県 政 経 営 会 議 資 料
平成21年(2009年)２月３日(火)
監 査 委 員 事 務 局

財政的援助団体等の監査の結果について

地方自治法第１９９条第７項の規定に基づき執行された平成１９年度を対象年度とする財政
的援助団体等の監査の結果に関する報告を、下記のとおり知事等に提出しました。

記

１．提出年月日

平成２１年１月２２日（木）

２．公表予定年月日

平成２１年２月４日（水）

３．監査の対象

県出資団体…滋賀県土地開発公社をはじめ１７団体
補助金等交付団体…びわ湖放送株式会社をはじめ１０団体
公の施設の指定管理者…社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会（県立長
寿社会福祉センター）をはじめ２団体

４．監査年月日

５．監査の方法

平成２０年１１月６日〜１１月２７日のうち１３日間

監査に当たっては、出資の目的は達成されているか、補助金等に係
る会計処理、内容は適正か等に主眼を置くとともに、必要に応じ事務
事業の執行についても監査を行った。

６．監査の結果

指摘事項１件：支出関係１
指導事項（口頭指導事項含む）１２件
：収入関係１、支出関係５、契約関係５、財産関係１
また、結果に関する報告に添えて「意見」が３項目付されている。

監査の結果に関する報告
１

監査執行対象団体、監査対象および監査執行年月日

[出資団体]
監査執行対象団体名
所管課等

監

査

対

象

監査執行年月日

滋賀県土地開発公社
知事直轄組織企画調整課

出資金・出えん金累計額
30,000,000円
地方団体関係団体職員共済組合負担金
1,856,346円
土地開発公社再建対策特別資金貸付金
1,776,250,000円
公共用地先行取得事業資金貸付金
3,395,369,441円
草津川放水路事業資金貸付金
3,500,000,000円
彦根港港湾関連施設用地先行取得事業資金貸付金
1,388,857,876円
滋賀県土地開発公社事業資金借入債務保証（草津
川放水路）（限度額）
7,400,000,000円
滋賀県土地開発公社事業資金借入債務保証（米原
南工業団地造成事業）
（限度額）
2,137,000,000円

平成20年11月６日

財団法人滋賀県文化振興事業団
県民文化生活部県民文化課

出資金・出えん金累計額
25,400,000円
財団法人滋賀県文化振興事業団運営費補助金
29,079,415円
滋賀会館指定管理料
89,361,482円
しが県民芸術創造館・県立文化産業交流会館指定
管理料
405,881,439円
滋賀県希望が丘文化公園指定管理料
492,663,534円

平成20年11月20日

財団法人びわ湖ホール
県民文化生活部県民文化課

出資金・出えん金累計額
100,000,000円
財団法人びわ湖ホール運営費補助金 2,898,960円
県立芸術劇場びわ湖ホール指定管理料
1,116,949,209円

平成20年11月13日

財団法人淡海環境保全財団
琵琶湖環境部環境政策課

出資金・出えん金累計額
64,000,000円
財団法人淡海環境保全財団運営費補助金
29,759,671円

平成20年11月26日

財団法人滋賀県環境事業公社
琵琶湖環境部循環社会推進課

出資金・出えん金累計額
18,000,000円
滋賀県環境事業公社派遣職員共済組合負担金等補
助金
7,550,709円
｢クリーンセンター滋賀｣周辺地域振興事業交付金
46,192,500円
平成19年度産業廃棄物処理センター施設整備費補
助金
310,876,000円
平成18年度産業廃棄物処理センター施設整備費補
助金
300,000,000円
滋賀県環境事業公社運営資金貸付金
300,000,000円

平成20年11月21日
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滋賀県環境事業公社事業資金貸付金
30,000,000円
滋賀県環境事業公社運営資金融資損失補償
（限度額）
1,688,737,000円
滋賀県環境事業公社事業資金融資損失補償
（限度額）
13,530,850,000円

財団法人滋賀県下水道公社
琵琶湖環境部下水道課

出資金・出えん金累計額
琵琶湖流域下水道指定管理料

15,900,000円
6,254,268,469円

平成20年11月25日

社団法人滋賀県造林公社
琵琶湖環境部森林政策課

出資金・出えん金累計額
379,000,000円
公的森林整備推進事業補助金
72,126,363円
単独間伐対策事業補助金
2,799,825円
野生鳥獣被害防除事業補助金
1,838,250円
間伐材有効活用事業補助金
690,000円
滋賀県造林公社事業資金貸付金 6,026,499,000円
滋賀県造林公社事業資金融資損失補償
（限度額）
21,712,406,000円
滋賀県造林公社経営資金融資損失補償
（限度額）
65,000,000円

平成20年11月25日

財団法人びわ湖造林公社
琵琶湖環境部森林政策課

出資金・出えん金累計額
687,200,000円
公的森林整備推進事業補助金
184,020,128円
野生鳥獣被害防除事業補助金
6,917,250円
単独間伐対策事業補助金
4,252,250円
間伐材有効活用事業補助金
522,000円
流域育成林整備事業補助金
2,148,741円
公的森林整備推進事業補助金（分収育林事業）
2,127,415円
間伐促進システム整備事業補助金
1,230,000円
林業労働力対策事業補助金
1,214,000円
びわ湖造林公社事業資金貸付金
26,655,504,361円
分収育林持分権取得資金等貸付金 18,361,000円
琵琶湖総合開発事業資金貸付金 3,312,960,168円
林業就業促進資金貸付金
3,000,000円
びわ湖造林公社事業資金融資損失補償
（限度額）
68,738,416,000円
びわ湖造林公社経営資金融資損失補償
（限度額）
91,000,000円

平成20年11月25日

財団法人滋賀県緑化推進会
琵琶湖環境部森林政策課

出資金・出えん金累計額

410,000,000円

平成20年11月17日

社会福祉法人滋賀県社会福祉事業団
健康福祉部健康福祉政策課

出資金・出えん金累計額
13,000,000円
社会福祉事業団運営費補助金
21,873,693円
障害者地域生活移行促進事業費補助金
95,509,059円
アール・ブリュット・コレクション連携事業費補
助金
2,000,000円
障害者自立支援基盤整備事業費補助金
（むれやま荘）
17,898,000円

平成20年11月12日
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障害者自立支援基盤整備事業費補助金
（能登川作業所）
3,749,000円
障害者自立支援基盤整備事業費補助金
（マイルド五個荘）
2,052,000円
就労訓練設備等整備事業費補助金
（びわ湖ワークス）
5,000,000円
就労訓練設備等整備事業費補助金
（能登川作業所）
1,550,000円
知的障害者地域移行モデル事業費補助金
46,645,000円
県立しゃくなげ園指定管理料
142,300,000円
県立日野渓園・福良荘指定管理料 300,674,001円
県立信楽学園・むれやま荘・安土荘・長浜荘・さ
つき荘・きぬがさ荘指定管理料
715,369,592円
財団法人滋賀県産業支援プラザ
商工観光労働部商工政策課

出資金・出えん金累計額
43,900,000円
滋賀県産業振興総合支援体制強化補助金
242,010,972円
国際経済交流事業補助金
2,041,096円
グローバル化対応支援事業補助金
3,607,305円
滋賀県中小企業経営資源強化対策費補助金
43,306,736円
「滋賀の地域資源を活かした」サービス産業事業
化可能性調査事業費補助金
5,951,495円
貿易投資相談窓口設置事業補助金
5,653,893円
三方よし推進事業費補助金
6,618,674円
中心市街地活性化補助金
520,400円
ビジネスカフェパイロット事業補助金
3,478,257円
平成19年度定年を迎えた団塊の世代の活力をいか
す「再チャレンジ起業」支援事業費補助金
2,009,959円
医工連携ものづくりプロジェクト創出支援事業費
補助金
9,417,993円
滋賀県工業技術振興事業費補助金
6,112,809円
滋賀県提案公募型産学官技術開発事業費補助金
15,831,768円
滋賀県下請企業振興事業費補助金
5,222,730円
「現場の声が創り、育てる」健康・福祉産業振興
事業費補助金
15,996,526円
創造的中小企業創出支援事業費補助金
3,403,386円
地域結集型共同研究事業費補助金 75,427,373円
小規模企業者等設備導入資金貸付事業費補助金
658,027円
設備貸与事業資金貸付金
66,287,000円
設備資金貸付事業資金貸付金
105,331,000円
中小企業高度化資金貸付金
923,333,000円
ベンチャー育成支援投資原資貸付金30,000,000円
財団法人滋賀県産業支援プラザ損失補償
（限度額）
509,000,000円
財団法人滋賀県産業支援プラザ創造的中小企業創
出支援事業保証債務損失補償
（限度額）
45,500,000円
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平成20年11月13日

財団法人滋賀県産業支援プラザベンチャー育成支
援投資事業損失補償
（限度額）
9,000,000円
県立テクノファクトリー指定管理料
（県への納付金）9,798,000円
県立草津ＳＯＨＯビジネスオフィス指定管理料
13,405,000円
財団法人滋賀県農林漁業後継者特別
対策基金
農政水産部農政課

出資金・出えん金累計額
551,000,000円
強い農業づくり関係推進事業補助金 7,850,000円
農地保有合理化促進対策費補助金
4,950,000円
就農支援資金貸付金
38,905,000円
滋賀県農林漁業後継者特別対策基金農地売買事業
資金融資損失補償（限度額）
80,000,000円

平成20年11月26日

財団法人滋賀県建設技術センター
土木交通部監理課

出資金・出えん金累計額

25,000,000円

平成20年11月19日

滋賀県道路公社
土木交通部道路課

出資金・出えん金累計額
12,836,000,000円
地方職員共済組合団体共済部負担金 1,447,644円
滋賀県道路公社有料道路建設事業資金借入金借入
債務保証（限度額）
18,892,000,000円

平成20年11月６日

滋賀県住宅供給公社
土木交通部住宅課

出資金・出えん金累計額
10,000,000円
地方団体関係団体職員共済組合負担金
2,831,283円
滋賀県特定優良賃貸住宅利子補給金 3,087,744円
県営住宅管理委託料
220,665,000円

平成20年11月６日

財団法人滋賀県体育協会
教育委員会事務局スポーツ健康課

出資金・出えん金累計額
547,000,000円
滋賀県体育協会育成補助金
225,515,452円
第20回全国スポーツ・レクリェーション祭派遣補
助金
8,037,103円
国民体育大会派遣費補助金
66,009,094円
スポーツ強化対策費補助金
66,000,000円
スポーツ少年団育成補助金
920,000円
県立スポーツ会館指定管理料
60,146,389円
県立長浜ドーム(宿泊研修館除く)および県立彦根
総合運動場指定管理料
198,278,084円
県立体育館および県立武道館指定管理料
110,825,155円
県立琵琶湖漕艇場指定管理料
36,171,414円
県立栗東体育館指定管理料
48,016,436円

平成20年11月20日

公立大学法人滋賀県立大学
総務部総務課

出資金・出えん金累計額
15,887,057,000円
公立大学法人滋賀県立大学運営費補助金
2,832,958,000円
「琵琶湖塾」開催事業費補助金
5,000,000円

平成20年11月10日
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[補助金等交付団体]
監査執行対象団体名
主たる所管課等

監

査

対

象

監査執行年月日

びわ湖放送株式会社
知事直轄組織広報課

地上デジタルテレビ放送中継局整備事業費補助金
14,346,000円

平成20年11月12日

学校法人松風学園
総務部総務課

私立学校振興補助金
117,190,000円
私立学校振興補助金（教育改革推進特別経費）
1,800,000円
私立高等学校特別修学補助金
12,518,800円
私立高等学校特別修学補助金（家計急変補助金）
136,000円
私立学校人権教育代替教員給与費補助金
245,000円
私立学校結核健康診断費補助金
42,000円

平成20年11月10日

高島市森林組合
琵琶湖環境部森林政策課・高島県事
務所環境農政部環境森林整備課

環境林整備事業費補助金
31,492,630円
地球温暖化防止対策間伐材利用拡大事業費補助金
1,450,000円
森林組合等融資利子補給事業費補助金
960円
林業従事者育成対策事業費補助金
1,769,880円
補助造林事業費補助金
（（繰）流域公益保全林整備事業）
25,188,699円（13件合計）
補助造林事業費補助金（流域育成林整備事業）
92,374,329円（63件合計）
補助造林事業費補助金
（間伐等森林整備促進対策事業）
2,520,000円
補助造林事業費補助金
（未整備森林緊急公的整備導入モデル事業）
4,000,000円

平成20年11月17日

財団法人滋賀県老人クラブ連合会
健康福祉部元気長寿福祉課

滋賀県老人クラブ連合会運営事業費等補助金
10,708,000円
新しい老人クラブ創造事業費補助金 9,628,000円
魅力ある老人クラブ活動促進モデル事業費補助金
2,700,000円

平成20年11月27日

社団法人滋賀県社会就労事業振興セ
ンター
健康福祉部障害者自立支援課・商工
観光労働部労政能力開発課

滋賀県社会就労事業振興センター事業費補助金
10,139,000円
滋賀県障害者働き・暮らし応援センター等活動支
援事業補助金
3,669,000円

平成20年11月26日

八日市商工会議所
商工観光労働部商業観光振興課

小規模事業経営支援事業費補助金
地域商工業支援事業費補助金

平成20年11月18日

滋賀県農業共済組合連合会
農政水産部農政課

農業共済団体活動推進事業費補助金

35,223,100円
772,000円

12,603,000円
農作物地図情報システム支援事業費補助金
2,000,000円
農作物安全産地推進事業費補助金
500,000円
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平成20年11月19日

滋賀県水田農業推進協議会
農政水産部農業経営課

しがの米政策推進事業費補助金

10,000,000円

平成20年11月19日

社団法人滋賀県トラック協会
土木交通部交通政策課

滋賀県運輸事業振興助成補助金

214,213,000円

平成20年11月17日

滋賀県中学校体育連盟
教育委員会事務局スポーツ健康課

中学校体育連盟活動振興事業補助金

平成20年11月19日
12,518,007円
5,532,111円

中学校体育連盟育成補助金

[公の施設の指定管理者]
監査執行対象施設名
指定管理者名
主たる所管課等

監

査

対

象

監査執行年月日

県立長寿社会福祉センター(福祉用具に関す
る業務を除く)・滋賀県福祉用具センター
社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会
健康福祉部元気長寿福祉課・健康推進課

平成19年度指定管理料
県立長寿社会福祉センター(福祉用具に関
する業務を除く)
163,653,000円
滋賀県福祉用具センター
67,020,000円

平成20年11月18日

滋賀県営都市公園湖岸緑地
（南部地域…山田新浜地区、志那地区、赤
野井吉川地区、北大津地区、堅田雄琴地
区、和邇真野地区および生川木戸川地区）
（湖東湖北地域…能登川地区、新海薩摩地
区、薩摩宇曽川地区、曽根沼地区、犬上川
大藪地区、松原米川地区、長浜南浜地区お
よび大浜安養寺地区）
近江鉄道ゆうグループ※
土木交通部都市計画課

平成19年度指定管理料
南部地域
湖東湖北地域

平成20年11月26日

※

近江鉄道ゆうグループ

106,350,000円
77,230,000円

構成員：近江鉄道株式会社、西武造園株式会社滋賀営業所
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２

監査結果
（１）指摘事項
財団法人淡海環境保全財団
通勤手当の支給において、認定誤りにより平成15年４月から正当額を上回って支給され、264,890円
が過払いとなっている事例が認められたので、今後は適正な事務の執行に努められたい。
(２）指導事項
指摘には至らないものの、注意を要するものとして指導した事項は次のとおりである。
（ア）収入関係（１件）
・貸付金の償還金等について収入未済の解消を求めるもの（財団法人滋賀県産業支援プラザ）
（イ）支出関係（５件）
・通勤手当および時間外勤務手当の支給を誤っているもの
（社団法人滋賀県造林公社・財団法人びわ湖造林公社、財団法人淡海環境保全財団）
・補助金等に係る手続きが適正でないもの（高島市森林組合）
（ウ）契約関係（５件）
・予定価格書または検査調書が適正に作成されていないもの
（財団法人滋賀県文化振興事業団、社会福祉法人滋賀県社会福祉事業団、滋賀県道路公社、財団法
人滋賀県建設技術センター）
・その他契約に係る事務処理が適当でないもの（財団法人滋賀県農林漁業後継者特別対策基金）
（エ）財産関係（１件）
・交通事故の防止を求めたもの（社会福祉法人滋賀県社会福祉事業団）
（３）上記以外の機関については、財政的援助等に係る出納その他の事務の執行について、特に指摘・指
導すべき事項は認められなかった。

３

意見
平成20年11月６日から同年11月27日までに実施した監査の結果、次のとおり意見を付す。
（１）公益法人制度改革に伴う新法人への移行について
（財団法人滋賀県文化振興事業団、財団法人びわ湖ホール、財団法人淡海環境保全財団、財団法人滋賀
県環境事業公社、財団法人滋賀県下水道公社、社団法人滋賀県造林公社、財団法人びわ湖造林公社、
財団法人滋賀県緑化推進会、財団法人滋賀県産業支援プラザ、財団法人滋賀県農林漁業後継者特別対
策基金、財団法人滋賀県建設技術センター、財団法人滋賀県体育協会）
社団法人および財団法人は、平成20年12月１日に施行された公益法人制度改革関連三法により、５年以内
に「公益社団法人・公益財団法人」または「一般社団法人・一般財団法人」への移行の申請をする必要がある。
ついては、早急に詳細な検討を行って明確な方針を打ち出し、その方向に向けた準備を怠りなく進められた
い。
（２）公社の経営改善（収益拡大等）の取り組みについて
（社団法人滋賀県造林公社、財団法人びわ湖造林公社）
社団法人滋賀県造林公社および財団法人びわ湖造林公社（以下「両公社」という。）の債務については、現
在、特定調停が継続されている状況にあるものの、株式会社日本政策金融公庫（旧農林漁業金融公庫）に対し
て負っている債務は、既に県が免責的債務引受により両公社に代わり返済することとなった。
一方、両公社は、県に対して免責的債務引受に係る債務を森林伐採による収益により弁済を行うことから、
両公社の伐採収入が減少することは、県民の負担を大きくすることとなるため、経費の徹底的な見直しはもと
より、唯一の収入財源である森林伐採による収益拡大を図ることが重要である。
ついては、本格的な伐採を間近に迎える中で、両公社としても間伐材・生産材の搬出等のコスト削減の方策
や販路開拓等による価格安定の方策について、県と連携を図りながら収益拡大に向けた取り組みを早急に進め
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られたい。
また、その取り組みに当たっては、目標数値を掲げるなど職員のモチベーションの維持向上に配慮しつつ、
効率的な経営に努められたい。
（３）県営住宅の適正管理について （滋賀県住宅供給公社）
滋賀県住宅供給公社は、県から委託を受け県営住宅の管理運営を実施しているところであるが、県営住宅
の維持管理において、修繕業務に伴う不適正な事例が発生し、県営住宅の管理に対する不信感を与える結果と
なっている。
ついては、維持管理業務に係る規程等に基づいて徹底した確認を行うことにより、県営住宅の適正管理に努
められたい。
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