺があった。 

・ 団体の財務規程に定められていない立替払をしているものがあった。 

・ 講師の費用弁償旅費の支払において、源泉徴収を行っていないものがあった。 

 

（２）指定管理者 

・ 基本協定書では、管理業務の一部を第三者に委託する場合はあらかじめ県の承認を得ることと

なっているが、承認を受けていないものがあった。 

・ 基本協定書では、あらかじめ県の承認を受けて利用料金の額を定めることとなっているが、一

部承認を得ていないものがあった。 

 

（３）補助金等交付団体 

・ 補助金交付事務マニュアルに定める委託理由書等を作成していないものがあった。 

・ 補助金額に影響はなかったものの、補助対象外とすべき経費を補助対象経費としているものが

あった。 

    ・ 実績報告書の添付書類を提出していないものがあった。 



第３ 平成３０年度財政的援助団体の監査の意見 

   平成３０年度財政的援助団体の監査を終了したことに伴い、総括して次のとおり監査の意見を付す。 

 

１ 監査の意見 

 （１）出資・出えん団体 

監査を実施した一部の団体において、各団体が整備している諸規程に定められた事務手続が執ら

れていないものが見受けられたので、より適正な事務執行に努められたい。 

団体を所管する部局においては、当該団体において適切な会計処理や事務手続が執られ、出資目

的に沿った業務が適正かつ効率的に実施されるよう、指導、監督に努められたい。 

 

 （２）指定管理者 

監査を実施した一部の団体において、基本協定書に定められた事務手続が執られていないものが

見受けられた。 

指定管理者においては、基本協定書に基づき適正な事務執行に努め、併せて的確な施設運営によ

り利用者サービスの向上を図られたい。 

公の施設を所管する部局においては、指定管理者の業務が協定書等に基づき適正に実施されるよ

う、事業報告書等により業務の実施状況を的確に把握し、不備がある場合は改善を指示するなど、

適切な指導、監督を徹底されたい。 

 

 （３）補助金等交付団体 

監査を実施した一部の団体において、補助対象外経費を補助対象経費としているものや、添付す

べき証拠書類の未提出など、実績報告に誤りが見受けられた。また、「補助金交付事務マニュアル」

に定められた事務手続が執られていないものがあった。 

補助金交付団体においては、補助金交付要綱や実施要領、補助金交付事務マニュアル等に基づき、

適正な事業の執行に努められたい。 

補助金を交付する部局においては、当該団体に対する指導を強化するとともに、補助対象とする

事業の内容等を的確に把握し、適正な補助となるよう検査・確認等を徹底されたい。 

なお、補助金交付事務マニュアルに不備があるものが見受けられたので、速やかに改善されたい。 

 

 


