
福井県監査委員告示第４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。 

 

  令和２年３月１０日 

 

                            福井県監査委員 小堀 友廣 

                            同       清水 智信 

                            同       江川 権一 

                            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３０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、令和元年１２月および令和２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  ７ 

県が公の施設の管理委託をしているもの（指定管理）  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もの ２５ 

  ※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  ５ 

公益社団法人  １ 

一般財団法人  １ 

一般社団法人  ７ 

学 校 法 人  ２ 

社会福祉法人  ２ 

株 式 会 社  ２ 

そ の 他 １１ 

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、６団体については実地監査を、２５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 ふくい女性財団 

   ア 実施年月日  令和元年１２月１９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 

女性の自立と社会参加の促進に関する事業を行い、男女共同参画社会の形成に寄与

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 

487,103,226円 240,633,000円 49.4％ 

   （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 

男女共同参画社会づくり推進事業補助金 5,000,000 

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。 

      （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）一般社団法人 福井県繊維協会 

   ア 実施年月日  令和元年１２月１９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 

繊維産業の振興発展と活性化に関する事業を行い、もって我が国の化合繊織編物の

安定供給と国民生活に寄与すること。   

   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 

365,512,000円 253,562,000円 69.3％ 

   （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 

福井繊維産地コーディネーター設置支援事業補助金 6,021,645 

繊維産業新規市場開拓支援事業補助金 1,494,962 

繊維産業基盤強化事業補助金 348,431 

   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。 

 

 （３）一般財団法人 福井県野菜生産価格安定事業協会 

   ア 実施年月日  令和２年２月２８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 

福井県内において野菜および花卉類の計画的生産と販売強化体制の確立推進し、そ

の生産物が流通過程において著しい安値を現出した場合、その価格差の一部を補填並

びに、産地育成に係る交付金の交付等により、県内農業の振興及び安定的な食料自給

率を確保することにより、活力ある県民生活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 

141,800,000円 43,400,000円 30.6％ 

   （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 

野菜および花き類生産価格安定事業費補助金 13,708,447 

ウ 結果 

概ね適正に執行されていた。 

 

（４）公益財団法人 福井県建設技術公社 

   ア 実施年月日  令和元年１２月１９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 

建設事業に関する技術力の向上および普及啓発を行うとともに、建設事業の円滑か

つ効率的な執行を図り、もって県民の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 

63,000,000円 63,000,000円 100.0％ 

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 福井県下水道公社 

   ア 実施年月日  令和元年１２月１９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 

公共用水域の水質保全事業を支援するために、下水道施設の管理運営支援および下

水道に関する調査研究・研修を行うとともに、下水道知識の普及・啓発を行い、県民

の健康で快適な生活環境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 

10,000,000円 5,000,000円 50.0％ 

ウ 結果 



      概ね適正に執行されていた。 

 

 （６）福井埠頭株式会社 

   ア 実施年月日  令和元年１２月１９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 

         福井港の効率運営と、港湾関連事業を一貫して行い、円滑なる港湾運営を図ること。 

     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 

50,000,000円 15,500,000円 31.0％ 

   ウ 結果 

   概ね適正に執行されていた。 

 

 （７）公益財団法人 福井県暴力追放センター 

   ア 実施年月日  令和元年１２月１９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 

県内のあらゆる職域、地域において、暴力団員による不当な行為の被害者の救済支

援活動を徹底し、暴力団員による不当な行為についての相談事業を行うとともに、暴

力団員による不当な行為を予防するための広報活動等を推進することにより、暴力団

の資金源の遮断および環境の浄化等を通じて、暴力団の存在基盤の根絶を図り、もっ

て「暴力のない安全で住みよい福井県」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 

770,026,000円 502,211,000円 65.2％ 

 （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 

福井県暴力追放センター事業補助金 672,000 

ウ 結果 

概ね適正に執行されていた。 

 

（８）坂井市シルバー人材センター・休暇村協会グループ 

   ア 実施年月日  令和２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 

福井県越前三国オートキャンプ場 H28.4.1～R3.3.31 利用料金制 

ウ 結果 

概ね適正に執行されていた。 

 



（９）日本システムバンク・福井駅前商店街共同企業体 

   ア 実施年月日  令和２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 

福井駅西口地下駐車場 H29.4.1～R3.3.31 188,582,508円 

ウ 結果 

概ね適正に執行されていた。 

 

（１０）福井県アーチェリー・クライミング振興協議会 

   ア 実施年月日  令和２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 

福井県立アーチェリーセンター 

福井県立クライミングセンター 
H28.4.1～R3.3.31 

26,286,160円 

+利用料金制 

ウ 結果 

      概ね適正に執行されていた。 

 

  （１１）一般社団法人 福井県私立学校退職金基金社団 

   ア 実施年月日  令和２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 

福井県私立学校退職金基金社団補助金 57,127,000 

   ウ 結果 

      概ね適正に執行されていた。 

 

  （１２）学校法人 嶺南学園 

   ア 実施年月日  令和２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（一般分） 211,298,000 

私立高等学校等就学支援事業補助金（就学支援金） 94,604,900 

私立高等学校教育振興補助金（魅力アップ推進加算分） 43,889,829 

私立中学校教育振興補助金 41,630,000 

私立高等学校等就学支援事業補助金（授業料等減免補助） 29,798,436 

私立高等学校ふるさと人材育成支援事業補助金 3,579,813 

私立高等学校教育振興補助金（ＡＬＴ配置加算分） 3,337,782 

私立高等学校等就学支援金事務費交付金 763,000 

私立高等学校教育振興補助金（国体競技指導教員サポート加算分） 495,000 



私立高等学校教育振興補助金（ふるさと母校応援寄付分） 400,000 

私立小中学校修学支援事業補助金 200,000 

結核予防事業補助金 156,666 

   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。 

 

  （１３）学校法人 新和学園 

   ア 実施年月日  令和２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 

外国人介護福祉士確保促進事業補助金 16,357,000 

私立専門学校ふるさと人材育成支援事業補助金 4,807,656 

私立専修学校等教育振興補助金 3,645,000 

ライフステージに応じた食育推進事業 50,000 

結核予防事業補助金 26,156 

   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。 

 

  （１４）京福バス 株式会社 

   ア 実施年月日  令和２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 

生活バス路線維持対策事業補助金（地域間幹線系統確保維持費補助金） 87,212,000 

生活バス路線維持対策事業補助金（車両減価償却費等補助金） 33,441,000 

生活バス路線維持対策事業補助金（広域生活バス路線維持対策事業補

助金） 
5,719,000 

クルマに頼り過ぎない社会づくり推進事業補助金 5,028,000 

   ウ 結果 

      概ね適正に執行されていた。 

 

  （１５）公益財団法人 福井観光コンベンションビューロー 

   ア 実施年月日  令和２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 

福井観光コンベンションビューロー運営費補助金 9,269,096 

ＭＩＣＥ誘致促進対策事業補助金 1,144,000 



コンベンション活用観光宣伝事業補助金 900,000 

   ウ 結果 

      概ね適正に執行されていた。 

 

  （１６）福井県民生委員児童委員協議会 

   ア 実施年月日  令和２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 

地区民生委員協議会活動費補助金 14,950,000 

民生委員児童委員活動強化事業補助金 324,000 

   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）社会福祉法人 双和会 

   ア 実施年月日  令和２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（東尋坊ハイツ） 65,391,204 

軽費老人ホーム事務費補助金（スプリングヒルズ） 21,044,069 

民間社会福祉施設職員福利厚生事業補助金 113,940 

   ウ 結果 

      概ね適正に執行されていた。 

 

  （１８）社会福祉法人 わかたけ共済部 

   ア 実施年月日  令和２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 22,354,968 

私立幼稚園等緊急環境整備事業補助金 425,000 

福井県介護ロボット導入支援事業補助金 216,000 

民間社会福祉施設整備資金利子補給補助金 109,974 

結核予防事業補助金 70,084 

   ウ 結果 

（ア）指摘事項として、次の事項が見受けられたので、団体および所管課に対して適切な措置を講じ

ることを求めた。 

・ 私立幼稚園等緊急環境整備事業補助金について、自社調達による利益を補助金に算入し



ているものや、補助対象外の経費や補助対象期間外に納品を受けたものを補助対象とした

ものがあり、３６３，０００円を過大に受領していた。また、自社調達における納品書の

日付が、業者からの納品日前となっていた。 

・ 私立幼稚園等緊急環境整備事業補助金について、適正な検査をしていなかったため、３

６３，０００円を過大に交付していた。               （子ども家庭課） 

   （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）福井県国民健康保険団体連合会 

   ア 実施年月日  令和２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 

福井県国民健康保険保険給付費等交付金 51,154,404,760 

介護サービス苦情処理業務支援事業補助金 7,708,347 

福井県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払事務費補助金 6,188,000 

福井県国民健康保険団体連合会負担金（一般負担金） 475,700 

福井県国民健康保険団体連合会負担金（保険者ネットワーク負担金） 252,600 

平成３０年８月法改正に伴う福祉医療費助成システム改修にかかる負

担金 
216,000 

福井県国民健康保険団体連合会負担金（保険者協議会負担金） 13,575 

   ウ 結果 

      概ね適正に執行されていた。 

 

  （２０）一般社団法人 福井県医師会 

   ア 実施年月日  令和２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 

地域医療連携システム構築事業補助金 313,679,000 

医療体制推進事業補助金 7,200,000 

   ウ 結果 

概ね適正に執行されていた。 

 

  （２１）一般社団法人 武生医師会 

   ア 実施年月日  令和２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 

看護師等養成所運営費補助金 18,872,000 

   ウ 結果 

概ね適正に執行されていた。 



  

（２２）福井県商工会連合会 

   ア 実施年月日  令和２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 105,773,433 

   ウ 結果 

      概ね適正に執行されていた。 

 

（２３）勝山商工会議所 

   ア 実施年月日  令和２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 32,051,714 

   ウ 結果 

      概ね適正に執行されていた。 

 

  （２４）永平寺町商工会 

   ア 実施年月日  令和２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 32,395,163 

   ウ 結果 

      概ね適正に執行されていた。 

 

  （２５）一般社団法人 福井県眼鏡協会 

   ア 実施年月日  令和２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 

海外眼鏡販路獲得フォローアップ事業補助金 4,500,000 

東京国際眼鏡展出展事業補助金 4,000,000 

   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。 

（２６）公益社団法人 福井県シルバー人材センター連合 



   ア 実施年月日  令和２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 

シルバー就業支援事業補助金 8,900,000 

   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。 

 

（２７）一般社団法人 福井県農業会議 

   ア 実施年月日  令和２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 

福井県農業会議補助金 25,778,000 

農業経営基盤強化促進対策事業費補助金 10,161,000 

機構集積支援事業費補助金 6,541,775 

農産物安全・安心普及推進事業補助金 244,530 

   ウ 結果 

      概ね適正に執行されていた。 

 

（２８）福井県漁業協同組合連合会 

   ア 実施年月日  令和２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 

福井の宝「越前がに」グレードアップ強化事業補助金 5,000,000 

定置漁業・底曳網漁業振興対策事業（経営基盤強化対策）補助金 781,811 

   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。 

 

（２９）福井県書店商業組合 

   ア 実施年月日  令和２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 

外部検定試験受験料補助金 26,914,500 

   ウ 結果 



      概ね適正に執行されていた。 

 

（３０）福井県高等学校体育連盟 

   ア 実施年月日  令和２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 

全国高等学校体育大会派遣費補助金 12,991,898 

北信越高等学校体育大会派遣費補助金 11,525,722 

北信越高等学校体育大会補助金 760,000 

福井県高等学校体育連盟補助金 259,000 

   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）一般社団法人 若狭湾観光連盟 

   ア 実施年月日  令和２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 

嶺南地域産業育成支援事業補助金 15,000,000 

嶺南地域産業育成支援事業負担金 12,720,000 

   ウ 結果 

      概ね適正に執行されていた。 

 

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 

・ 団体所有の車両による事故により損害賠償金の支払が発生していた。 

・ 団体の財務規程に定められている収入調定書や支出負担行為伺等を作成していなかった。 

・ 団体の会計規程に定められている理事長の承認を受けず、事務局長決裁で執行していた。 

 

（２）補助金等交付団体 

・ 補助金交付事務マニュアルに定める複数者からの見積を徴していないものがあった。また、１

者のみの見積で契約する場合は、その理由を書面により整備することとなっているが、整備して

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。 

    ・ 補助金交付事務マニュアルで定める出張終了報告書等を作成していないものがあった。 

 



第３ 監査の意見 

  令和元年度財政的援助団体の監査を終了したことに伴い、次のとおり監査の意見を付す。 

 

 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、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 

監査を実施した結果、指摘・指導事項は見受けられなかったが、引き続き基本協定書に基づき適正

な事務執行に努めるとともに、施設の利用促進および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基本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、

適切に指導されたい。 

 

 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、補助金の算定誤り等により一部返還の必要性が生じている事

案が見受けられた。また、補助対象外経費を補助対象経費としているものや、「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、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、適正な検査に努められたい。 

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。 

 

 


