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  告　　　　　示  

山形県告示第93号

　山形県保育所整備資金利子補助金交付規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　平成21年２月３日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　山形県保育所整備資金利子補助金交付規程の一部を改正する規程

　山形県保育所整備資金利子補助金交付規程（昭和53年10月県告示第1855号）の一部を次のように改正する。

　第２条中「年0.85パーセント」を「年0.75パーセント」に改める。

　　　附　則

１　この規程は、公布の日から施行し、改正後の第２条の規定は、平成21年１月19日から適用する。

２　平成21年１月19日前に借り入れられた借入金に係る利子補助金の額の算定の際融資残高に乗ずる割合について

は、なお従前の例による。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第94号

　山形県結核予防費補助金交付規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　平成21年２月３日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　山形県結核予防費補助金交付規程の一部を改正する規程

　山形県結核予防費補助金交付規程（昭和37年２月県告示第127号）の一部を次のように改正する。

　別表算定基準の項第３号中「1,695円」を「1,674円」に改める。

　　　附　則

　この規程は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成20年度分以後の補助金について適用する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

目 次
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山形県告示第95号

　山形県農業近代化資金利子補給金交付規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　平成21年２月３日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　山形県農業近代化資金利子補給金交付規程の一部を改正する規程

　山形県農業近代化資金利子補給金交付規程（昭和36年12月県告示第1001号）の一部を次のように改正する。

　第２条の表中「年0.70％」を「年0.65％」に改める。　

　　　附　則

１　この規程は、公布の日から施行し、改正後の第２条の規定は、平成21年1月26日から適用する。

２　平成21年１月26日前に貸し付けられた農業近代化資金に係る利子補給率については、改正後の第２条の規定に

かかわらず、なお従前の例による。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第96号

　山形県漁業近代化資金利子補給金交付規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　平成21年２月３日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　山形県漁業近代化資金利子補給金交付規程の一部を改正する規程

　山形県漁業近代化資金利子補給金交付規程（昭和44年９月県告示第967号）の一部を次のように改正する。

　第２条の表中「年0.70パーセント」を「年0.65パーセント」に改める。

　　　附　則

１　この規程は、公布の日から施行し、改正後の第２条の規定は、平成21年１月26日から適用する。

２　平成21年１月26日前に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金に係る利子補給率については、改正後の第２

条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第97号

　測量法（昭和24年法律第188号）第14条第２項の規定により、国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量

を終了した旨の通知があった。

　　平成21年２月３日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　基本測量を実施した地域

　　山形県内市町村全域

２　基本測量を実施した期間

　　平成19年９月３日から平成21年１月７日まで

３　作業の種類

　　基本測量（高密度メッシュ標高データ作成作業）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第98号

　測量法（昭和24年法律第188号）第14条第２項の規定により、国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量

を終了した旨の通知があった。

　　平成21年２月３日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　基本測量を実施した地域

　　新庄市、真室川町、金山町、最上町、鮭川村

２　基本測量を実施した期間

　　平成20年７月８日から平成20年１２月26日まで

３　作業の種類

　　基本測量（精密測地網高度地域基準点測量）作業
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山形県告示第99号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第１項の規定により次の都市計画を変更するため、同条第２項にお

いて準用する同法第17条第１項の規定により、当該都市計画の変更の案を次のとおり縦覧に供する。

　　平成21年２月３日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　都市計画の種類及び名称

　　山形広域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２　都市計画を変更する土地の区域

　　昭和44年12月県告示第1246号（都市計画区域の変更）で決定した区域

３　都市計画の案の縦覧の期間及び場所

　(1) 期　間　平成21年２月３日から同月17日まで

　(2) 場　所　土木部都市計画課及び村山総合支庁建設部都市計画課並びに上山市役所

４　その他

　　この都市計画の変更の案については、縦覧期間満了の日までに、知事に対し意見書 を提出することができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第100号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第１項の規定により次の都市計画を変更するため、同条第２項にお

いて準用する同法第17条第１項の規定により、当該都市計画の変更の案を次のとおり縦覧に供する。

　　平成21年２月３日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　都市計画の種類及び名称

　　山形広域都市計画区域区分

２　都市計画を変更する土地の区域

　(1) 市街化調整区域から市街化区域へ変わる部分

　　　上山市金瓶字山ノ上、字湯坂山及び字高谷山、北町字外原並びに弁天二丁目地内

　(2) 市街化区域から市街化調整区域へ変わる部分

　　　なし

３　都市計画の案の縦覧の期間及び場所

　(1) 期　間　平成21年２月３日から同月17日まで

　(2) 場　所　土木部都市計画課及び村山総合支庁建設部都市計画課並びに上山市役所

４　その他

　　この都市計画の変更の案については、縦覧期間満了の日までに、知事に対し意見書 を提出することができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第101号

　次の開発行為は、完了した。

　　平成21年２月３日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　許可番号

　　平成20年10月14日　　指令村総建第5024号

２　開発区域に含まれる地域の名称

　　第１工区

　　西村山郡西川町大字海味アソウ618－２の一部、627－１、627－４、627－５、627－７、628、628－１、628－

２、628－３、629の一部、629－１、630－１の一部、632－３の一部、632－８の一部、1230－１の一部、123－

１の一部、1232の一部、1233－１の一部、1234、1235の一部、1235－１の一部、1235－２の一部、1236の一部、

1238－１の一部、1239－１の一部、1240－１の一部、1241－１、1258の一部、1259の一部、1266の一部、629地

先の一部

３　開発許可を受けた者の所在地及び名称

　　西村山郡西川町大字海味510番地

　　西川町長　近松　捷一
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山形県告示第102号

　山形県証紙条例施行規則（昭和39年４月県規則第34号）第15条第１項の規定により、証紙の売りさばき所の変更

を次のとおり承認した。

　　平成21年２月３日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

  公　　　　　告  

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定により、次のとおり大規模小売店舗の新設に

関する届出があった。

　なお、関係書類は、商工労働観光部商業経済交流課及び村山総合支庁産業経済部産業経済企画課並びに山形市役

所において平成21年６月３日まで縦覧に供する。

　　平成21年２月３日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　（仮称）ヨークベニマル深町店

　　山形市深町一丁目25番３他

２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所並びに代表者の氏名

　　株式会社ヨークベニマル　福島県郡山市朝日二丁目18番２号

　　代表取締役　大髙善興

３　大規模小売店舗において小売業を行う者の名称及び住所並びに代表者の氏名

　　株式会社ヨークベニマル　福島県郡山市朝日二丁目18番２号

　　代表取締役　大髙善興

４　大規模小売店舗の新設をする日

　　平成21年９月21日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　1,987平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　(1) 駐車場の収容台数　140台

　(2) 駐輪場の収容台数　60台

　(3) 荷さばき施設の面積　97平方メートル

　(4) 廃棄物等の保管施設の容量　23立方メートル

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　(1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　　　午前９時から午後11時まで

　(2) 来客が駐車場を利用することができる時間帯　

　　　午前８時45分から午後11時15分まで

　(3) 駐車場の自動車の出入口の数

　　　４か所

　(4) 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前６時から午後８時30分まで

承 認

年 月 日

　　　　売 り さ ば き 所 の 所 在 地　　　　
売 り さ ば き 人 の 名 称

及 び 代 表 者 氏 名
変　　　 更 　　　後変　　　 更 　　　前

平成21. 1.26寒河江市大字島字島東230番地寒河江市大字島250番地

さがえ西村山農業協同組

合

代表理事組合長

　　　　　　今田　正夫



山　　形　　県　　公　　報 第2015号平成21年２月３日（火曜日）

93

８　届出年月日

　　平成21年１月20日

９　その他

　　この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項につい

て意見を有する者は、次に掲げる事項を記載した意見書を、平成21年６月３日までに知事に提出することができ

る。

　(1) 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並

びに主たる事務所の所在地）

　(2) 意見書の提出の対象となる大規模小売店舗の名称

　(3) 意見

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第７項の規定により、平成20年11月に実施した監査の結果を次により

公表する。

　　平成21年２月３日

山形県監査委員　　田　　　澤　　　伸　　　一

山形県監査委員　　吉　　　田　　　　　　　明

山形県監査委員　　安　孫　子　　　 　　　也

山形県監査委員　　濱　　　田　　　宗　　　一

１　社会福祉法人　山形県社会福祉事業団

　　監査実施年月日　　平成20年11月18日

　　担 当 監 査 委 員　　田澤　伸一・濱田　宗一

　(1) 監査事項

　　ア　出資している法人の出納その他の事務の執行状況

　　イ　公の施設の指定管理者の出納その他の事務の執行状況

　　ウ　交付した補助金に係る出納その他の事務の執行状況

団　　　体　　　の　　　目　　　的基本財産の状況県の出資額

　利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域

社会において営むことができるよう支援することを目的と

して、各種社会福祉施設等の管理運営を行う。

基本財産の現在額

10,000,000円

県の出資割合　　　100％

10,000,000円

業　務　の　内　容指　定　期　間19年度委託金額管　理　施　設　名

　みやま荘の施設等の維持管

理及び運営に関する業務

平成18年４月１日

～

平成23年３月3１日

80,789,510円山形県立みやま荘

　吹浦荘の施設等の維持管理

及び運営に関する業務

平成18年４月１日

～

平成23年３月3１日

60,617,531円山形県立吹浦荘

　慈丘園の施設等の維持管理

及び運営に関する業務

平成18年４月１日

～

平成23年３月3１日

89,177,040円山形県立慈丘園

補　　助　　の　　目　　的補 助 金 額補助対象事業費補　助　金　の　名　称

　事業団の運営経費に対し補助する。312,375,822円441,109,462円山形県社会福祉事業団運営

費補助金
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　(2) 監査の結果

　　ア　指摘事項

　　　　貸借対照表に適切でないものがある。

２　山形県信用保証協会

　　監査実施年月日　　平成20年11月18日

　　担 当 監 査 委 員　　吉田　　明・安孫子　 也

　(1) 監査事項

　　ア　出資している法人の出納その他の事務の執行状況

　　イ　交付した補助金に係る出納その他の事務の執行状況

　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

３　財団法人　山形県企業振興公社

　　監査実施年月日　　平成20年11月18日

　　担 当 監 査 委 員　　吉田　　明・安孫子　 也

　(1) 監査事項

　　ア　出資している法人の出納その他の事務の執行状況

　　イ　交付した補助金に係る出納その他の事務の執行状況

団　　　体　　　の　　　目　　　的基本財産の状況県の出資額

　中小企業者等に対する金融の円滑化を図るため、信用保証

を行い、もって県内中小企業者等の経営安定と振興発展に寄

与する。

基本財産の現在額

11,081,055,051円

県の出資割合　　 54.4％

6,028,081,051円

補　　助　　の　　目　　的補 助 金 額補助対象事業費補　助　金　の　名　称

　中小企業者の保証料負担の軽減を図

るため、保証料の一部を補給し、保証料

率を引き下げる。

498,067,000円498,067,000円山形県信用保証協会保証料

補給補助金

　県が定める保証制度について、保証

料の一部を補給し、保証料率を引き下

げる。

363,094,000円518,707,000円信用保証協会保証料補給特

別補助金

　緊急経営安定保証制度に係る保証料

の一部を補給し、保証料率を引き下げ

る。

26,971,000円29,968,000円緊急経営安定保証制度対応

信用保証協会保証料補給特

別補助金

団　　　体　　　の　　　目　　　的基本財産の状況県の出資額

　企業経営の革新及び経営基盤の強化並びに企業活動の活

性化を図るため、創業の支援、資金の貸付、設備の貸与、下

請取引の斡旋、情報提供等を行い、もって本県産業の振興発

展に資する。

基本財産の現在額

649,237,813円

県の出資割合　　76．7％

498,155,376円

補　　助　　の　　目　　的補 助 金 額補助対象事業費補　助　金　の　名　称

　公社の運営経費に対し補助する。
54,624,620円132,907,573円山形県企業振興公社運営費

補助金
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　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

４　財団法人　やまがた農業支援センター

　　監査実施年月日　　平成20年11月18日

　　担 当 監 査 委 員　　田澤　伸一・濱田　宗一

　(1) 監査事項

　　ア　出資している法人の出納その他の事務の執行状況

　　イ　借入金の保証をしているものの出納その他の事務の執行状況

　地域の産業資源を有効に活

用して県内産業の自立的発展

を促進する事業環境を整備す

る事業に対し補助する。

67,171,000円78,438,717円山形県新規創業・新分野

進出支援体制整備事業費

等補助金

　自動車関連産業に関する県

内企業の取引拡大等及び航空

機関関連産業に関する県内企

業の参入等を図るための事業

に対し補助する。

6,983,000円9,484,078円山形県自動車等戦略産業

集積促進事業費補助金

　“ものづくり”の技術水準の

高さ、良質性及びその集積状

況を効果的に訴求するための

事業に対し補助する。

820,200円820,200円“山形の技”展示会開催

事業費補助金

　設備貸与事業の円滑な実施

を図るために引き当てる貸倒

引当金に対し補助する。

33,168,000円33,168,000円小規模企業者等設備貸与

事業円滑化補助金

　小規模企業者等設備導入資

金貸付事業の事務費に対し補

助する。

350,000円350,000円小規模企業者等設備導入

資金貸付事務費補助金

　中心市街地等の活性化を支

援するための事業に対し補助

する。

2,502,000円5,004,000円山形県中心市街地まちづ

くり活性化支援事業費補

助金

団　　　体　　　の　　　目　　　的基本財産の状況県の出資額

　農業及び農村における担い手の育成と確保、農業経営安定

向上、農業生産基盤の維持向上、農業技術の開発及び普及、

山形県農産物に対する消費者の信頼確保、農産物の生産振興

並びに集落機能の維持向上を図り、もって本県農業及び農村

の持続的な発展に資する。

基本財産の現在額

2,594,618,642円

県の出資割合　　 48.9％

1,267,895,800円

借　入　金　の　使　途保　証　期　間借　入　金　残　高借　入　金　名

　農用地の買入、借入及び農

業用機械の借入等

平成15年11月14日

～

平成29年３月31日

1,169,530,633円農地保有合理化事業資金
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　　ウ　交付した補助金に係る出納その他の事務の執行状況

　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

５　財団法人　山形県林業公社

　　監査実施年月日　　平成20年11月18日

　　担 当 監 査 委 員　　田澤　伸一・濱田　宗一

　(1) 監査事項

　　ア　出資している法人の出納その他の事務の執行状況

　　イ　借入金の保証をしているものの出納その他の事務の執行状況

借　入　金　の　使　途保　証　期　間借　入　金　残　高借　入　金　名

分収林事業用資金49年～55年4,344,111,000円林業基盤整備資金

分収林事業用資金及び既往資

金の借換資金

24年～30年1,566,669,000円森林整備活性化資金

既往資金の借換資金７年～35年3,422,471,296円分収林機能高度化資金

既往資金の借換資金38年2,623,006,080円借換資金

補　　助　　の　　目　　的補 助 金 額補助対象事業費補　助　金　の　名　称

　農地保有合理化事業の実施に要する

経費に対し補助する。

230,209,817円373,630,515円山形県農地保有合理化事業

費補助金

　地域における生産・経営から流通・消

費までの対策を総合的に推進するため

の事業に対し補助する。

20,712,000円41,422,000円山形県強い農業づくり交付

金

　新規就農者の初度的経費の負担軽減

を図り、円滑な就農を支援する事業に

対し補助する。

9,355,313円12,274,172円山形県新規就農促進対策事

業費補助金

　地域営農推進事業（リース事業）の推

進に要する経費に対し補助する。

17,636,000円17,636,000円山形県集落営農推進事業

（リース事業）補助金

　畜産の振興を図るための草地開発事

業に対し補助する。

296,204,000円516,768,000円
山形県草地開発事業補助金

　やまがた農産物安全・安心取組認証制

度における認証審査及び実施状況確認

調査業務に対する負担金。

9,894,000円9,894,000円やまがた農産物安全・安心

取組認証負担金

　農業公社と農業振興機構の円滑な統

合を促進するため、公社機能強化促進

事業に対し補助する。

4,010,303円4,010,303円山形県公社機能強化促進事

業補助金

団　　　体　　　の　　　目　　　的基本財産の状況県の出資額

　森林資源の造成整備を図るとともに、森林、林業に関する

普及啓蒙等を行うことにより水源かん養を図り、国土の保全

を期するとともに林業生産の向上を促進し、もって住民生活

の安定と農山村経済の振興に寄与する。

基本財産の現在額

10,000,000円

県の出資割合　　　100％

10,000,000円
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　　ウ　交付した補助金に係る出納その他の事務の執行状況

　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

６　山形県土地開発公社

　　監査実施年月日　　平成20年11月18日

　　担 当 監 査 委 員　　田澤　伸一・濱田　宗一

　(1) 監査事項

　　ア　出資している法人の出納その他の事務の執行状況

　　イ　借入金の保証をしているものの出納その他の事務の執行状況

　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

施業転換資金25年598,219,175円経営安定資金

補　　助　　の　　目　　的補 助 金 額補助対象事業費補　助　金　の　名　称

　造林事業（下刈、除間伐、枝打等）に

対し補助する。

100,190,016円149,890,650円山形県民有林造林事業費補

助金

　県企業局の発電ダムの集水区域（水源

地）周辺の森林整備に対し補助する。

9,561,000円55,924,260円山形県水源の森づくり事業

費交付金

　農林漁業金融公庫からの借入金利子

の一部に対し補助する。

25,434,073円25,434,073円山形県森林整備活性化資金

利子補給補助金

　強い林業・木材産業づくり交付金要綱

に基づく施設整備等に対し補助する。

238,000円476,000円山形県強い林業・木材産業

づくり交付金

借　入　金　の　使　途保　証　期　間借　入　金　残　高借　入　金　名

平成17年度事業資金平成17年４月１日

～

平成22年３月31日

363,666,225円公有地取得等資金

平成18年度事業資金平成18年４月１日

～

平成23年３月31日

61,346,577円公有地取得等資金

平成19年度事業資金平成19年４月１日

～

平成24年３月31日

72,551,476円公有地取得等資金

団　　　体　　　の　　　目　　　的基本財産の状況県の出資額

　公共用地、公用地等の取得、管理、処分等を行うことによ

り、地域の秩序ある整備と県民福祉の増進に寄与する。

基本財産の現在額

30,000,000円

県の出資割合　  　 100％

30,000,000円
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７　山形県道路公社

　　監査実施年月日　　平成20年11月18日

　　担 当 監 査 委 員　　田澤　伸一・濱田　宗一

　(1) 監査事項

　　ア　出資している法人の出納その他の事務の執行状況 

　　イ　借入金の保証をしているものの出納その他の事務の執行状況

　　ウ　交付した補助金に係る出納その他の事務の執行状況

　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

８　山形県住宅供給公社

　　監査実施年月日　　平成20年11月18日

　　担 当 監 査 委 員　　吉田　　明・安孫子　 也

　(1) 監査事項

　　ア　出資している法人の出納その他の事務の執行状況

団　　　体　　　の　　　目　　　的基本財産の状況県の出資額

　山形県の区域及びその周辺の地域において、その通行又は

利用について料金を徴収することができる道路の新設、改

築、維持、修繕、その他の管理を総合的かつ効率的に行うこ

と等により、この地域の地方的な幹線道路の整備を促進して

交通の円滑化を図り、もって住民の福祉の増進と産業経済の

発展に寄与する。

基本財産の現在額

816,000,000円

県の出資割合　　　100％

816,000,000円

借　入　金　の　使　途保　証　期　間借　入　金　残　高借　入　金　名

　山形駅西口駐車場の建設費平成10年３月20日

～

平成32年３月20日

667,988,611円山形駅西口駐車場建設資

金

　有料道路営業資金（短期借

入金）

平成19年３月30日

～

平成20年４月１日

2,753,000,000円山形県道路公社営業資金

補　　助　　の　　目　　的補 助 金 額補助対象事業費補　助　金　の　名　称

　西吾妻有料道路の無料開放に伴う債

務補填及び西蔵王有料道路の一部無料

開放による繰上償還に要する資金に対

し補助する。

348,822,993円348,822,993円山形県道路公社補助金

団　　　体　　　の　　　目　　　的基本財産の状況県の出資額

　住宅を必要とする勤労者に対し、住宅の積立分譲等の方法

により居住環境の良好な集団住宅及びその用に供する宅地

を供給し、もって住民の生活の安定と社会福祉の増進に寄与

する。

基本財産の現在額

26,000,000円

県の出資割合　　 50.0％

13,000,000円
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　　イ　公の施設の指定管理者の出納その他の事務の執行状況

　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

９　社団法人　山形県観光物産協会

　　監査実施年月日　　平成20年11月18日

　　担 当 監 査 委 員　　吉田　　明・安孫子　 也

　(1) 監査事項

　　ア　公の施設の指定管理者の出納その他の事務の執行状況

　　　イ　交付した補助金に係る出納その他の事務の執行状況

　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

業　務　の　内　容指　定　期　間19年度委託金額管　理　施　設　名

　県営住宅及び特定優良賃貸

住宅の管理、家賃の収納等

　住宅に関する総合相談に応

じる山形県すまい情報セン

ターの管理運営

平成18年４月１日

～

平成21年３月3１日

326,328,072円県営住宅、特定優良賃貸

住宅及び山形県すまい情

報センター

業　務　の　内　容指　定　期　間19年度委託金額管　理　施　設　名

　観光情報センターの施設及

び設備の維持管理並びに運営

に関する業務

平成18年４月１日

～

平成21年３月3１日

34,554,234円山形県観光情報センター

　竜山荘の施設及び設備の維

持管理並びに運営に関する業

務、利用料金の徴収及び減免

に関する業務

平成18年４月１日

～

平成21年３月3１日

－山形県国民宿舎竜山荘

補　　助　　の　　目　　的補 助 金 額補助対象事業費補　助　金　の　名　称

　県の観光と物産事業の振興、国際観

光の振興及び観光施設の整備運営を図

る経費に対し補助する。

73,048,710円140,043,387円山形県観光物産協会補助金

　県の観光物産の宣伝、韓国との経済・

文化交流の促進等を図る経費に対し補

助する。

15,749,500円15,749,500円山形県ソウル事務所運営活

動費補助金
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10　財団法人　山形県生涯学習文化財団

　　監査実施年月日　　平成20年11月19日

　　担 当 監 査 委 員　　田澤　伸一・濱田　宗一

　(1) 監査事項

　　ア　出資している法人の出納その他の事務の執行状況

　　イ　公の施設の指定管理者の出納その他の事務の執行状況

　　ウ　交付した補助金に係る出納その他の事務の執行状況

　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

11　財団法人　山形県国際交流協会

　　監査実施年月日　　平成20年11月17日

　　担 当 監 査 委 員　　田澤　伸一・濱田　宗一

　(1) 監査事項

　　ア　出資している法人の出納その他の事務の執行状況

団　　　体　　　の　　　目　　　的基本財産の状況県の出資額

　県民の自発的な生涯学習及び文化活動を支援、助長し、こ

れらの活動を基盤とした生涯設計、社会生活の創造、地域文

化の振興を図るとともに、地域社会の活性化を担う人材の育

成に資する。

基本財産の現在額

4,264,670,000円

県の出資割合　　 98.2％

4,185,774,000円

業　務　の　内　容指　定　期　間19年度委託金額管　理　施　設　名

　生涯学習センターの施設及

び設備の維持管理に関する業

務、運営に関する業務

平成18年４月１日

～

平成21年３月3１日

80,576,000円山形県生涯学習センター

　郷土館及び県政史緑地の施

設及び設備の維持管理に関す

る業務、運営に関する業務

平成18年４月１日

～

平成21年３月3１日

93,566,740円山形県郷土館及び県政史

緑地

　男女共同参画センターの施

設及び設備の維持管理に関す

る業務、運営に関する業務

平成18年４月１日

～

平成21年３月3１日

24,615,000円山形県男女共同参画セン

ター

補　　助　　の　　目　　的補 助 金 額補助対象事業費補　助　金　の　名　称

　高齢者の生きがいと健康づくり推進

事業に対し補助する。

21,078,000円23,094,000円山形県明るい長寿社会づく

り推進事業費補助金

団　　　体　　　の　　　目　　　的基本財産の状況県の出資額

　県民の国際交流意識の啓発や民間国際交流活動の振興を

図るとともに、在住外国人の支援・地域文化の向上に寄与す

る。

基本財産の現在額

415,137,000円

県の出資割合　　 75.0％

311,200,000円
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　　イ　公の施設の指定管理者の出納その他の事務の執行状況

　　ウ　交付した補助金に係る出納その他の事務の執行状況

　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

12　東北公益文科大学

　　監査実施年月日　　平成20年11月17日

　　担 当 監 査 委 員　　吉田　　明・濱田　宗一

　(1) 監査事項

　　ア　出資している法人の出納その他の事務の執行状況

　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

13　山形県生活衛生営業指導センター

　　監査実施年月日　　平成20年11月17日

　　担 当 監 査 委 員　　田澤　伸一・濱田　宗一

　(1) 監査事項

　　ア　出資している法人の出納その他の事務の執行状況

　　イ　交付した補助金に係る出納その他の事務の執行状況

補　　助　　の　　目　　的補 助 金 額補助対象事業費補　助　金　の　名　称

　生活衛生関係営業の健全な経営の育

成指導に関する事業に対し補助する。

12,808,351円20,204,086円山形県生活衛生営業指導助

成費補助金

業　務　の　内　容指　定　期　間19年度委託金額管　理　施　設　名

　国際交流センターの施設及

び設備の維持管理に関する業

務、運営に関する業務

平成18年４月１日

～

平成21年３月3１日

15,772,000円山形県国際交流センター

補　　助　　の　　目　　的補 助 金 額補助対象事業費補　助　金　の　名　称

　海外諸国との経済、文化、教育等の交

流及び協力並びに海外移住の援護等の

事業に対し補助する。

13,201,000円49,132,513円山形県国際交流協会事業費

補助金

団　　　体　　　の　　　目　　　的基本財産の状況県の出資額

　公益の視点から、豊かな教養と専門性を身につけ、地域や

国際社会の課題に挑戦する公益人を育成し、社会の一員とし

て、市民との知的交流を積極的に展開し、共に、地域課題の

解決や教育・文化の向上をめざしていく。

基本財産の現在額

180,000,000円

県の出資割合　　 55.0％

99,000,000円

団　　　体　　　の　　　目　　　的基本財産の状況県の出資額

　生活衛生関係営業の経営の健全化を通じて、衛生水準の維

持向上と利用者又は消費者の利益の擁護を図る。

基本財産の現在額

5,000,000円

県の出資割合　    40.0％

2,000,000円
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　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

14　財団法人　山形大学産業研究所

　　監査実施年月日　　平成20年11月17日

　　担 当 監 査 委 員　　田澤　伸一・濱田　宗一

　(1) 監査事項

　　ア　出資している法人の出納その他の事務の執行状況

　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

15　財団法人　山形県みどり推進機構

　　監査実施年月日　　平成20年11月19日

　　担 当 監 査 委 員　　田澤　伸一・濱田　宗一

　(1) 監査事項

　　ア　出資している法人の出納その他の事務の執行状況

　　イ　公の施設の指定管理者の出納その他の事務の執行状況

　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

16　財団法人　山形県建設技術センター

　　監査実施年月日　　平成20年11月17日

　　担 当 監 査 委 員　　吉田　　明・安孫子　 也

　(1) 監査事項

　　ア　出資している法人の出納その他の事務の執行状況 

団　　　体　　　の　　　目　　　的基本財産の状況県の出資額

　産学官の緊密な連携の下に、県内における工業技術に関す

る研究・振興を図り、もって地域社会の科学技術・産業の向

上発展に寄与する。

基本財産の現在額

99,030,000円

県の出資割合　　 26.8％

26,500,000円

団　　　体　　　の　　　目　　　的基本財産の状況県の出資額

　本県における公益性の高い森林の整備及び都市、農山村の

緑豊かな生活環境の整備を図るとともに、県土緑化運動の展

開をとおして緑化に対する県民の理解を深め、もってうるお

いと活力にみちた県土づくりに寄与する。

基本財産の現在額

2,987,989,626円

県の出資割合　　 66.4％

1,984,825,995円

業　務　の　内　容指　定　期　間19年度委託金額管　理　施　設　名

　県民の森の施設全体の維持

管理及び運営管理に関する業

務

平成18年４月１日

～

平成21年３月3１日

39,522,500円山形県県民の森

　源流の森の施設全体の維持

管理及び運営管理に関する業

務

平成18年４月１日

～

平成21年３月3１日

46,261,000円山形県源流の森

　ふるさと交流広場の施設全

体の維持管理及び運営管理に

関する業務

平成18年４月１日

～

平成21年３月3１日

1,360,000円山形県ふるさと交流広場
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　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

17　山形ジェイアール直行特急保有株式会社

　　監査実施年月日　　平成20年11月18日

　　担 当 監 査 委 員　　吉田　　明・安孫子　 也

　(1) 監査事項

　　ア　出資している法人の出納その他の事務の執行状況

　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

18　山形空港ビル株式会社

　　監査実施年月日　　平成20年11月１7日

　　担 当 監 査 委 員　　田澤　伸一・安孫子　 也

　(1) 監査事項

　　ア　出資している法人の出納その他の事務の執行状況

　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

19　財団法人　山形県下水道公社

　　監査実施年月日　　平成20年11月19日

　　担 当 監 査 委 員　　吉田　　明・安孫子　 也

　(1) 監査事項

　　ア　出資している法人の出納その他の事務の執行状況

　(2) 監査の結果

　　ア　指摘事項

団　　　体　　　の　　　目　　　的基本財産の状況県の出資額

　空港ビル及びこれに付帯する施設の賃借並びに、航空旅

客、航空貨物及び航空事業者に対する役務の提供等を行う。

基本財産の現在額

480,000,000円

県の出資割合　　 32.0％

153,600,000円

団　　　体　　　の　　　目　　　的基本財産の状況県の出資額

　県内の建設技術者の技術の向上と地方公共団体等が施行

する公共事業の円滑な推進に寄与する。

基本財産の現在額

10,000,000円

県の出資割合　　　100％

10,000,000円

団　　　体　　　の　　　目　　　的基本財産の状況県の出資額

　山形新幹線の車両の貸付、鉄道施設の改良工事及びその施

設の貸付並びに付帯関連する一切の事業を営み、もって在来

線の活性化と地位の振興・発展に寄与する。

基本財産の現在額

10,200,000,000円

県の出資割合　　 45.1％

4,600,000,000円

団　　　体　　　の　　　目　　　的基本財産の状況県の出資額

　下水道知識の普及啓発を行うとともに、流域下水道の維持

管理業務の受託等を行うことにより、下水道事業の振興を図

り、生活環境の向上と公共用水域の水質保全に寄与する。

基本財産の現在額

62,940,000円

県の出資割合　　 50.0％

31,470,000円
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　　　　支払い事務の遅延により遅収加算額を発生させたものがある。

20　山形鉄道株式会社

　　監査実施年月日　　平成20年11月17日

　　担 当 監 査 委 員　　田澤　伸一・安孫子　 也

　(1) 監査事項

　　ア　出資している法人の出納その他の事務の執行状況

　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

21　山形県身体障害者福祉協会

　　監査実施年月日　　平成20年11月19日

　　担 当 監 査 委 員　　吉田　　明・安孫子　 也

　(1) 監査事項

　　ア　公の施設の指定管理者の出納その他の事務の執行状況

　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

22　山形県中小企業団体中央会

　　監査実施年月日　　平成20年11月18日

　　担 当 監 査 委 員　　吉田　　明・安孫子　 也

　(1) 監査事項

　　ア　公の施設の指定管理者の出納その他の事務の執行状況

　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

団　　　体　　　の　　　目　　　的基本財産の状況県の出資額

　旧国鉄長井線（赤湯～荒砥間）を第三セクターにより代替

輸送を行う。

基本財産の現在額

478,450,000円

県の出資割合　　 31.4％

150,000,000円

業　務　の　内　容指　定　期　間19年度委託金額管　理　施　設　名

　点字図書館の施設等の維持

管理及び運営に関する業務

平成18年４月１日

～

平成23年３月3１日

29,234,000円山形県立点字図書館

　東紅苑の施設等の維持管理

及び運営に関する業務

平成18年４月１日

～

平成23年３月3１日

32,977,000円山形県身体障害者保養所

東紅苑

　ふれあいの家の施設等の維

持管理及び運営に関する業務

平成18年４月１日

～

平成23年３月3１日

12,349,000円山形県立ふれあいの家

業　務　の　内　容指　定　期　間19年度委託金額管　理　施　設　名

　産業科学館の施設及び設備

の維持管理並びに運営に関す

る業務

平成18年４月１日

～

平成21年３月3１日

71,939,000円山形県産業科学館
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23　社団法人　庄内森林保全協会

　　監査実施年月日　　平成20年11月17日

　　担 当 監 査 委 員　　吉田　　明・濱田　宗一

　(1) 監査事項

　　ア　公の施設の指定管理者の出納その他の事務の執行状況

　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

24　株式会社　山形県食肉公社

　　監査実施年月日　　平成20年11月17日

　　担 当 監 査 委 員　　吉田　　明・濱田　宗一

　(1) 監査事項

　　ア　交付した補助金に係る出納その他の事務の執行状況

　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

25　山形県職業能力開発協会

　　監査実施年月日　　平成20年11月17日

　　担 当 監 査 委 員　　田澤　伸一・安孫子　 也

　(1) 監査事項

　　ア　交付した補助金に係る出納その他の事務の執行状況

　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

業　務　の　内　容指　定　期　間19年度委託金額管　理　施　設　名

　眺海の森の施設全体の維持

管理及び運営に関する業務

平成18年４月１日

～

平成21年３月3１日

18,990,000円山形県眺海の森

補　　助　　の　　目　　的補 助 金 額補助対象事業費補助金の名称

　畜産物の流通合理化を図るための食

肉処理施設等再編整備事業に対し補助

する。

11,077,000円11,077,000円畜産物流通施設整備等対策

事業補助金

補　　助　　の　　目　　的補 助 金 額補助対象事業費補助金の名称

　協会が行う職業訓練、職業能力検定

その他職業能力の開発に関する事業に

対し補助する。

49,780,000円104,182,473円山形県職業能力開発協会補

助金
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26　山形県農業会議

　　監査実施年月日　　平成20年11月17日

　　担 当 監 査 委 員　　吉田　　明・濱田　宗一

　(1) 監査事項

　　ア　交付した補助金に係る出納その他の事務の執行状況

　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

27　社団法人　山形県バス協会

　　監査実施年月日　　平成20年11月17日

　　担 当 監 査 委 員　　田澤　伸一・安孫子　 也

　(1) 監査事項

　　ア　交付した補助金に係る出納その他の事務の執行状況

　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

28　木ノ下土地区画整理組合

　　監査実施年月日　　平成20年11月17日

　　担 当 監 査 委 員　　吉田　　明・濱田　宗一

　(1) 監査事項

　　ア　交付した補助金に係る出納その他の事務の執行状況

　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

補　　助　　の　　目　　的補 助 金 額補助対象事業費補助金の名称

　農業生産力の発展及び農業経営の合

理化のために農業委員会及び農業会議

の行う事業に対し補助する。

37,815,500円54,005,912円山形県農業会議補助金

　農業の担い手の育成確保及び新規就

農の促進・定着の推進を図るための事業

に対し補助する。

570,000円1,140,000円新規就農促進対策事業費補

助金

補　　助　　の　　目　　的補 助 金 額補助対象事業費補助金の名称

　公共輸送機関の輸送力を確保し、輸

送コストの上昇の抑制等のために行う

事業に対し補助する。

12,000,000円12,000,000円山形県運輸事業振興助成費

補助金

補　　助　　の　　目　　的補 助 金 額補助対象事業費補　助　金　の　名　称

　健全な市街地の造成を促進する事業

に対し補助する。

390,775,000円390,775,000円山形県組合施行土地区画整

理事業費補助金
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29　山形県高等学校体育連盟

　　監査実施年月日　　平成20年11月17日

　　担 当 監 査 委 員　　田澤　伸一・安孫子　 也

　(1) 監査事項

　　ア　交付した補助金に係る出納その他の事務の執行状況

　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

補　　助　　の　　目　　的補 助 金 額補助対象事業費補　助　金　の　名　称

　東北・全国大会出場選手・チームの強

化事業費等に要する経費に対し補助す

る。

18,361,000円36,184,582円山形県高等学校体育連盟育

成費補助金
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