
平成30年度財政的援助団体等監査結果

平成30年度に監査を実施した40団体の財政的援助等に係る出納その他の事務の執行について，34団体に

おいては，指摘事項及び文書注意事項に該当するものはなく，おおむね適正に行われていると認められた

が，その他の６団体においては，次のとおり是正又は改善を要する８件の文書注意事項があった。

今後とも事務の執行に当たっては，関係法令等を遵守するとともに，適正かつ効率的に行う必要がある。

指 摘 事 項 ： 法令，規則等に反するもの又は著しく妥当性を欠く事実があると認められるもの

文書注意事項 ： 指摘事項に至らない事項で，更に的確な事務の執行等を促す必要があると認められるもの

【文書注意事項】

所管部 団 体 名 事 項 の 内 容

総務部 学校法人時任学園 私立高等学校授業料軽減費補助金について，年度途中で授業料負担

者が変わったにもかかわらず，県学校法人助成条例施行規則第３条の

規定による補助事業内容変更承認申請書を提出していない。

（私立学校運営費補助金）

（鹿児島県私立高等学校授業料軽減費補助金）

（鹿児島県魅力ある私立学校づくり事業費補助金）

（鹿児島県私立高等学校等就学支援事業交付金）

学校法人池田学園 １ 私立学校運営費補助金について，実績報告書の管理経費支出の賃

借料の一部が，未払金に計上したまま支出せずに実績報告している

ものがある。（３件）

２ ホテルパックを利用した旅費について，旅費規程の旅費支給基準

のとおり宿泊料の調整をしていない。

（私立学校運営費補助金）

（鹿児島県私立高等学校等就学支援事業交付金)

くらし 日本赤十字社鹿児島赤 旅費について，過不足払いがある。(４件 過払額196,580円，４件

保健福 十字病院 不足額194,220円）

祉部 （鹿児島県医療施設運営費等補助金）

社会福祉法人興正会 介護職員について，実際の配置数(３人)が基準数(常勤換算方法で

４人以上)を満たしていない。

（鹿児島県軽費老人ホーム事務費補助金）

社会福祉法人福泉会 入居契約書及び重要事項説明書の管理等が適正でない。

 入居契約書及び重要事項説明書がないもの 1件

 重要事項説明書に不備があるもの 16件

（鹿児島県軽費老人ホーム事務費補助金）

土木部 鹿児島県住宅供給公社 １ 経営健全化計画に取り組んでおり，当期純利益が黒字となったが，

依然として債務超過額が多額となっている。

（債務超過額28億4,891万9千円）

２ 賃貸管理事業及び長期割賦事業の収入未済の合計は，前年度より

減少（収納率は低下）しているが，依然として多額となっている。

(収入未済額6,901万5千円）

（鹿児島県住宅供給公社出資金）

（鹿児島県住宅供給公社経営健全化資金貸付金）

（鹿児島県住宅供給公社に対する金融機関融資損失補償）



（別表 ： 実施団体名，実施団体ごとの財政的援助等の内容及び実施時期）

所管部 実 施 団 体 名 財 政 的 援 助 等 の 内 容 実 施 時 期

総務部 学校法人時任学園 私立学校運営費補助金 鹿児島県私立高等学校授 平成30年９月21日

業料軽減費補助金 鹿児島県魅力ある私立学校づ 平成30年11月12日

くり事業費補助金 鹿児島県私立高等学校等就学

支援事業交付金

※学校法人鹿児島学園 私立学校運営費補助金 鹿児島県私立高等学校等 平成30年９月26日

就学支援事業交付金 平成31年２月15日

学校法人池田学園 私立学校運営費補助金 鹿児島県私立高等学校等 平成30年９月13日

就学支援事業交付金 平成30年11月７日

学校法人都築教育学園 私立学校運営費補助金 鹿児島県私立高等学校等 平成30年９月27日

就学支援事業交付金 平成31年２月15日

※公益財団法人鹿児島 鹿児島県文化振興財団出捐金 鹿児島県文化セン 平成30年９月７日

県文化振興財団 ター指定管理者 鹿児島県霧島国際音楽ホール指 平成30年11月21日

定管理者 鹿児島県霧島アートの森指定管理者

※公益財団法人鹿児島 鹿児島県暴力団排除活動推進基金出捐金 平成30年８月28日

県暴力追放運動推進セ 平成30年11月６日

ンター

企画部 ※独立行政法人奄美群 奄美群島振興開発基金出資金 平成30年９月19日

島振興開発基金 平成30年11月１日

※日本エアコミュータ 鹿児島県離島航空路線維持整備対策事業費補助金 平成30年８月27日

ー株式会社 平成30年11月16日

※南国交通株式会社 鹿児島県バス運行対策費補助金 平成30年10月５日

平成30年11月６日

三州自動車株式会社 鹿児島県バス運行対策費補助金 平成30年９月11日

平成31年２月15日

種子島・屋久島交通株 鹿児島県バス運行対策費補助金 平成30年９月13日

式会社 平成31年２月15日

公益社団法人鹿児島県 鹿児島県運輸事業振興助成補助金 平成30年10月15日

バス協会 平成31年２月15日

ＰＲ観 かごしま伝統的工芸品 かごしま伝統的工芸品国際見本市出展実行委員会 平成30年９月４日

光戦略 国際見本市出展実行委 負担金 平成31年２月15日

部 員会

株式会社ＫＣＲ らくらくかごしま巡り事業補助金 平成30年９月25日

平成31年２月15日

環境林 公益財団法人鹿児島県 鹿児島県環境整備公社出捐金 訴訟費用貸付金 平成30年９月５日

務部 環境整備公社 エコパークかごしま(仮称)整備工事資金貸付金 平成30年11月６日

公益社団法人鹿児島県 鹿児島県森林整備公社出資金 鹿児島県森林整備 平成30年７月24日

森林整備公社 公社運営資金利子補助金 鹿児島県森林整備公社 平成31年２月15日

利子補助金 鹿児島県森林整備・林業木材産業活

性化推進事業補助金 鹿児島県造林事業補助金

鹿児島県森林整備公社に対する金融機関融資損失

補償 鹿児島県森林整備公社運営資金貸付金 鹿

児島県県民の森指定管理者

公益財団法人万之瀬川 万之瀬川水源基金出捐金 平成30年10月10日

水源基金 平成31年１月22日

姶良西部森林組合 鹿児島県造林事業補助金 鹿児島県森林整備・林 平成30年10月18日

業木材産業活性化推進事業補助金 平成31年２月15日

曽於地区森林組合 鹿児島県造林事業補助金 鹿児島県森林環境税関 平成30年９月21日

係事業補助金 鹿児島県森林整備・林業木材産業 平成31年２月15日

活性化推進事業補助金



所管部 実 施 団 体 名 財 政 的 援 助 等 の 内 容 実 施 時 期

くらし 日本赤十字社鹿児島赤 鹿児島県医療施設運営費等補助金 平成30年10月16日

保健福 十字病院 平成30年11月21日

祉部 公益社団法人出水郡医 鹿児島県地域医療介護総合確保基金事業補助金 平成30年９月26日

師会 平成31年２月15日

公益社団法人いちょう 鹿児島県地域医療介護総合確保基金事業補助金 平成30年９月７日

の樹 平成30年11月12日

※学校法人鹿児島学園 鹿児島県地域医療介護総合確保基金事業補助金 平成30年９月26日

平成31年２月15日

公益財団法人鹿児島県 鹿児島県角膜・腎臓バンク協会出捐金 平成30年９月13日

角膜・腎臓バンク協会 平成30年11月21日

社会福祉法人鹿児島県 障害者福祉団体活動費助成事業費補助金 鹿児島 平成30年10月22日

身体障害者福祉協会 県視聴覚障害者情報センター指定管理者 鹿児島 平成30年11月12日

県障害者自立交流センター指定管理者

一般社団法人鹿児島県 鹿児島県私立学校等退職金基金関係社団補助金 平成30年10月２日

私立幼稚園退職金基金 平成31年２月15日

社団

社会福祉法人興正会 鹿児島県軽費老人ホーム事務費補助金 平成30年９月19日

平成31年２月15日

社会福祉法人政典会 鹿児島県軽費老人ホーム事務費補助金 平成30年９月11日

平成30年11月16日

社会福祉法人福泉会 鹿児島県軽費老人ホーム事務費補助金 平成30年10月26日

平成31年２月15日

商工労 阿久根商工会議所 鹿児島県小規模事業経営支援事業費補助金 平成30年８月30日

働水産 平成31年２月15日

部 出水商工会議所 鹿児島県小規模事業経営支援事業費補助金 平成30年10月11日

平成31年２月15日

公益財団法人かごしま 公益財団法人かごしま産業支援センター出捐金 平成30年９月11日

産業支援センター 鹿児島県下請企業振興事業補助金 かごしま産業 平成30年11月16日

おこし挑戦基金貸付金

鹿児島県信用保証協会 鹿児島県信用保証協会出捐金 鹿児島県中小企業 平成30年７月23日

信用保証料補助金 鹿児島県中小企業制度融資損 平成30年11月２日

失補償

※独立行政法人奄美群 鹿児島県中小企業制度融資損失補償 平成30年９月19日

島振興開発基金 平成30年11月１日

農政部 北さつま農業協同組合 農業近代化資金利子補給金 就農支援資金貸付事 平成30年９月11日

業特別会計就農支援資金貸付金 平成31年２月15日

いぶすき農業協同組合 農業近代化資金利子補給金 就農支援資金貸付事 平成30年10月24日

業特別会計就農支援資金貸付金 平成31年２月15日

土木部 鹿児島県道路公社 鹿児島県道路公社出資金 鹿児島県道路公社に対 平成30年９月13日

する金融機関融資債務保証 平成30年11月７日

※日本エアコミュータ 鹿児島県空港保安施設検査業務補助金 平成30年８月27日

ー株式会社 平成30年11月16日

※南国交通株式会社 吉野公園指定管理者 平成30年10月５日

平成30年11月６日

鹿児島県造園事業協同 谷山緑地指定管理者 平成30年９月25日

組合 平成30年11月２日

鹿児島県住宅供給公社 鹿児島県住宅供給公社出資金 鹿児島県住宅供給 平成30年７月26日

公社経営健全化資金貸付金 鹿児島県住宅供給公 平成31年２月15日

社に対する金融機関融資損失補償

危機管 一般財団法人鹿児島県 鹿児島県防災研修センター指定管理者 平成30年10月30日

理局 消防協会 平成30年11月21日



所管部 実 施 団 体 名 財 政 的 援 助 等 の 内 容 実 施 時 期

教育委 セイカスポーツグルー 鴨池公園，鴨池緑地公園，鹿児島県総合体育セン 平成30年10月９日

員会 プ ター体育館・武道館，鹿児島県平川ヨットハウス， 平成30年11月７日

鹿児島県ライフル射撃場指定管理者

平成31年度全国高等学 平成31年度全国高等学校総合体育大会鹿児島県実 平成30年９月19日

校総合体育大会鹿児島 行委員会負担金 平成31年２月15日

県実行委員会

※公益財団法人鹿児島 鹿児島県上野原縄文の森指定管理者 平成30年９月７日

県文化振興財団 平成30年11月21日

公安委 ※公益財団法人鹿児島 鹿児島県暴力追放運動推進センター出捐金 平成30年８月28日

員会 県暴力追放運動推進セ 平成30年11月６日

ンター

※については，複数の部に関係する団体である。


