
1110 1111知事所轄庁の指定する監査事項について附　録

（私立学校振興助成法第14条第3項） ★弊会 HP にリンク一覧を掲載しております。 （注）学校種の幼）は助成法附則第2条の幼稚園 監査の指定事項
都道府
県名 担当部署　／　直通 TEL 住　所　／　■ HP アドレス 告示等 通知等 経常費補助対象

学校種
会計制度
の整備等 資金収支 事業活動

収支 Ｂ /Ｓ 活動区分
資金収支

北海道総務部　法人局　学事課
　℡��011-204-5065（幼稚園）
　℡��011-204-5066（高等学校・専修学校等）

〒060-8588　 札幌市中央区北3条西6
　■学事課　http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/gkj/

公告
平成28年3月25日

学事第1630号
平成28年3月25日 所轄の全学校法人 する する する する しない

青森県総務部　総務学事課　学事振興グループ
　℡��017-734-9869

〒030-8570　 青森市長島1-1-1
　■総務学事課　http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/soumu/gakuji/index.html

告示第187号
平成28年3月14日

青総第2132号
平成28年3月14日 所轄の全学校法人 する する する する する

岩手県ふるさと振興部　学事振興課　私学振興担当
　℡��019-629-5041

〒020-8570　 盛岡市内丸10-1
　■私学振興担当　https://www.pref.iwate.jp/kyouikubunka/kyouiku/shigaku/1006713.html

告示第252号
平成28年3月18日

法学第1232号
平成28年3月28日 所轄の全学校法人 しない する する する しない

宮城県総務部　私学・公益法人課　私学助成班
　℡��022-211-2268

〒980-8570　 仙台市青葉区本町3-8-1
　■私学・公益法人課　http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sibun/

告示第177号
平成28年3月4日

私文第663号
平成28年3月4日

所轄の全学校法人 しない する する する しない幼） 交付初年度 する する しない しない
秋田県教育庁総務課（小 ･中 ･高窓口）

　℡��018-860-5111
教育庁幼保推進課（幼稚園窓口）
　℡��018-860-5127
あきた未来戦略課高等教育支援室（専修・各種窓口）
　℡��018-860-1223

〒010-8580　 秋田市山王三丁目1-1
　■教育庁総務課　http://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/kyosomu/
　■教育庁幼保推進課　http://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/youho/

〒010-8570　 秋田市山王四丁目1-1
　■あきた未来戦略課高等教育支援室　http://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/koutoukyouiku/

告示第90号
平成28年1月29日

教総 -2429-1
平成28年1月29日

所轄の全学校法人 しない する する する

しない
補助金交付初年度 する する しない しない

山形県総務部　学事文書課　私学宗務担当
　℡��023-630-2191

〒990-8570　 山形市松波2-8-1
　■学事文書課　https://www.pref.yamagata.jp/020023/kensei/shoukai/soshikiannai/somu/020023.html

告示第197号
平成28年3月1日

学文第600号
平成28年3月3日 所轄の全学校法人 しない する する する しない

福島県総務部　私学・法人課
　℡��024-521-7048

〒960-8670　 福島市杉妻町2-16
　■私学・法人課　https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01135b/

告示第204号
平成28年3月29日

27文第4227号
平成28年3月31日 所轄の全学校法人 しない する● する● する しない

茨城県総務部　総務課　私学振興室（小・中・高・専修・各種窓口）
　℡��029-301-2249
保健福祉部　子ども未来課（幼稚園窓口）
　℡��029-301-3243

〒310-8555　 水戸市笠原町978-6
　■私立学校　http://www.pref.ibaraki.jp/somu/somu/shigaku/private-school/index.html 告示第425号

平成28年3月31日
総第1033号

平成28年4月20日 所轄の全学校法人 しない する する する しない

栃木県経営管理部　文書学事課（小・中・高・専修・各種窓口）
　℡��028-623-2056
保健福祉部　こども政策課（幼稚園窓口）
　℡��028-623-3063・2064

〒320-8501　 宇都宮市塙田1-1-20
　■文書学事課　https://www.pref.tochigi.lg.jp/b05/index.html
　■こども政策課　https://www.pref.tochigi.lg.jp/e06/index.html

告示第151号
平成28年3月25日

文学第918号
こ政第1626号
平成28年3月25日

所轄の全日制の
全学校法人 しない する する する

しない
幼） 交付初年度 する する しない しない

群馬県生活こども部　私学・子育て支援課　私学振興係
　℡��027-226-2142

〒371-8570　 前橋市大手町1-1-1
　■私学・子育て支援課　https://www.pref.gunma.jp/07/bv0100004.html

告示第91号
平成28年3月22日

学第937-11号
平成28年3月24日 所轄の全学校法人 しない する する する しない

埼玉県総務部　学事課
　℡��048-830-2555　

〒330-9301　 さいたま市浦和区高砂3-15-1
　■学事課　http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/a0204/index.html

告示第967号
昭和53年6月23日

学事第1567号
平成28年3月28日 所轄の全学校法人 しない する する する● しない

千葉県総務部　学事課
私学振興班　℡��043-223-2155
幼稚園振興班　℡��043-223-2156

〒260-8667　 千葉市中央区市場町1-1
　■学事課　https://www.pref.chiba.lg.jp/gakuji/index.html

告示第186号
平成28年3月15日

学第1539号
平成28年5月26日 所轄の全学校法人 しない する● する する● しない

東京都生活文化局　私学部　私学行政課　
学校会計指導担当
　℡��03-5388-3195

〒163-8001　 東京都新宿区西新宿2-8-1
　■生活文化局私学部
　https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/shigaku/

告示第541号
平成28年3月31日

27生私行第3683号
平成28年3月31日 幼・小・中・高法人 しない する する する しない

神奈川県 福祉子どもみらい局　子どもみらい部　私学振興課
教育指導グループ　℡��045-210-3765
認可グループ　℡��045-210-3768
助成グループ　℡��045-210-3772
検査分析グループ　℡��045-210-3776

〒231-8588　 横浜市中区日本大通1
　■私学振興課　https://www.pref.kanagawa.jp/div/0203/ 告示第312号

平成28年6月17日
私振第804号

平成29年3月16日 所轄の全学校法人 しない する● する● する● しない

新潟県総務管理部　大学・私学振興課　
支援班（私学担当）
　℡��025-280-5020

〒950-8570　 新潟市中央区新光町4-1
　■大学・私学振興課
　https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/daigaku/

告示第331号　
平成28年3月18日

大私第741号
平成28年3月18日 所轄の全学校法人 しない する する する しない

富山県総合政策局　企画調整室　私学振興担当
　℡��076-444-3159

〒930-8501　 富山市新総曲輪1-7
　■企画調整室　http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/100212/index.html

告示第322号
平成28年7月6日

知政第243号
平成28年7月6日 所轄の全学校法人 しない する する する しない

石川県総務部総務課　私学・県立大学支援グループ
　℡��076-225-1233

〒920-8580　 金沢市鞍月1-1
　■総務課　http://www.pref.ishikawa.lg.jp/soumu/

告示第48号
平成28年2月9日

総第2241号
平成28年2月9日 所轄の全学校法人 しない する する する しない

福井県総務部　大学私学課
　℡��0776-20-0248

〒910-8580　 福井市大手3-17-1
　■大学私学課　http://www.pref.fukui.jp/doc/daishi/index.html

告示第140号
平成28年3月29日

大私第133号
平成28年3月29日 所轄の全学校法人 しない する する する しない

山梨県県民生活部　私学・科学振興課
私学・大学担当
　℡��055-223-1322

〒400-8501　 甲府市丸の内1-6-1
　■私学・科学振興課　http://www.pref.yamanashi.jp/shigaku-kgk/index.html

告示第92号
平成29年3月30日

私科第4389号
平成29年3月30日

所轄の全学校法人 しない する する する
しない

補助金交付初年度 する する する する
長野県県民文化部　私学振興課

　℡��026-235-7058
〒380-8570　 長野市大字南長野字幅下692-2
　■私立学校　https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/gakko/shiritsu/index.html
　■幼稚園　 https://www.pref.nagano.lg.jp/shigaku-shin/kyoiku/shien/hoikujo/

yochien/index.html
　■私学振興課　 https://www.pref.nagano.lg.jp/shigaku-shin/kensei/soshiki/

soshiki/kencho/shigaku-koto/20180401.html

27私高第305号
県民文化部長通達
平成28年3月8日

─ 所轄の全学校法人 しない する する する しない

岐阜県環境生活部　私学振興・青少年課
　℡��058-272-8240

〒500-8570　 岐阜市薮田南2-1-1
　■私学振興・青少年課　 http://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/ken-gaiyo/  

soshiki-annai/kankyo-seikatsu/shigaku-seishounen/

告示第6号
平成28年1月12日

私青第698号
平成28年1月12日 所轄の全学校法人 しない する する する しない

●印は，内訳表，明細表も監査に指定

知事所轄庁の指定する監査事項について

https://www.pref.nagano.lg.jp/shigaku-shin/kyoiku/shien/hoikujo/yochien/index.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/shigaku-shin/kensei/soshiki/soshiki/kencho/shigaku-koto/20180401.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/ken-gaiyo/soshiki-annai/kankyo-seikatsu/shigaku-seishounen/


1112 1113知事所轄庁の指定する監査事項について附　録

（私立学校振興助成法第14条第3項）★弊会 HP にリンク一覧を掲載しております。 （注）学校種の幼）は助成法附則第2条の幼稚園 監査の指定事項
都道府
県名 担当部署　／　直通 TEL 住　所　／　■ HP アドレス 告示等 通知等 経常費補助対象

学校種
会計制度
の整備等 資金収支 事業活動

収支 Ｂ /Ｓ 活動区分
資金収支

静岡県スポーツ・文化観光部　総合教育局　私学振興課
　℡��054-221-3346

〒420-8601　 静岡市葵区追手町9-6
　■私学振興課　http://www.pref.shizuoka.jp/bunka/bk-140/

告示第243号
平成29年3月31日

総教私第918号
平成29年3月31日 所轄の全学校法人 しない する する する しない

愛知県県民文化局　県民生活部　学事振興課　私学振興室
　℡��052-954-6186

〒460-8501　 名古屋市中区三の丸三丁目1-2
　■私学振興室　https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shigaku/

告示第455号　
平成27年10月23日

27学振第1007号
平成27年10月23日 所轄の全学校法人 しない する する する しない

三重県環境生活部　私学課（小中高特専各窓口）
　℡��059-224-2161
子ども・福祉部　少子化対策課
　℡��059-224-2268

〒514-8570　 津市広明町13
　■私学課　http://www.pref.mie.lg.jp/SIGAKU/
　■少子化対策課　http://www.pref.mie.lg.jp/SHOSHIKA/index.htm

告示第24号
昭和53年1月20日

健福第16-744号
環生第02-226号
平成27年11月6日

所轄の全学校法人 しない する する する しない

滋賀県総務部　私学・県立大学振興課　私立学校係
　℡��077-528-3271

〒520-8577　 大津市京町四丁目1-1
　■私学・県立大学振興課　  https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/gaiyou/soshiki/

soumubu/shigakukenritsudaigakushinkouka/index.html

告示第68号
平成28年2月22日

滋総第226号
平成28年2月22日

所轄の全学校法人
幼）含む しない する する する しない

京都府文化スポーツ部　文教課
　℡��075-414-4517

〒602-8570　 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
　■文教課　http://www.pref.kyoto.jp/info/gyosei/soshiki/046/index.html

告示第636号
平成28年12月2日

9文教第285号
平成29年3月30日 所轄の全学校法人 しない する する する しない

大阪府教育庁　私学課
　℡��06-6210-9271・2（総務・専各振興グループ）
　℡��06-6210-9274・5（小中高振興グループ）
　℡��06-6210-9273（幼稚園振興グループ）

〒540-8570　 大阪市中央区大手前3-1-43　大阪府庁新別館南館10階
　■私学課　http://www.pref.osaka.lg.jp/shigaku/ 公告第1号

平成28年6月3日
教私第1375号
平成28年6月3日 全 （準） 学校法人 しない する する する しない

兵庫県企画県民部　管理局　私学教育課
私学教育班　℡��078-362-3104
幼児教育・教育振興班
　℡��078-362-3105・3138

〒650-8567　 神戸市中央区下山手通5丁目10-1 （2号館7階）
　■私学教育課　https://web.pref.hyogo.lg.jp/org/shigakukyoiku/index.html 告示第158号

平成28年2月19日
私第2196号

平成28年2月22日 所轄の全学校法人 しない する する する しない

奈良県文化・教育・くらし創造部　教育振興課　私学係
　℡��0742-27-8347

〒630-8501　 奈良市登大路町30
　■教育振興課　http://www.pref.nara.jp/31548.htm

告示第267号
平成28年1月15日

教振第523号
平成28年1月15日 所轄の全学校法人 しない する する する しない

和歌山県 企画部　企画政策局　文化学術課　学術振興班
　℡��073-441-2098・2108

〒640-8585　 和歌山市小松原通1-1
　■文化学術課　https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/022100/index.html

告示第59号
平成28年1月26日

総第01260001号
平成28年1月26日

所轄の全学校法人 しない する する する しない補助金交付初年度 する する する する
鳥取県 子育て・人財局　総合教育推進課　教育振興担当（幼稚園を除く）

　℡��0857-26-7022
子育て・人財局　子育て王国課　保育・幼児教育担当（幼稚園関係） 
　℡��0857-26-7570

〒680-8570　 鳥取市東町1-220
　■総合教育推進課　http://www.pref.tottori.lg.jp/kyoikugakujyutsu/
　■子育て王国課　http://www.pref.tottori.lg.jp/kosodate-ouen/

告示第399号
平成28年6月3日

第201600031646
平成28年6月3日 所轄の全学校法人 しない する する する しない

島根県総務部　総務課　私学・県立大学室（幼稚園を除く）
　℡��0852-22-5017・8
健康福祉部　子ども・子育て支援課（幼稚園）
　℡��0852-22-6072

〒690-8501　 松江市殿町1番地
　■総務課　https://www.pref.shimane.lg.jp/soumu/
　■子ども・子育て支援課　https://www.pref.shimane.lg.jp/kodomo_kosodate/

告示第218号
平成28年3月29日

総第2326号
平成28年3月29日 所轄の全学校法人 しない する する する しない

岡山県総務部　総務学事課　学事班
　℡��086-226-7198

〒700-8570　 岡山市北区内山下2-4-6
　■総務学事課　https://www.pref.okayama.jp/soshiki/5/

告示第246号
平成28年4月8日

総第64号
平成28年4月20日 所轄の全学校法人 しない する する する● しない

広島県環境県民局　学事課
　℡��082-513-2758

〒730-8511　 広島市中区基町10-52
　■学事課　http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/44/

告示第189号
平成28年3月28日 平成28年3月28日 所轄の全学校法人 しない する する する しない

山口県総務部　学事文書課　私学振興班
　℡��083-933-2138

〒753-8501　 山口市滝町1-1
　■学事文書課　http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a10400/index/

告示第97号
平成28年3月29日

平27学事文書第1254号
平成28年3月30日

所轄の全学校法人 する する● する● する しない補助金交付初年度 する する しない しない
徳島県経営戦略部　総務課　学事調査担当

　℡��088-621-2027
〒770-8570　 徳島市万代町1-1
　■総務課　https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/soshiki/keieisenryakubu/soumuka/

告示第217号
平成28年3月31日 ─ 所轄の全学校法人 しない する する する しない

香川県総務部　総務学事課　私学・宗務グループ
　℡��087-832-3058

〒760-8570　 高松市番町4-1-10
　■総務学事課　https://www.pref.kagawa.lg.jp/somugakuji/index.html

告示第131号
平成28年3月29日

27総学第92819号
平成28年3月29日

所轄の全学校法人 しない する する する しない補助金交付初年度 する する しない する
愛媛県総務部　総務管理局　私学文書課

　℡��089-912-2221
保健福祉部　生きがい推進局　子育て支援課
　℡��089-912-2410

〒790-8570　 松山市一番町4-4-2
　■私学文書課　http://www.pref.ehime.jp/h10600/h10600.html
　■子育て支援課　http://www.pref.ehime.jp/h20300/h20300.html

告示第366号
平成28年3月29日

28私第13号
28子第38号

平成28年4月6日

所轄の全学校法人 しない する する する
しない

補助金交付初年度 する する する しない

高知県文化生活スポーツ部　私学 ･大学支援課
（私学関係） 　℡��088-823-9135
教育委員会事務局　幼保支援課
（幼稚園関係）℡��088-821-4882

〒780-8570　 高知市丸ノ内1-2-20
　■私学・大学支援課　http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/140901/
〒780-0850　 高知市丸ノ内1-7-52
　■幼保支援課　http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/311601/

告示第139号
平成28年3月18日

27高私大第405号
平成28年3月22日 所轄の全学校法人 しない する する する● しない

福岡県人づくり・県民生活部　私学振興・青少年育成局　私学振興課
　私学第2係　℡��092-643-3130

〒812-8577　 福岡市博多区東公園7-7
　■私学振興課　https://www.pref.fukuoka.lg.jp/soshiki/211301/ 告示第656号

平成28年8月26日
28私第1347号
平成28年8月26日

所轄の私立学校 （原
則的に専修学校各種
学校は除く） 

しない する する する しない

佐賀県 総務部　法務私学課　私立中高・専修学校支援室（幼稚園を除く）
　℡��0952-25-7464
健康福祉部　男女参画・こども局　こども未来課（幼稚園）
　℡��0952-25-7382

〒840-8570　 佐賀市城内1-1-59
　■法務私学課　http://www.pref.saga.lg.jp/list00130.html
　■こども未来課　http://www.pref.saga.lg.jp/list00015.html

公告
平成28年3月1日

こ第4176号
平成28年3月1日 全学校法人幼） 含む しない する する する しない

長崎県総務部　学事振興課
　℡��095-895-2282
福祉保健部こども政策局こども未来課 （幼稚園関係） 
　℡��095-895-2681

〒850-8570　 長崎市尾上町3番1号
　■学事振興課　http://www.pref.nagasaki.jp/section/gakuji/index.html
　■こども未来課　http://www.pref.nagasaki.jp/section/kodomo-mi/index.html

告示第306号
平成28年3月29日

27学振第353号
平成28年3月29日 所轄の全学校法人 しない する する する しない

熊本県総務部　総務私学局　私学振興課
私学運営支援班
　℡��096-333-2064
健康福祉部子ども・障がい福祉局子ども未来課　幼児教育・保育班
　℡��096-333-2227

〒862-8570　 熊本市中央区水前寺6-18-1
　■私学振興課　 https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/11/
　■子ども未来課　 https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/35/ 告示第196号

平成28年2月26日
私振第1315号
平成28年2月26日 所轄の全学校法人 しない する する する しない

●印は，内訳表，明細表も監査に指定

https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/gaiyou/soshiki/soumubu/shigakukenritsudaigakushinkouka/index.html


1114 1115知事所轄庁の指定する監査事項について附　録

（私立学校振興助成法第14条第3項）★弊会 HP にリンク一覧を掲載しております。 （注）学校種の幼）は助成法附則第2条の幼稚園 監査の指定事項
都道府
県名 担当部署　／　直通 TEL 住　所　／　■ HP アドレス 告示等 通知等 経常費補助対象

学校種
会計制度
の整備等 資金収支 事業活動

収支 Ｂ /Ｓ 活動区分
資金収支

大分県生活環境部　私学振興・青少年課　私学振興班
　℡��097-506-3073

〒870-8501　 大分市大手町3-1-1
　■私学振興・青少年課　http://www.pref.oita.jp/soshiki/13255/

告示第695号
平成27年12月15日

私青第2152号
平成27年12月24日

所轄の学校法人
（専各は除く） しない する する する しない

宮崎県総合政策部　みやざき文化振興課　文教担当
　℡��0985-26-7118
福祉保健部　こども政策局　こども政策課　幼児教育保育担当
　℡��0985-26-7057

〒880-8501　 宮崎市橘通東2-10-1
　■みやざき文化振興課　http://www.pref.miyazaki.lg.jp/miyazaki-bunkashinko/index.html
　■こども政策課　https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kodomo-seisaku/index.html

告示第28号
平成29年1月16日

20230-2164
平成29年1月16日 所轄の全学校法人 しない する する する しない

鹿児島県 総務部　学事法制課　私立学校係（幼稚園を除く）
　℡��099-286-2146
くらし保健福祉部子育て支援課認可・指導係（幼稚園関係）
　℡��099-286-2556

〒890-8577　 鹿児島市鴨池新町10-1
　■学事法制課　http://www.pref.kagoshima.jp/ab02/soshiki/soumu/honcho/
　　　　　　　　gakuhou.html
　■子育て支援課　 https://www.pref.kagoshima.jp/ab02/soshiki/hoken/honcho/

kosodatesiennka.html

告示第485号
平成29年4月4日

学法第20号
平成29年4月4日

所轄の全学校法人 しない する する する
しない

補助金交付初年度 する する しない しない

沖縄県総務部　総務私学課　私学・法人班
　℡��098-866-2074
子ども生活福祉部　子育て支援課（幼稚園関係）
　℡��098-866-2457

〒900-8570　 那覇市泉崎1-2-2
　■総務私学課　 http://www.pref.okinawa.jp/site/somu/somushi/somu/ 

soumushigaku-top.html
　■子育て支援課　 http://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/kosodate/

告示第340号
平成29年6月20日 ─ 所轄の全学校法人 しない する する する しない

●印は，内訳表，明細表も監査に指定

http://www.pref.kagoshima.jp/ab02/soshiki/soumu/honcho/gakuhou.html
https://www.pref.kagoshima.jp/ab02/soshiki/hoken/honcho/kosodatesiennka.html
http://www.pref.okinawa.jp/site/somu/somushi/somu/soumushigaku-top.html



