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地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第７項の規定による監査を実施したので、同条第９項の規定に基づき、

その監査の結果に関する報告を次のとおり公表する。

令和４年３月25日

秋田県監査委員 佐 藤 賢一郎

秋田県監査委員 佐 藤 正一郎

秋田県監査委員 半 田 直 樹



令 和 ３ 年 度

財政的援助団体等監査結果報告書

令和４年３月

秋 田 県 監 査 委 員
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第１ 監査の概要

１ 監査の対象

当監査は、令和２年度において、県が４分の１以上の出資をしている団体（以下「出

資団体」という。）、県が補助金の交付等をしている団体（以下「補助金等交付団体」

という。）及び県の公の施設の指定管理を行わせている団体（以下「指定管理者」とい

う。）を対象としている。

なお、監査実施団体については、以下の考え方により選定した。

出資団体については県の出資比率などにより、原則として、監査を毎年実施するも

のと３年毎に実施するものに分類していることから、今年度は総数３２団体のうち、

１７団体を選定した。補助金等交付団体については建設部及び教育庁を対象とし、交

付された補助金額などを勘案し、５団体を選定した。指定管理者については現在の指

定管理期間における監査が未実施の団体から４団体を選定した。

これら２６団体は、次の選定団体一覧のとおりである。

＜選定団体一覧＞

（１）出資団体

① 公立大学法人国際教養大学

② 公立大学法人秋田県立大学

③ 地方独立行政法人秋田県立療育機構

④ 地方独立行政法人秋田県立病院機構

⑤ 公益社団法人秋田県農業公社

⑥ 秋田県信用保証協会

⑦ 公益財団法人あきた企業活性化センター

⑧ 公益財団法人秋田県国際交流協会

⑨ 公益財団法人秋田県栽培漁業協会

⑩ 秋田県土地開発公社

⑪ 田沢湖高原リフト株式会社

⑫ 株式会社玉川サービス

⑬ 株式会社男鹿水族館

⑭ 秋田空港ターミナルビル株式会社

⑮ 由利高原鉄道株式会社

⑯ 株式会社秋田県分析化学センター

⑰ 株式会社秋田県食肉流通公社
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（２）補助金等交付団体

（３）指定管理者（施設名）

① 学校法人ノースアジア大学

② 学校法人和洋学園

③ 学校法人聖霊学園

④ 学校法人敬愛学園

⑤ 学校法人杉澤学園

①
株式会社アロマ田沢湖

（秋田県営秋田駒ヶ岳情報センター）

②
東北環境管理株式会社

（秋田湾・雄物川流域下水道（臨海処理区））

③
株式会社県南環境保全センター

（秋田湾・雄物川流域下水道（大曲処理区、横手処理区））

④
株式会社県北環境保全センター

（米代川流域下水道、十和田湖特定環境保全公共下水道）

２ 監査の方法

秋田県監査基準（令和２年３月２４日秋田県監査委員告示第１号）に準拠し、出資

団体及び補助金等交付団体並びに指定管理者の出納その他の事務がその目的に沿って

適正に行われているか、所管課の団体に対する指導監督が適正に行われているかなど

について、所定の資料の提出を求め、関係人の説明を聴取し、帳簿及び施設を調査す

る等の方法により実施した。

第２ 監査の結果

監査の結果、おおむね適正に行われているものと認められたが、一部の団体に次のとお

り改善を要する事項があったことから、必要な措置を講じ、事務の適正な執行に努められ

たい。

なお、団体別の監査結果については、「３ 団体別監査結果」のとおりである。
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１ 改善を要する事項

○ 固定資産台帳の記載内容に不備があり、貸借対照表及び損益計算書に誤りがあっ

たもの（地方独立行政法人秋田県立病院機構）

２ 要望事項

監査の結果を踏まえ、次のとおり県に対して要望する。

（１）経営状況について

各団体では、事業計画及び収支計画の適切な執行により、収支の安定化を図り、

健全な経営に向けて取り組んでいる。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大の影響などにより、当期純損失を

計上した団体が複数見受けられたほか、累積損失が生じている団体や、設備投資の

影響から、債務超過となっている団体が一部に見受けられた。

このため、県は、これらの団体が求められる使命を十分に発揮するため、事業計

画等に基づく収入の確保や費用の節減など経営健全化の取組に対する適切な指導監

督に努められたい。

（２）会計処理等の事務執行について

各団体では、独自の会計規程等を策定し、財産管理、契約、支払いなどの事務の

適正な執行に努めている。

しかしながら、一部の団体において、固定資産台帳の記載内容に不備があるもの、

適切なものとは認めがたい支出を行っているもの、労働関係法令に規定された手続

きが行われていないものなど不適切な事例が見受けられた。

このため、県は、関係法規を遵守し、適正な事務執行が図られるよう、引き続き

団体への指導監督に努められたい。
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３ 団体別監査結果

（１）出資団体

① 公立大学法人国際教養大学

監査実施年月日 令和４年１月２６日

ア 監査対象事項

○ 出資状況 （単位：円）

○ 補助金 （単位：円）

○ 交付金 （単位：円）

県出資金等 基本財産等総額 団体の目的等

1,393,261,000

（現物出資）

建物

1,393,261,000

1,897,097,695

県出資等割合

73.4％

外国語の卓越した運用能力、豊かな教養及び

グローバルな知識を身につけた実践力ある人

材を養成し、地域社会及び国際社会の発展に貢

献する。

補助金名称 事業費 補助金額 補助の内容

公立大学法人国際

教養大学施設整備

費等補助金

18,623,000 18,623,000 教育研究環境の維持向上を目

的とした大学施設の整備に対す

る補助金

授業料等減免事業

費補助金

25,013,400 25,013,400 授業料等減免に要する費用に

対する補助金

新型コロナウイル

ス感染症対応支援

事業費補助金

73,936,000 73,936,000 オンライン教育環境の整備

等、新型コロナウイルス感染症

対応への取組に対する補助金

学生寮・学生宿舎

管理維持体制持続

化支援金

50,572,000 50,572,000 新型コロナウイルス感染症を

予防するために利用を制限した

学生寮等の管理運営費に対する

補助金

交付金名称 事業費 交付金額 交付の内容

公立大学法人国際

教養大学運営費交

付金

2,142,442,610 1,061,149,000 国際教養大学の運営に対する

交付金
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○ 貸付金 （単位：円）

イ 監査結果

事務執行において、指摘事項はなかった。

② 公立大学法人秋田県立大学

監査実施年月日 令和４年１月２７日

監 査 委 員 佐藤正一郎 半田直樹

ア 監査対象事項

○ 出資状況 （単位：円）

○ 補助金 （単位：円）

貸付金名称
期首残高 当期貸付額

貸付の内容
期末残高 当期償還額

公立大学法人国際

教養大学施設整備

費貸付金

227,982,000 0 学生宿舎の施設整備に対する

貸付金

195,408,000 32,574,000

県出資金等 基本財産等総額 団体の目的等

31,419,292,000

（現物出資）

土地

10,146,698,000

建物

21,272,594,000

31,419,292,000

県出資等割合

100.0％

次代を担う有為な人材を育成するとともに、

文化及び学術の向上並びに産業の発展に貢献

する。

補助金名称 事業費 補助金額 補助の内容

公立大学法人秋田

県立大学施設整備

費等補助金

187,639,593 187,639,593 老朽化した施設等の更新に対

する補助金

授業料等減免事業

費補助金

95,242,700 95,242,700 授業料等減免に要する費用に

対する補助金

新型コロナウイル

ス感染症対応支援

事業費補助金

24,688,379 17,405,000 オンライン教育環境の整備

等、新型コロナウイルス感染症

対応への取組に対する補助金

産学官共同電動化

システム研究開発

事業費補助金

24,682,764 24,682,764 航空機システム等の電動化技

術に係る研究開発・人材育成の

拠点創生や関連産業集積推進・

支援に対する補助金
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○ 交付金 （単位：円）

イ 監査結果

事務執行において、指摘事項はなかった。

③ 地方独立行政法人秋田県立療育機構

監査実施年月日 令和４年１月２６日

ア 監査対象事項

○ 出資状況 （単位：円）

○ 補助金 （単位：円）

○ 交付金 （単位：円）

航空機システム電

動化研究推進事業

費補助金

 32,476,001 18,300,000 航空機システム電動化に関す

る産学共同研究活動に対する補

助金

交付金名称 事業費 交付金額 交付の内容

公立大学法人秋田

県立大学運営費交

付金

5,123,339,047 3,544,139,000 秋田県立大学の運営に対する

交付金

県出資金等 基本財産等総額 団体の目的等

3,580,000,000 3,580,000,000

県出資等割合

100.0％

秋田県の政策として求められる療育の提供、療

育に関する調査研究等を行うことにより、秋田県

療育の拠点として、県域における療育水準の向上

を図り、もって子どもたちの発達と障害児・者福

祉の増進に寄与する。

補助金名称 事業費 補助金額 補助の内容

秋田県医療ネット

ワーク推進事業費

補助金

34,100,000 20,250,000 医療機関相互の診療情報を共

有できる環境整備に対する補助

金

交付金名称 事業費 交付金額 交付の内容

地方独立行政法人

秋田県立療育機構

運営費交付金

2,250,889,137 1,263,343,000 秋田県立療育機構の運営に対

する交付金
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イ 監査結果

事務執行において、指摘事項はなかった。

④ 地方独立行政法人秋田県立病院機構

監査実施年月日 令和４年１月２７日

監 査 委 員 佐藤正一郎 半田直樹

ア 監査対象事項

○ 出資状況 （単位：円）

○ 補助金 （単位：円）

新型コロナウイル

ス感染症緊急包括

支援交付金（医療

分）

7,000,000 7,000,000 新型コロナウイルス感染症に

対応した感染拡大防止対策の実

施に係る交付金

新型コロナウイル

ス感染症緊急包括

支援交付金（障害

福祉サービス等

分）

4,672,000 4,672,000 新型コロナウイルス感染症対

策に要する物品購入等に対する

交付金

県出資金等 基本財産等総額 団体の目的等

1,408,466,204 1,408,466,204

県出資等割合

100.0％

医療の提供、医療に関する調査及び研究等を

行うことにより、秋田県の医療政策として求め

られる高度専門医療を提供し、県域における医

療水準の向上を図り、もって県民の健康の維持

及び増進に寄与する。

補助金名称 事業費 補助金額 補助の内容

秋田県認知症疾患

医療センター運営

事業費補助金

8,628,949 3,621,000 認知症の鑑別診断、専門医療

相談等の対応、地域医療・介護

関係者への研修の開催等に対す

る補助金

秋田県立循環器・

脳脊髄センター施

設整備費補助金

749,000,000 217,732,000 脳・循環器疾患の包括的な医

療提供体制の整備を通じて、

脳・循環器疾患の三次医療機関

として、他の医療機関と病床機

能の連携を図るために行う施設

等の整備に対する補助金
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○ 交付金 （単位：円）

新型コロナウイル

ス感染症対応従事

者慰労金（循環

器・脳脊髄センタ

ー）

26,157,978 26,157,978 新型コロナウイルス感染症の

感染リスクを伴う厳しい環境の

中、強い使命感をもって業務に

従事している職員等に対する慰

労金

新型コロナウイル

ス感染症対応従事

者慰労金（リハビ

リテーション・精

神医療センター）

23,531,571 23,531,571 新型コロナウイルス感染症の

感染リスクを伴う厳しい環境の

中、強い使命感をもって業務に

従事している職員等に対する慰

労金

新人看護職員研修

事業費補助金（循

環器・脳脊髄セン

ター）

427,520 213,000 看護の質の向上及び新人看護

職員の離職防止のための研修実

施に対する補助金

新人看護職員研修

事業費補助金（リ

ハビリテーショ

ン・精神医療セン

ター）

808,176 143,000 看護の質の向上及び新人看護

職員の離職防止のための研修実

施に対する補助金

交付金名称 事業費 交付金額 交付の内容

地方独立行政法人

秋田県立病院機構

運営費交付金

11,301,624,041 3,808,300,804 秋田県立病院機構の運営に対

する交付金

新型コロナ緊急包

括支援交付金（感

染拡大防止等支援

事業）

14,685,000 11,200,000 循環器・脳脊髄センターにお

いて、地域で求められる医療を

提供することができるよう、院

内等での感染拡大防止等の支援

を行うための交付金

新型コロナ緊急包

括支援交付金（感

染拡大防止等支援

事業）

19,800,000 17,000,000 リハビリテーション・精神医

療センターにおいて、院内等で

の感染拡大を防ぎながら、地域

で求められる医療を提供するこ

とができるよう、感染拡大防止

等の支援を行うための交付金



- 9 -

○ 貸付金 （単位：円）

イ 監査結果

指摘事項

固定資産台帳の記載内容に不備があり、貸借対照表及び損益計算書に誤

りがあるので、今後は適切な会計処理に努めること。

⑤ 公益社団法人秋田県農業公社

監査実施年月日 令和４年１月２７日

ア 監査対象事項

○ 出資状況 （単位：円）

○ 補助金 （単位：円）

貸付金名称
期首残高 当期貸付額

貸付の内容
期末残高 当期償還額

地方独立行政法人

秋田県立病院機構

施設整備等貸付金

6,988,980,992 542,300,000 秋田県立病院機構の施設整備

等に対する貸付金
6,788,262,215 743,018,777

地方独立行政法人

移行前地方債

3,994,151,467 0 地方独立行政法人移行前の地

方債償還債務
3,411,496,288 582,655,179

県出資金等 基本財産等総額 団体の目的等

521,250,000 815,690,000

県出資等割合

63.9％

農業経営体について生産基盤整備から経営改善

まで一体的な指導支援を行い、秋田県農業の発展

と農家経済の安定向上に寄与する。

補助金名称 事業費 補助金額 補助の内容

農地中間管理事業

費補助金

181,145,940 181,145,940 担い手の経営規模拡大と農地

集団化を促進するための農地の

賃貸借事業等に対する補助金

農地売買支援事業

費補助金

16,726,761 15,318,000 担い手の経営規模拡大と農地

集団化を促進するための農地の

売買事業等に対する補助金
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基盤整備促進事業

費補助金（北鷹地

区）

2,307,638 2,307,000 農地中間管理事業による担い

手への農地の集積・集約化を促

進するための、農地の区画拡大

や暗渠排水など簡易な基盤整備

に対する補助金

大潟村方上地区関

係補助金

13,352,062 13,349,881 農業公社が所有する大潟村方

上地区の未利用地の管理及び一

部売却に要する経費に対する補

助金

移住就業トライア

ル研修事業費補助

金（移住就農トラ

イアル研修事業）

6,427,163 6,426,783 秋田県農業公社の就農支援体

制の整備及び首都圏等に在住す

る就農希望者の就農を促進する

研修の実施等に対する補助金

移住就業トライア

ル研修事業費補助

金（新規就農相談

事業）

676,582 675,000 秋田県新規就農相談センタ

ー・秋田県青年農業者等育成セ

ンターである秋田県農業公社の

就農支援体制の整備に対する補

助金

移住就業支援・フ

ォローアップ事業

費補助金（移住就

農者支援体制整備

事業）

3,839,921 3,824,000 県外から移住して新たに農業

経営を開始する者の営農定着の

サポートに対する補助金

移住就業支援・フ

ォローアップ事業

費補助金（移住就

農者生産体制整備

支援事業）

22,844,700 22,844,700 県外から移住就農して新たに

農業経営を開始する者が営農開

始時に必要とする、機械・施設

等の初期投資に対する補助金

農業次世代人材投

資事業費補助金

（農業次世代人材

投資事業（準備

型））

23,772,994 23,455,000 次世代を担う農業者となるこ

とを志向し、就農前の研修を受

ける者に対する補助金

農業次世代人材投

資事業費補助金

（就職氷河期世代

の新規就農促進事

業（準備型））

12,302,771 12,099,000 次世代を担う農業者となるこ

とを志向し、就農前の研修を受

ける者に対する補助金
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農業経営者総合サ

ポート事業費補助

金

12,916,116 12,916,000 担い手の安定的な経営発展の

ための農業経営相談に関する体

制整備や農業経営の法人化等を

推進する取組に対する補助金

原種生産体制整備

事業費補助金

4,851,000 4,851,000 主要農作物の原種生産に必要

な作業機械の導入及びほ場整備

に対する補助金

種苗生産供給安定

化事業費補助金

979,000 445,000 県オリジナル品種種苗の生産

安定や供給量増大に必要な機械

等の導入に対する補助金

低コスト技術等導

入支援事業費補助

金

772,200 772,200 新型コロナウイルス感染症拡

大の影響に伴う米価の下落に対

応するためのスマート技術等を

活用した省人化・低コスト化に

必要な機械・設備の導入に対す

る補助金

種苗生産供給体制

強化事業費補助金

3,740,000 1,700,000 新型コロナウイルスへの感染

リスクの低減を図りながら県オ

リジナル品種の高品質な種苗の

生産供給体制を強化するための

機械の導入に対する補助金

草地畜産基盤整備

事業費補助金（草

地林地総合整備型）

（羽後２期地区）

188,853,600 99,782,000 中山間地域における畜産経営

の安定化を図るための飼料基盤

及び関連施設の整備に対する補

助金

草地畜産基盤整備

事業費補助金（草

地整備型）（鹿角東

部２期地区）

69,875,000 33,675,000 中山間地域における畜産経営

の安定化を図るための飼料等の

生産基盤強化及び関連施設の整

備に対する補助金

草地畜産基盤整備

事業費補助金（草

地整備型）（三種地

区）

17,189,000 8,280,000 中山間地域における畜産経営

の安定化を図るための飼料基盤

及び関連施設の整備に対する補

助金

自衛防疫強化対策

事業費補助金

24,859,431 406,960 家畜伝染性疾患の発生を予防

し、健康な家畜による安全な畜

産物の生産と生産性向上を進め

るための予防接種等に対する補

助金
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○ 負担金 （単位：円）

○ 貸付金 （単位：円）

○ 損失補償 （単位：円）

ＣＳＦ等緊急防疫

対策事業費補助金

140,422,340 88,931,498 養豚場への野生動物侵入を防

止する柵の設置に対する補助金

優良和牛生産基盤

強化対策事業費補

助金

43,385,100 27,097,000 繁殖雌牛の計画的な増頭、飼

料自給率の向上及び子牛飼養管

理の省力化のための機械導入等

に対する補助金

肥育経営安定緊急

対策事業費補助金

68,540,000 68,540,000 新型コロナウイルス感染症拡

大で牛肉の枝肉価格が急落し大

きな影響を受けた肉用牛肥育経

営の再生産に必要な素牛の導入

に対する補助金

産業動物獣医師確

保対策事業費補助

金

15,000,000  11,760,000 将来県内で獣医療に従事する

優れた産業動物獣医師を養成、

確保するための修学資金貸与事

業に対する補助金

負担金名称 事業費 負担金額 負担の内容

公益社団法人秋田

県農業公社賦課金

5,000,000 2,500,000 県オリジナル品種等の優良な

種苗を安定供給するための公益

社団法人秋田県農業公社の種苗

生産部門の運営に対する負担金

貸付金名称
期首残高 当期貸付額

貸付の内容
期末残高 当期償還額

大潟村方上地区関

係貸付金

1,162,334,051 0 大潟村方上地区の土地取得及

び農地整備等に対する貸付金1,085,564,051 76,770,000

就農支援資金貸付

金

5,279,000 0 新規学卒者及び新規参入者の

就農支援に対する貸付金3,353,000 1,926,000

事業の名称
損失補償

契約年度

損失補償

契約金額

損失補償

期間

損失補償

発生額

農地保有合理化促進特別事

業（特別農地分）（～H25）

農地売買等事業（H26～）

Ｈ２３

～

Ｒ２年度

9,739,000,000

（借入残高）

1,747,024,993

１２年 なし
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イ 監査結果

事務執行において、指摘事項はなかった。

⑥ 秋田県信用保証協会

監査実施年月日 令和４年１月２７日

ア 監査対象事項

○ 出資状況 （単位：円）

○ 補助金 （単位：円）

○ 損失補償 （単位：円）

イ 監査結果

事務執行において、指摘事項はなかった。

農地耕作条件改善事業

Ｈ３０年度

20,880,000

（借入残高）

2,790,000

１２年 なし

県出資金等 基本財産等総額 団体の目的等

6,868,982,000 8,117,273,681

県出資等割合

84.6％

中小企業が金融機関から事業資金を借入する際

に、信用保証協会が公的な保証人となることによ

り資金調達を容易にし、中小企業金融の円滑化を

図ること。

補助金名称 事業費 補助金額 補助の内容

秋田県制度資金保

証料補助金

267,615,616 267,615,616 中小企業融資の円滑化と金利

負担の軽減を図るための中小企

業が負担すべき保証料に対する

補助金

事業の名称
損失補償

契約年度

損失補償

契約金額

損失補償

期間

損失補償

発生額

損失補償契約 Ｈ１６

～

Ｒ２年度

4,500,274,120 １２年

～

１７年

43,553,092
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⑦ 公益財団法人あきた企業活性化センター

監査実施年月日 令和４年１月２７日

ア 監査対象事項

○ 出資状況 （単位：円）

○ 補助金 （単位：円）

県出資金等 基本財産等総額 団体の目的等

30,000,000 30,000,000

県出資等割合

100.0％

県内中小企業者等の経営基盤の強化及び創業

支援に関する事業を総合的に実施し、中小企業

者等の経営の安定と発展に貢献し、県内産業の

発展と活力ある経済社会の創出に寄与する。

171,375,000 383,150,000 高度技術産業振興基金に充当

182,552,500 808,426,000 あきた中小企業みらい応援ファンドに充当

補助金名称 事業費 補助金額 補助の内容

輸送機産業高度支

援人材配置事業費

補助金

14,474,801 14,474,801 自動車関連メーカーとのマッ

チング、関連産業への参入、販

路拡大等を支援するための人材

配置に対する補助金

販路拡大支援事業

補助金

20,016,772 20,016,772 県内企業の販路拡大を支援す

る販路開拓アドバイザーの配置

や受発注情報の提供、商談会開

催に対する補助金

企業相談事業補助

金

2,064,444 2,064,444 県内企業が抱える高度で専門

的な課題を解決するための相談

体制の整備に対する補助金

中小企業支援機関

活動費補助金

194,167,015 193,199,749 中小企業支援機関である「あ

きた企業活性化センター」の活

動に対する補助金

知的財産有効活用

事業補助金

69,720 69,720 県内企業による知的財産権の

有効活用を促進するための補助

金

県単機械類貸与事

業円滑化補助金

3,372,000 3,372,000 機械類貸与事業の円滑な実施

を図るための補助金

小規模企業者等設

備導入資金補助金

2,806,017 2,806,017 設備導入資金貸付金の管理等

に対する補助金
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○ 貸付金 （単位：円）

産業デザイン活用

促進事業費補助金

9,214,666 9,214,666 県内企業のデザイン力、マー

ケティング力等の向上を支援す

る産業デザイン相談員の配置に

対する補助金

事業化プロデュー

ス事業費補助金

9,130,237 9,130,237 県内企業の研究開発の促進、

競争的研究資金の確保、技術相

談への対応等を行う研究開発コ

ーディネーターの配置に対する

補助金

女性・若者等創業

意識醸成事業費補

助金

1,347,686 1,347,686 女性・若者起業家及び創業・

起業家の相互交流を図る起業家

展示会の開催等に対する補助金

貸付金名称
期首残高 当期貸付額

貸付の内容
期末残高 当期償還額

地域中小企業応援

ファンド事業貸付

金（あきた中小企

業みらい応援ファ

ンド事業）

4,905,860,000 0 あきた中小企業みらい応援フ

ァンド事業の基金造成の原資に

対する貸付金4,905,860,000 0

あきた農商工応援

ファンド事業貸付

金（あきた農商工

応援ファンド事業）

2,320,000,000 0 あきた農商工応援ファンド事

業の基金造成の原資に対する貸

付金2,320,000,000 0

県単機械類貸与資

金貸付金（機械類

貸与事業）

0 708,866,000 中小企業等の経営基盤の強化

に必要な設備導入を支援するた

めの貸付事業に対する貸付金
0 708,866,000

小規模企業者等設

備導入資金貸付金

（設備貸与事業）

27,244,000 0 小規模企業者等の創業及び経

営基盤の強化に必要な設備導入

を支援するための設備貸与事業

に対する貸付金

14,642,000 12,602,000

小規模企業者等設

備導入資金貸付金

（設備資金貸付事

業）

83,472,446 0 小規模企業者等の創業及び経

営基盤の強化に必要な設備導入

を支援するための資金貸付事業

に対する貸付金

76,729,446 6,743,000
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○ 損失補償 （単位：円）

○ 指定管理 （単位：円）

イ 監査結果

事務執行において、指摘事項はなかった。

⑧ 公益財団法人秋田県国際交流協会

監査実施年月日 令和４年１月１８日

ア 監査対象事項

○ 出資状況 （単位：円）

○ 補助金 （単位：円）

イ 監査結果

事務執行において、指摘事項はなかった。

事業の名称
損失補償

契約年度

損失補償

契約金額

損失補償

期間

損失補償

発生額

設備貸与事業 Ｈ２４

～

Ｈ２６年度

22,449,000

８年 なし

設備導入資金貸付事業 Ｈ２５、

Ｈ２６年度

2,926,300
８年 なし

施設名
当年度

指定管理料
管理期間 管理業務の内容

秋田県産業振興プラザ 0

（利用料金収入）

2,246,395

H28.4.1

～R3.3.31

使用の許可及び施設等の維

持管理

県出資金等 基本財産等総額 団体の目的等

750,000,000 975,254,134

県出資等割合

76.9％

県民の国際理解を深め、国際交流活動を促進

することにより、秋田県の国際化に寄与する。

226,000,000 226,000,000 国際交流・支援基金に充当

補助金名称 事業費 補助金額 補助の内容

在外県人会活動費

補助金

1,574,000 1,566,000 在外県人会の活動に対する補

助金
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⑨ 公益財団法人秋田県栽培漁業協会

監査実施年月日 令和４年１月１８日

ア 監査対象事項

○ 出資状況 （単位：円）

○ 補助金 （単位：円）

イ 監査結果

事務執行において、指摘事項はなかった。

⑩ 秋田県土地開発公社

監査実施年月日 令和４年１月１８日

ア 監査対象事項

○ 出資状況 （単位：円）

県出資金等 基本財産等総額 団体の目的等

250,000,000 501,500,000

県出資等割合

49.9％

水産資源の維持・増大や栽培漁業の技術開発

及び調査研究に関する事業を行い、水産物の安

定供給と水産業の社会的、経済的基盤の向上を

図り、もって地域経済の発展に寄与すること。

補助金名称 事業費 補助金額 補助の内容

栽培漁業総合推進

対策事業費補助金

（放流効果実証事

業）

11,895,227 700,000 ヒラメ、マダイの種苗生産、

中間育成、放流に対する補助金

漁業経営継続緊急

支援事業費補助金

（種苗生産施設緊

急整備事業）

176,320,500 117,547,000 アワビ種苗生産施設の取水施

設増設に対する補助金

県出資金等 基本財産等総額 団体の目的等

100,000,000 100,000,000

県出資等割合

100.0％

公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、

公有地の拡大の計画的推進を図り、地域の秩序

ある整備と県民福祉の増進に寄与すること。
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○ 貸付金 （単位：円）

イ 監査結果

事務執行において、指摘事項はなかった。

⑪ 田沢湖高原リフト株式会社

監査実施年月日 令和４年１月２６日

監 査 委 員 佐藤正一郎 半田直樹

ア 監査対象事項

○ 出資状況 （単位：円）

○ 補助金 （単位：円）

○ 指定管理 （単位：円）

貸付金名称
期首残高 当期貸付額

貸付の内容
期末残高 当期償還額

土地開発公社貸付

金（長期貸付金）

241,191,054 0 先行取得に係る貸付金

116,217,606 124,973,448

県出資金等 基本財産等総額 団体の目的等

179,250,000 391,725,000

県出資等割合

45.8％

リフト、食堂、売店及び旅館などの事業運営

により、県内の観光振興や県民の健康づくりの

推進に寄与する。

補助金名称 事業費 補助金額 補助の内容

秋田県トップアス

リート競技活動サ

ポート補助金

3,607,312 1,906,223 企業等がトップアスリートの

競技力向上のために負担する競

技活動経費に対する補助金

宿泊施設創生支援

事業費補助金

1,520,040 1,000,000 新型コロナウイルス感染症の

影響を大きく受けている宿泊施

設が取り組む誘客促進及び感染

症対策等に対する補助金

施設名
当年度

指定管理料
管理期間 管理業務の内容

秋田県田沢湖スキ

ー場

0

（利用料金収入）

131,011,029

H28.6.1

～R3.5.31

使用の許可、施設等の維持管理

及びスキー場の利用促進
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イ 監査結果

事務執行において、指摘事項はなかった。

⑫ 株式会社玉川サービス

監査実施年月日 令和３年１２月１７日

ア 監査対象事項

○ 出資状況 （単位：円）

○ 指定管理 （単位：円）

イ 監査結果

事務執行において、指摘事項はなかった。

⑬ 株式会社男鹿水族館

監査実施年月日 令和４年１月１８日

ア 監査対象事項

秋田県立田沢湖ス

ポーツセンター

38,338,000

（利用料金収入）

12,498,880

H28.4.1

～R3.3.31

使用の許可、施設等の維持管理

及びスポーツの普及振興

秋田県営玉川園地

駐車場

3,626,000

（利用料金収入）

1,523,150

H28.4.1

～R3.3.31

使用の許可及び施設等の維持管

理

県出資金等 基本財産等総額 団体の目的等

5,000,000 10,000,000

県出資等割合

50.0％

県のリゾート構想に基づき、玉川重点整備地

区内の県有基盤施設の維持管理や、給湯施設の

整備等を行うこと。

施設名
当年度

指定管理料
管理期間 管理業務の内容

秋田県営玉川温泉

ビジターセンター

5,148,000

（利用料金収入）

0

H28.4.1

～R3.3.31

建物・付属施設・遊歩道の維持管

理、利用者への対応及び駐車場の

管理
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○ 出資状況 （単位：円）

○ 指定管理 （単位：円）

イ 監査結果

事務執行において、指摘事項はなかった。

⑭ 秋田空港ターミナルビル株式会社

監査実施年月日 令和４年１月１８日

ア 監査対象事項

○ 出資状況 （単位：円）

○ 補助金 （単位：円）

イ 監査結果

事務執行において、指摘事項はなかった。

県出資金等 基本財産等総額 団体の目的等

51,000,000 100,000,000

県出資等割合

51.0％

生物などの触れ合いを通じた学習の機会を

提供し、県民の自然保護及び地球環境保全につ

いての理解を深めるとともに、秋田県の観光振

興を図ること。

施設名
当年度

指定管理料
管理期間 管理業務の内容

秋田県立男鹿水族

館

105,269,000

（利用料金収入）

103,480,229

H31.4.1

～R6.3.31

水族館の管理・運営

県出資金等 基本財産等総額 団体の目的等

250,000,000 750,000,000

県出資等割合

33.3％

秋田県の空の玄関に相応しい新ターミナル

ビルを建設し、その運営にあたること。

補助金名称 事業費 補助金額 補助の内容

空港施設感染防止

対策支援事業費補

助金

5,968,000 5,968,000 新型コロナウイルス感染症に

対応した空港ビル事業者による

感染防止対策に対する補助金

空港保安対策事業

費補助金

7,113,239 500,000 空港保安対策として実施する

監視・警備に対する補助金
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⑮ 由利高原鉄道株式会社

監査実施年月日 令和３年１２月１７日

ア 監査対象事項

○ 出資状況 （単位：円）

○ 補助金 （単位：円）

○ 交付金 （単位：円）

イ 監査結果

事務執行において、指摘事項はなかった。

⑯ 株式会社秋田県分析化学センター

監査実施年月日 令和４年１月１８日

ア 監査対象事項

県出資金等 基本財産等総額 団体の目的等

38,500,000 100,000,000

県出資等割合

38.5％

沿線住民の重要な交通手段である旧国鉄矢

島線を県と関係市町が主体となり存続させる

こと。

補助金名称 事業費 補助金額 補助の内容

鉄道軌道輸送対策

事業費補助金

75,525,756 68,953,331 鉄道事業者の輸送の継続及び

保安度向上のための設備の整備

に対する補助金

三セク鉄道誘客拡

大施設整備事業費

補助金

5,190,000 5,190,000 鉄道利用の回復及び誘客拡大

に対する補助金

三セク鉄道感染拡

大防止対策事業費

補助金

2,024,550 256,137 鉄道事業者による感染拡大防

止対策に対する補助金

団体・個人利用促

進事業費補助金

5,375,300 2,625,300 県民等による三セク鉄道の利

用拡大に対する補助金

交付金名称 事業費 交付金額 交付の内容

三セク鉄道維持対

策交付金

6,300,000 6,300,000 小規模修繕及び安全対策に係

る経費に対する交付金
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○ 出資状況 （単位：円）

○ 補助金 （単位：円）

イ 監査結果

事務執行において、指摘事項はなかった。

⑰ 株式会社秋田県食肉流通公社

監査実施年月日 令和３年１２月１７日

ア 監査対象事項

○ 出資状況 （単位：円）

○ 補助金 （単位：円）

県出資金等 基本財産等総額 団体の目的等

409,000,000 450,000,000

県出資等割合

90.9％

公害に関する調査、分析を行い、県の公害防

止行政を側面から支援すること。

補助金名称 事業費 補助金額 補助の内容

リモートワーク環

境整備事業費補助

金

2,541,300 2,000,000 県内中小企業等によるリモー

トワーク環境の整備に対する補

助金

県出資金等 基本財産等総額 団体の目的等

445,710,000 1,319,700,000

県出資等割合

33.8％

秋田県広域営農計画及び国の総合食肉流通

体系整備促進事業の趣旨に則り、衛生かつ効率

的な近代施設を設置し、肉畜処理能力の拡大と

食肉の安定供給を図り、畜産振興・食肉流通の

合理化及び食肉取引の近代化に貢献すること。

補助金名称 事業費 補助金額 補助の内容

輸出向け食肉流通

体制整備事業補助

金

80,190,000 35,000,000 秋田牛の販路拡大と国内外で

の認知度向上を図るための台湾

輸出向け食肉処理施設の認定に

必要な施設整備・改修に対する

補助金
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イ 監査結果

事務執行において、指摘事項はなかった。

食肉・食鳥処理施

設緊急環境整備事

業補助金

92,400,000 41,500,000 新型コロナウイルス感染症に

よる事業停止を避けるととも

に、感染症収束後の需要拡大を

見据えた密集防止、省力化を図

る機械・設備の整備に対する補

助金

秋田牛輸出拡大推

進事業補助金

3,868,296 750,000 秋田牛のタイ及び台湾向け輸

出ルートの開拓及び定着のため

の現地での秋田牛フェアに対す

る補助金
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（２）補助金等交付団体

① 学校法人ノースアジア大学

監査実施年月日 令和４年１月１８日

ア 監査対象事項

○ 補助金 （単位：円）

補助金名称 事業費 補助金額 補助の内容

私立学校運営費補

助金（一般補助）

356,731,336 217,050,000 高等学校を設置する学校法人

に対する人件費を含む経常的経

費に対する補助金

私立高等学校就学

支援事業補助金

（高等学校等就学

支援金）

126,405,050 126,405,050 受給資格を有する生徒へ国が

支給する高等学校等就学支援金

を代理受領する学校法人に対す

る補助金

私立高等学校就学

支援事業補助金

（私立高等学校入

学料軽減補助）

4,719,900 4,719,900 高等学校の入学料について軽

減事業を行う学校法人に対する

補助金

私立高等学校就学

支援事業補助金

（高等学校等就学

支援金事務費補

助）

255,338 255,000 受給資格を有する生徒が在籍

する高等学校を設置する学校法

人の事務に要する経費の一部に

対する補助金

私立幼稚園運営費

補助金（一般補助）

32,133,565 12,281,000 幼稚園を設置する学校法人に

対する人件費を含む経常的経費

に対する補助金

私立幼稚園運営費

補助金（特別支援

教育費補助）

3,728,075 784,000 私立幼稚園における障害児等

の受け入れ及び教育内容の充実

を目的とした補助金

私立幼稚園運営費

補助金（預かり保

育推進事業費補

助）

6,024,820 1,880,000 私立幼稚園における預かり保

育の充実を目的とした補助金

幼稚園保健衛生用

品整備事業補助金

173,305 173,000 幼稚園等における新型コロナ

ウイルスの感染拡大防止対策に

対する補助金
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イ 監査結果

事務執行において、指摘事項はなかった。

② 学校法人和洋学園

監査実施年月日 令和４年１月１８日

ア 監査対象事項

○ 補助金 （単位：円）

学校保健特別対策

事業費補助金

991,494 991,000 新型コロナウイルス感染症拡

大の影響による学校一斉臨時休

業に係る対応及び臨時休業から

の再開等に対する補助金

看護系大学・短期

大学運営費補助金

296,847,000 148,118,000 県が設置を要請した私立短

大・大学の看護系・福祉系学科

の教育条件の維持及び向上に対

する補助金

私立大学等即戦力

人材育成支援事業

費補助金

3,059,635 3,059,635 県内私立大学、短期大学、専

修学校が実施する企業ニーズを

踏まえた実践的な教育活動や、

県内就職促進のための取組等に

対する補助金

結核予防費補助金 80,300 53,533 感染症の予防及び患者に対す

る定期健康診断に対する補助金

私立学校修学旅行

キャンセル料等支

援事業補助金

1,652,220 1,652,220 新型コロナウイルス感染症の

影響により中止した修学旅行の

キャンセル料等に対する補助金

秋田県地域住民に

対する介護の仕事

理解促進事業費補

助金

86,643 86,000 県内の中学・高等学校等を対

象とした介護職に対する興味と

関心の喚起を図る取組に対する

補助金

地域自殺対策強化

事業補助金

599,137 599,137 地域における自殺対策の強化

に対する補助金

補助金名称 事業費 補助金額 補助の内容

私立学校運営費補

助金（一般補助）

582,916,227 186,844,000 高等学校を設置する学校法人

に対する人件費を含む経常的経

費に対する補助金
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イ 監査結果

事務執行において、指摘事項はなかった。

③ 学校法人聖霊学園

監査実施年月日 令和３年１２月１７日

ア 監査対象事項

○ 補助金 （単位：円）

私立学校運営費補

助金（あきた私学

魅力アップ支援事

業費補助）

2,720,000 820,000 生徒一人ひとりの個性や自主

性を高めるため、特色ある教育

活動を行っている高等学校を設

置する学校法人に対する補助金

私立高等学校就学

支援事業補助金

（高等学校等就学

支援金）

134,569,200 134,569,200 受給資格を有する生徒へ国が

支給する高等学校等就学支援金

を代理受領する学校法人に対す

る補助金

私立高等学校就学

支援事業補助金

（私立高等学校入

学料軽減補助）

18,705,450 18,705,450 入学料負担の軽減を図るた

め、高等学校の入学料について

軽減事業を行う学校法人に対す

る補助金

私立幼稚園運営費

補助金（特別支援

教育補助）

600,000 392,000 心身に障害のある幼児又は特

別支援教育を要する幼児の教育

の経費に対する補助金

私立幼稚園運営費

補助金（幼稚園教

諭一種免許状保有

促進）

30,000 30,000 幼稚園教諭一種免許状を保有

している教員の配置を目的とし

た、学校法人に対する補助金

私立学校修学旅行

キャンセル料等支

援事業補助金

244,742 244,742 新型コロナウイルス感染症の

影響により中止した修学旅行の

キャンセル料等に対する補助金

補助金名称 事業費 補助金額 補助の内容

私立学校運営費補

助金（一般補助）

449,226,549 202,854,000 高等学校を設置する学校法人

に対する人件費を含む経常的経

費に対する補助金
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イ 監査結果

事務執行において、指摘事項はなかった。

私立学校運営費補

助金（あきた私学

魅力アップ支援事

業費補助）

12,986,067 1,150,000 生徒一人ひとりの個性や自主

性を高めるため、特色ある教育

活動を行っている高等学校を設

置する学校法人に対する補助金

私立高等学校就学

支援事業補助金

（高等学校等就学

支援金）

103,237,800 103,237,800 受給資格を有する生徒へ国が

支給する高等学校等就学支援金

を代理受領する学校法人に対す

る補助金

私立高等学校就学

支援事業補助金

（私立高等学校入

学料軽減補助）

4,538,550 4,538,550 入学料負担の軽減を図るた

め、高等学校の入学料について

軽減事業を行う学校法人に対す

る補助金

私立高等学校就学

支援事業補助金

（高等学校等就学

支援金事務費補

助）

87,349 87,000 受給資格を有する生徒が在籍

する高等学校を設置している学

校法人の事務に要する経費に対

する補助金

私立幼稚園運営費

補助金（特別支援

教育補助）

4,200,000 4,200,000 心身に障害のある幼児又は特

別支援教育を要する幼児の教育

の経費に対する補助金

私立幼稚園運営費

補助金（幼稚園教

諭一種免許状保有

促進）

20,000 20,000 幼稚園教諭一種免許状を保有

している教員の配置を目的とし

た、学校法人に対する補助金

私立高等学校学習

環境改善事業費補

助金

33,880,000 12,750,000 新型コロナウイルス感染症の

影響による臨時休校で生じた学

習の遅れを取り戻す環境の整備

等に対する補助金

私立大学等即戦力

人材育成支援事業

費補助金

5,765,955 5,713,000 県内私立大学、短期大学、専

修学校が実施する企業ニーズを

踏まえた実践的な教育活動や、

県内就職促進のための取組等に

対する補助金
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④ 学校法人敬愛学園

監査実施年月日 令和３年１２月１７日

ア 監査対象事項

○ 補助金 （単位：円）

補助金名称 事業費 補助金額 補助の内容

私立学校運営費補

助金（一般補助金）

212,900,863 103,861,000 高等学校を設置する学校法人

に対する人件費を含む経常的経

費に対する補助金

私立学校運営費補

助金（あきた私学

魅力アップ支援事

業費補助）

146,278 97,000 生徒一人ひとりの個性や自主

性を高めるため、特色ある教育

活動を行っている高等学校を設

置する学校法人に対する補助金

私立高等学校就学

支援事業補助金

（高等学校等就学

支援金）

58,274,100 58,274,100 受給資格を有する生徒へ国が

支給する高等学校等就学支援金

を代理受領する学校法人に対す

る補助金

私立高等学校就学

支援事業補助金

（私立高等学校入

学料軽減補助）

6,586,850 6,586,850 入学料負担の軽減を図るた

め、高等学校の入学料について

軽減事業を行う学校法人に対す

る補助金

私立高等学校就学

支援事業補助金

（高等学校等就学

支援金事務費補

助）

155,329 155,000 受給資格を有する生徒が在籍

する高等学校を設置している学

校法人の事務に要する経費に対

する補助金

私立高等学校学習

環境改善事業費補

助金

8,673,500 4,336,000 新型コロナウイルス感染症の

影響による臨時休校で生じた学

習の遅れを取り戻す環境の整備

等に対する補助金

私立専修学校・各

種学校運営費補助

金

103,921,225 3,388,000 私立の専修学校及び各種学校

の経常的な経費に対する補助金

授業料等減免事業

費補助金

6,271,600 6,271,600 私立専門学校等の設置者が行

う授業料等減免に対する補助金

新型コロナウイル

ス感染症対応支援

事業費補助金

902,628 293,862 新型コロナウイルス感染症対

応への取組に対する補助金
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イ 監査結果

事務執行において、指摘事項はなかった。

⑤ 学校法人杉澤学園

監査実施年月日 令和３年１２月１７日

ア 監査対象事項

○ 補助金 （単位：円）

新型コロナウイル

ス感染症対策支援

金

140,000 140,000 新型コロナウイルス感染症へ

の対応として私立専修学校が行

うマスク等の消耗品購入に対す

る補助金

補助金名称 事業費 補助金額 補助の内容

私立学校運営費補

助金（一般補助）

123,527,341  68,035,000 高等学校を設置する学校法人

に対する人件費を含む経常的経

費に対する補助金

私立学校運営費補

助金（過疎地域私

立高等学校特別補

助）

123,527,341 12,000,000 過疎地域に高等学校を設置し

ている学校法人の経常的経費に

対する補助金

私立学校運営費補

助金（あきた私学

魅力アップ支援事

業費補助）

1,066,000 710,000 生徒一人ひとりの個性や自主

性を高めるため、特色ある教育

活動を行っている高等学校を設

置する学校法人に対する補助金

私立高等学校就学

支援事業補助金

（高等学校等就学

支援金）

25,172,444 25,172,444 受給資格を有する生徒へ国が

支給する高等学校等就学支援金

を代理受領する学校法人に対す

る補助金

私立高等学校就学

支援事業補助金

（私立高等学校入

学料軽減補助）

594,500 594,500 入学料負担の軽減を図るた

め、高等学校の入学料について

軽減事業を行う学校法人に対す

る補助金

私立高等学校就学

支援事業補助金

（高等学校等就学

支援金事務費補

助）

51,241 51,000 受給資格を有する生徒が在籍

する高等学校を設置している学

校法人の事務に要する経費に対

する補助金
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イ 監査結果

事務執行において、指摘事項はなかった。

私立高等学校就学

支援事業補助金

（授業料軽減補

助）

390,334 390,334 高等学校の授業料について軽

減事業を行う学校法人に対する

補助金

私立高等学校就学

支援事業補助金

（学び直し支援

金）

56,000 56,000 高等学校等を中途退学した者

が再び秋田県に所在する私立の

高等学校で学び直す場合の就学

支援金相当額に対する補助金

私立高等学校学習

環境改善事業費補

助金

2,090,000 769,000 新型コロナウイルス感染症の

影響による臨時休校で生じた学

習の遅れを取り戻す環境の整備

等に対する補助金
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（３）指定管理者

① 株式会社アロマ田沢湖

監査実施年月日 令和３年１２月１７日

ア 監査対象事項

○ 指定管理 （単位：円）

イ 監査結果

事務執行において、指摘事項はなかった。

② 東北環境管理株式会社

監査実施年月日 令和４年１月１８日

ア 監査対象事項

○ 指定管理 （単位：円）

イ 監査結果

事務執行において、指摘事項はなかった。

③ 株式会社県南環境保全センター

監査実施年月日 令和３年１２月１７日

ア 監査対象事項

施設名
当年度

指定管理料
管理期間 管理業務の内容

秋田県営秋田駒ヶ岳情

報センター

3,082,000 H29.4.1

～R4.3.31

施設及び設備の維持管理に

関する業務

施設名
当年度

指定管理料
管理期間 管理業務の内容

秋田湾・雄物川流域下

水道（臨海処理区）

1,103,186,000 H29.4.1

～R4.3.31

施設等の維持管理
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○ 指定管理 （単位：円）

イ 監査結果

事務執行において、指摘事項はなかった。

④ 株式会社県北環境保全センター

監査実施年月日 令和３年１２月１７日

ア 監査対象事項

○ 指定管理 （単位：円）

イ 監査結果

事務執行において、指摘事項はなかった。

施設名
当年度

指定管理料
管理期間 管理業務の内容

秋田湾・雄物川流域下

水道（大曲処理区、横手

処理区）

385,960,000 H29.4.1

～R4.3.31

施設等の維持管理

施設名
当年度

指定管理料
管理期間 管理業務の内容

米代川流域下水道、

十和田湖特定環境保全

公共下水道

255,200,000 H29.4.1

～R4.3.31

施設等の維持管理


