
 

                                   

                公 告         

（監 査 委 員        ） 

 

 

茨城県監査委員公告第 2 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，財政的援助団

体等の監査をしたので，同条第９項の規定により，次のとおり公表する。 

 

 

平成 27年 5月 28日 

 

 

 

茨城県監査委員     小 川 一 成 

同       川 津   隆 

同       岡 野 栄 治 

   同         齋 藤 良  彦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



団 　体 　名 実施年月日 監査対象年度 監　査　の　結　果

27. 3. 2 平成25年度 [出資金]
県出資金 1,561,326,536 円
（資本金・基本金） 2,947,800,000 円
[公の施設の指定管理料]
大洗マリーナ 0円
大洗港区魚釣園 1,155,000円
大洗港区港中央公園 3,876,000円

27. 3. 5 平成25年度 [出資金]
県出資金 693,000,000円
（資本金・基本金） 1,480,800,000 円
[貸付金]
茨城県鹿島地域商業・業務拠点整備資金貸付金

9,066,934,000 円
[公の施設の指定管理料]
鹿島セントラルモール 73,444,766円

27. 3. 5 平成25年度 [出資金]
県出資金 41,202,132円
（資本金・基本金） 100,000,000円

27. 3. 6 平成25年度 [出資金]
県出資金 30,000,000円
（資本金・基本金） 30,000,000円
助成事業積立資産 620,000,000円
[補助金]
いばらき文化振興財団運営費補助金

51,921,082円
[負担金]
茨城県新人演奏会負担金 2,000,000円
[公の施設の指定管理料]
茨城県立県民文化センター 179,735,000円

27. 3. 9 平成25年度 [出資金]
県出資金 507,528,000円
（資本金・基本金） 742,000,000円

27. 3. 9 平成25年度 [出資金]
県出資金 50,000,000円
（資本金・基本金） 90,000,000円
[補助金]
茨城県開発公社経営支援補助金

3,457,163,772 円
[貸付金]
茨城県開発公社経営支援資金 4,799,656,855 円
[公の施設の指定管理料]
茨城県立国民宿舎「鵜の岬」及び茨城県立カン
トリープラザ「鵜の岬」 340,697,350円

27. 3. 9 平成25年度 [出資金]
県出資金 30,000,000円
（資本金・基本金） 30,000,000円
[貸付金]
茨城県土地開発公社経営健全化対策長期貸付金

10,638,189,960 円
[債務保証限度額] 12,000,000,000 円

27. 3. 9 平成25年度 [補助金]
茨城県運輸振興助成補助金 484,443,000円

27. 3. 9 平成25年度 [補助金]
茨城県商工会連合会小規模事業指導費補助金

117,756,244円
茨城県商工会等リーディング事業費等補助金

34,181,063円
茨城県商工団体補助金 6,291,000円

27. 3. 9 平成25年度 [出資金]
県出資金 10,000,000円
（資本金・基本金） 10,000,000円
[公の施設の指定管理料]
茨城県水戸生涯学習センター 138,347,000円
茨城県鹿行生涯学習センター及び茨城県女性プ
ラザ 153,461,000円
茨城県立中央青年の家 95,977,000円
茨城県立白浜少年自然の家 83,201,049円
茨城県立さしま少年自然の家 84,040,670円
茨城県立歴史館 304,471,729円

監　査　の　対　象

　出資及び公の施設の指定管
理に係る出納その他の事務の
執行は，適正に処理されたも
のと認める。

公益財団法人　茨
城県教育財団

　出資及び公の施設の指定管
理に係る出納その他の事務の
執行は，適正に処理されたも
のと認める。

株式会社　茨城ポ
ートオーソリティ

　出資，公の施設の指定管理
及び貸付金に係る出納その他
の事務の執行は，適正に処理
されたものと認める。

鹿島都市開発株式
会社

株式会社　ひたち
なかテクノセンタ
ー

　出資に係る出納その他の事
務の執行は，適正に処理され
たものと認める。

　出資及び補助金等に係る出
納その他の事務の執行は，適
正に処理されたものと認め
る。

公益財団法人　い
ばらき文化振興財
団

茨城県土地開発公
社

　補助金に係る出納その他の
事務の執行は，適正に処理さ
れたものと認める。

茨城県商工会連合
会

公益財団法人　グ
リーンふるさと振
興機構

　出資に係る出納その他の事
務の執行は，適正に処理され
たものと認める。

　出資及び貸付金等に係る出
納その他の事務の執行は，適
正に処理されたものと認め
る。

一般社団法人　茨
城県トラック協会

公益財団法人　茨
城県開発公社

　出資及び補助金等に係る出
納その他の事務の執行は，会
計処理に関する注意事項を除
き適正に処理されたものと認
める。

　補助金に係る出納その他の
事務の執行は，適正に処理さ
れたものと認める。



団 　体 　名 実施年月日 監査対象年度 監　査　の　結　果監　査　の　対　象

27. 3.12 平成25年度 [補助金]
学校法人立等幼稚園経常費等補助金

103,533,000円
私立幼稚園特別支援教育費補助金

784,000円
私立幼稚園休業日等預かり保育推進事業費補助
金 880,000円

27. 3.12 平成25年度 [出資金]
県出資金 750,000,000円
（資本金・基本金） 1,000,000,000 円
[補助金]
看護師等養成所運営費補助金 19,040,000円

27. 3.12 平成25年度 [補助金]
救命救急センター運営費補助金

177,639,000円
周産期母子医療センター運営費補助金

80,981,000円
茨城県小児救急医療拠点病院運営助成費補助金

34,144,000円
茨城県がん診療連携拠点病院機能強化事業補助
金 24,000,000円
茨城県地域がんセンター運営費補助金

21,000,000円
救急告示医療機関等運営費補助金

22,178,870円
茨城県救急医療未回収医療費補てん補助金

9,696,398円
病院内保育所運営費補助金 12,646,000円
感染症指定医療機関運営事業費補助金

12,608,000円
茨城県産科医等確保支援事業費補助金

7,218,000円
受入困難事案患者受入医療機関支援事業費補助
金 5,636,000円
茨城県被災地域医師確保助成事業補助金

6,600,000円
茨城県鹿行地域二次救急等支援事業費補助金

4,800,000円
新人看護職員研修事業補助金 4,294,000円
茨城県後期研修費補助金 3,271,000円
がん認定看護師育成支援事業費補助金

1,000,000円
茨城県地域リハビリテーション総合支援事業費
補助金 804,500円
茨城県若手医師受入促進事業費補助金

447,132円
茨城県新生児医療担当医確保支援事業費補助金

200,000円
医療施設耐震化施設整備費補助金

281,925,000円
がん診療機器整備事業費補助金

47,250,000円
茨城県医師確保推進体制整備事業費補助金

44,000,000円
医療提供体制設備整備促進費補助金

31,672,000円
医療施設整備事業費補助金 23,100,000円
ＤＭＡＴ活動車両整備事業支援補助金

5,915,000円
看護師等養成所運営費補助金 13,272,000円

公益財団法人　茨
城県看護教育財団

　補助金に係る出納その他の
事務の執行は，適正に処理さ
れたものと認める。

　出資及び補助金に係る出納
その他の事務の執行は，適正
に処理されたものと認める。

茨城県厚生農業協
同組合連合会

　補助金に係る出納その他の
事務の執行は，適正に処理さ
れたものと認める。

学校法人　中山学
院



団 　体 　名 実施年月日 監査対象年度 監　査　の　結　果監　査　の　対　象

27. 3.12 平成25年度 [出資金]
県出資金 10,000,000円
（資本金・基本金） 10,000,000円
[補助金]
茨城県社会福祉事業団運営費補助金

56,479,130円
[公の施設の指定管理料]
茨城県立あすなろの郷 2,897,318,042 円
茨城県立児童センターこどもの城

57,555,000円
27. 3.12 平成25年度 [出資金]

県出資金 538,320,000円
（資本金・基本金） 1,900,550,000 円
[補助金]
茨城県畜産関係事業費補助金 1,260,000円
[貸付金]
畜産振興資金貸付金 430,000,000円

27. 3.12 平成25年度 [出資金]
県出資金 15,000,000円
（資本金・基本金） 15,000,000円
[補助金]
いばらきの畑地再生事業費補助金

5,652,875円
茨城県農地保有合理化促進事業費補助金

5,400,000円
茨城県農地保有合理化推進事業費補助金

4,600,000円
茨城県経営構造対策推進事業費補助金

7,400,000円
茨城県経営構造対策支援事業費補助金

18,871,831円
茨城県６次産業化ネットワーク活動事業補助金

5,586,879円
茨城県新しい農業担い手確保育成推進事業費補
助金 3,980,000円
茨城県畜産担い手育成総合整備事業費補助金

106,190,000円
いばらきの野菜産地強化総合対策事業費補助金

35,432,000円
茨城県農業用プラスチック適正処理対策事業費
補助金 19,884,799円
茨城県野菜価格安定対策事業費補助金

203,800,172円
茨城県穀物改良協会運営費補助金

8,048,235円
常陸秋そばの里推進事業費等補助金

2,170,000円
[貸付金]
就農支援貸付金 47,714,000円
[損失補償限度額] 700,000,000円
[公の施設の指定管理料]
茨城県民の森等 123,448,000円
茨城県水郷県民の森 22,344,000円
茨城県鳥獣センター 8,780,000円

27. 3.12 平成25年度 [出資金]
県出資金 8,308,800,000 円
（資本金・基本金） 10,039,800,000 円
[貸付金]
茨城県道路公社長期貸付金 966,000,000円
[債務保証限度額] 2,900,000,000 円

27. 3.13 平成25年度 [補助金]
生活衛生営業指導センター事業費補助金

23,904,590円
生活衛生営業振興対策事業補助金

3,722,320円

社会福祉法人　茨
城県社会福祉事業
団

　出資，補助金及び公の施設
の指定管理に係る出納その他
の事務の執行は，適正に処理
されたものと認める。

　出資及び補助金等に係る出
納その他の事務の執行は，適
正に処理されたものと認め
る。

公益社団法人　茨
城県農林振興公社

株式会社　茨城県
中央食肉公社

　出資，補助金及び公の施設
の指定管理等に係る出納その
他の事務の執行は，適正に処
理されたものと認める。

茨城県道路公社 　出資及び貸付金等に係る出
納その他の事務の執行は，適
正に処理されたものと認め
る。

　補助金に係る出納その他の
事務の執行は，適正に処理さ
れたものと認める。

公益財団法人　茨
城県生活衛生営業
指導センター



団 　体 　名 実施年月日 監査対象年度 監　査　の　結　果監　査　の　対　象

27. 3.13 平成25年度 [出資金]
県出資金 55,950,000円
（資本金・基本金） 126,750,000円
[補助金]
茨城県栽培漁業事業費補助金 9,145,918円
ヒラメ資源増大パイロット事業費補助金

34,598,000円
27. 3.16 平成25年度 [公の施設の指定管理料]

茨城県立聴覚障害者福祉センターやすらぎ
29,391,000円

27. 3.17 平成25年度 [公の施設の指定管理料]

茨城県県営住宅 1,407,267,493 円

27. 3.17 平成25年度 [出資金]
県出資金 35,234,342円
（資本金・基本金） 69,282,316円
[補助金]
公益財団法人茨城県体育協会育成補助金

34,216,394円
競技力向上費補助金 151,212,009円
国民体育大会派遣費補助金 59,197,120円
[公の施設の指定管理料]
堀原運動公園 117,147,000円
笠松運動公園 336,954,000円

27. 3.18 平成25年度 [補助金]
私立高等学校等経常費補助金

165,413,000円
私立高等学校等授業料軽減事業費補助金

648,000円
私立学校施設整備費補助金 2,992,000円
私立幼稚園休業日等預かり保育推進事業費補助
金 160,000円

27. 3.18 平成25年度 [出資金]
県出資金 282,850,000円
（資本金・基本金） 901,850,000円
[損失補償限度額] 52,420,000円

27. 3.19 平成25年度 [補助金]
畜産経営指導体制円滑化推進事業費補助金

18,501,216円
畜産共進会事業費補助金 220,000円
良質堆肥広域流通促進事業費補助金

13,531,590円
銘柄畜産物ブランド支援事業費補助金

1,208,000円
茨城県自衛防疫強化総合対策事業費補助金

820,000円
地域自衛防疫推進事業費補助金

924,000円
27. 3.19 平成25年度 [公の施設の指定管理料]

茨城県那珂湊漁港駐車場 14,700,000円

　公の施設の指定管理に係る
出納その他の事務の執行は，
適正に処理されたものと認め
る。

公益財団法人　茨
城県体育協会

　出資，補助金及び公の施設
の指定管理に係る出納その他
の事務の執行は，適正に処理
されたものと認める。

公益財団法人　茨
城県栽培漁業協会

　出資及び補助金に係る出納
その他の事務の執行は，適正
に処理されたものと認める。

　補助金に係る出納その他の
事務の執行は，適正に処理さ
れたものと認める。

一般社団法人　茨
城県聴覚障害者協
会

一般財団法人　茨
城県住宅管理セン
ター

　公の施設の指定管理に係る
出納その他の事務の執行は，
適正に処理されたものと認め
る。

学校法人　緑丘学
園

　補助金に係る出納その他の
事務の執行は，適正に処理さ
れたものと認める。

茨城県漁業信用基
金協会

　出資等に係る出納その他の
事務の執行は，適正に処理さ
れたものと認める。

株式会社　暁恒産

公益社団法人　茨
城県畜産協会

　公の施設の指定管理に係る
出納その他の事務の執行は，
適正に処理されたものと認め
る。



団 　体 　名 実施年月日 監査対象年度 監　査　の　結　果監　査　の　対　象

27. 3.20 平成25年度 [補助金]
私立高等学校等経常費補助金

363,067,000円
私立高等学校等授業料軽減事業費補助金

2,342,790円
学校法人立等幼稚園経常費等補助金

23,691,000円
私立幼稚園休業日等預かり保育推進事業費補助
金 160,000円
私立学校等結核健康診断費補助金

139,000円
高等学校等就学支援金 110,444,400円
高等学校等就学支援金事務費交付金

233,000円
27. 3.20 平成25年度 [補助金]

私立高等学校等経常費補助金
452,293,000円

私立学校等結核健康診断費補助金
72,000円

高等学校等就学支援金 140,045,400円
高等学校等就学支援金事務費交付金

64,000円
27. 3.20 平成25年度 [補助金]

茨城県社会福祉協議会運営費補助金
73,063,926円

茨城県緊急雇用創出事業臨時特例基金（住まい
対策拡充等支援分）事業補助金

33,240,000円
生活福祉資金貸付事務費補助金

16,388,960円
茨城県ボランティアセンター活動事業費補助金

3,278,000円
日常生活自立支援事業費補助金

52,509,024円
民間社会福祉施設整備借入金利子補給費補助金

124,200,000円
福祉サービス苦情解決事業費補助金

16,031,890円
茨城わくわくセンター運営費補助金

36,340,059円
[公の施設の指定管理料]
茨城県総合福祉会館 92,940,000円

社会福祉法人　茨
城県社会福祉協議
会

　補助金及び公の施設の指定
管理に係る出納その他の事務
の執行は，適正に処理された
ものと認める。

学校法人　霞ヶ浦
学園

　補助金に係る出納その他の
事務の執行は，適正に処理さ
れたものと認める。

学校法人　江戸川
学園

　補助金に係る出納その他の
事務の執行は，適正に処理さ
れたものと認める。


