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平成２７年度財政援助団体等監査の結果に関する報告の公表について 

 

 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定に基づ

き、平成２７年度財政援助団体等監査の結果に関する報告を、次のとおり

公表します。 

なお、竹内沖司監査委員については、同法第１９９条の２の規定に基

づき、平成２６年７月１６日からの中野区職員互助会の事務の執行及び同

団体に係る補助金交付事務の監査には関与していません。 

 

 

 

 

平成２８年２月２４日 

 

 

 

中野区監査委員 竹 内 沖 司 

同       山 下 晃 司 

同       市 川   稔 

同       久 保 里 香 
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平成２７年度財政援助団体等監査結果報告 

 

第１ 監査の期間 

平成２７年１０月１４日（水）から平成２８年２月１７日 (水)まで 

 

第２ 監査の対象 

 １ 監査対象事務 

（１）区が補助金等の財政的援助を与えた団体等の出納その他の事務で、平成２６年度

の当該財政的援助に係るもの 

（２）区が資本金、その他これに準ずるものの４分の１以上を出資している法人の出納

その他の事務で、平成２６年度の執行に係るもの 

（３）区が公の施設の管理を行わせている指定管理者の出納その他の事務で、平成

２６年度の当該指定管理業務に係るもの 

２ 監査対象団体等 

  今回の監査対象団体及び監査対象部は以下のとおりであり、監査対象団体の名称及

び監査対象部は別表のとおりである。 

（１）監査対象団体 

①補助金交付団体  １３団体 

②出資団体      ２団体 

③指定管理者     ７団体 

（２）監査対象部 

  監査対象団体に係る監査対象事務を所管する部等 

 

第３ 監査の方法 

 １ 書面監査 

監査対象団体及び監査対象部に対し関係書類の提出を求め、監査事務局内等で決算

書の計数や証憑書類の確認を行い、必要に応じ監査対象団体及び監査対象部に説明を

求めた。 

なお、監査実務を会計の専門的視点から補完するため、補助金交付団体２団体（株

式会社小学館集英社プロダクション、株式会社ピノーコーポレーション）、指定管理

者４団体（ハートフルサポート共同事業体、社会福祉法人全国重症心身障害児（者）

を守る会、ＪＴＢコミュニケーションズ・野村不動産パートナーズ指定管理者共同事

業体、社会福祉法人正夢の会）について、公認会計士による会計関係書類の調査を併

せて実施した。 

 ２ 実地監査 

軽井沢少年自然の家（指定管理者；株式会社旺栄）については、監査委員が指定管

理者及び所管部から説明を受け、その後、施設の管理運営状況の実地監査を行った。 
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第４ 監査の着眼点 

補助金及び委託料等が目的に沿って適正かつ効率的に執行され、その会計処理が適

正に行われているか、また、団体に対する所管部の指導・監督は適切に行われている

かなどを主眼とし、区監査基準に基づき監査した。 

 

第５ 監査の結果 

今回の財政援助団体等監査においては、補助金交付団体、出資団体は、補助金交付

及び出資の目的に沿って概ね適切に運営され、指定管理者による公の施設の管理は、

その目的に沿って概ね適正に行われていた。 

しかしながら、下記指摘事項のとおり不適正な事例があり、改善を求めた。 

また、指摘には至らないが、指定管理者による公の施設の管理において、基本協定

に基づく管理施設の修繕及び備品の購入にかかる協議が行われていなかったもの、余

剰金の処理について意思決定を怠っていたものがあった。 

これらの事項については、監査委員の命を受けた監査事務局長を通じ、適正な処理

と改善を関係者に求めたところである。 

 

【指摘事項】 

 

○ 利用料金等の取扱いについて、条例、規則等と実態とが異なっていたもの 

 

中野区軽井沢少年自然の家の利用料金については、中野区立少年自然の家条例施行

規則（以下「規則」という。）第５条で「使用開始日の７日前までに指定管理者が定

める利用料金を納付しなければならない。」と規定されている。しかし、指定管理者

は、この規則の規定に従うことなく、利用料金を利用時に現地で納付させていた。 

また、指定管理者は、キャンセル料として、利用の取消しが当日又は前日の場合は

利用料金の１００パーセント、利用日の２日前から６日前までの場合は５０パーセン

トを徴収していた。基本協定第５条によれば、指定管理者は条例、規則、基本協定、

年度協定等に従い管理運営業務を行うと規定されているが、これらのいずれにもキャ

ンセル料については定められておらず、区と指定管理者との間で明確な取り決めがな

いまま徴収されていた。 

さらに、指定管理者が独自に定めたキャンセル料の内容については、規則第７条が

使用開始日の３日前までに使用の取消しの申出を行ったときは納付した利用料金を還

付すると規定していることに鑑みれば、これと均衡を失したものとなっていた。 

加えて、実際にキャンセル料が発生した事例において、指定管理者は前日及び５日

前に取消しの申出を行った各使用者からは、キャンセル料を徴収せず、一方で２日前

に取消しの申出を行った使用者については、利用料金の５０パーセントを徴収してお
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り、使用者にとって不公平な取扱いがされていた。 

指定管理者においては、条例、規則や基本協定等の定めに従い、適切な管理運営業

務を行われたい。また、公の施設の利用にあたっては、不公平な取扱いはあってはな

らないことであり、今後十分留意して業務に当たられたい。 

一方、区においても利用料金等の取扱いについて、平成２２年４月の指定管理者制

度の導入時から条例、規則や基本協定等と実態とが異なっていたにもかかわらず、そ

れを長期間放置してきたことは、極めて不適切である。所管においては、指定管理者

との協議を十分に行い、適正な処理となるよう対応を図られたい。また、指定管理者

に対し、条例、規則や基本協定等が遵守されるよう指導を徹底されたい。 

（株式会社 旺栄、教育委員会事務局学校教育分野） 

 

第６ 措置状況の通知 

本監査の結果に基づき、または本監査の結果を参考として措置を講じたときは、地

方自治法第１９９条第１２項の規定に基づき、その旨を通知願いたい。 

 

第７ 意見 

軽井沢少年自然の家の食事料金のキャンセル料について、次のとおり意見として述

べる。 

 

軽井沢少年自然の家における食事の提供は、中野区立少年自然の家条例第６条第

２号において指定管理者が行う業務とされている。また、食事料金については、利用

料金に含まれず、基本協定第１２条第２項において年度協定で定めることとされ、同

条第４項で指定管理者の収入とされており、食事料金の具体的内容については、年度

協定別表第１で定められている。 

しかし、指定管理者は、年度協定等に定めがないにもかかわらず、食事料金につい

ても利用料金と同様にキャンセル料を徴収していた。指定管理者によれば、あらかじ

め食材を仕入れることから、利用の取消しが当日又は前日の場合は１００パーセント、

利用日の２日前から６日前の場合は５０パーセントを徴収しているとのことであるが、

その算出根拠は不明確であった。 

食事料金のキャンセル料については、その妥当性を検証するとともに、区との協議

に基づき年度協定の中で明確に定めることが適当である。 



 別表
平成２７年度　財政援助団体等監査対象一覧

単位；千円

1 1 中野区職員互助会 補助金 24,963 経営室 人事分野

2 2 （株）日本保育サービス 補助金
中野江原こどもクラブ
（民間学童クラブ運営費補助）

15,917

3 3 コンビウィズ（株） 補助金
コンビプラザ中野南台キッズクラブ
（民間学童クラブ運営費補助）

16,996

4 4 （株）小学館集英社プロダクション 補助金
小学館アカデミーあらいやくし保育園
（認証保育所補助）

26,790

5 5 （株）ピノーコーポレーション 補助金
ピノキオ幼児舎中野園
（認証保育所補助）

39,592

6 6 長谷川キッズライフ（株） 補助金
太陽の子中野中央保育園
（貸借物件型認可保育所施設整備費等補助）

73,732

7 7 （社福）東京児童協会 補助金
なかのまるのなか保育園大きなおうち
（保育所施設建設費補助）

215,862

8 8 （社福）東京児童協会 補助金

橋場そらとみどりの保育園大きなおうち
（保育所施設建設費補助、解体撤去工事に係
る費用補助、民営化保育所引継経費補助、民
営化移行経費補助）

145,663

9 9 （社福）尚徳福祉会 補助金
松が丘保育園（保育所施設建設費補助、フェ
ンス設置工事費補助、民営化保育所引継経費
補助、民営化移行経費補助）

227,869

10 10 （社福）中野区社会福祉協議会 補助金 121,066

11
特養小淀ホーム
（介護サービス運営助成・デイサービス）

28,476

12
特養しらさぎホーム
（介護サービス運営助成・デイサービス）

30,708

12 13 （社福）ケアネット 補助金 弥生ホーム（特別養護老人ホーム整備費補助） 20,070

13 14 （社福）キングス・ガーデン東京 補助金

東中野キングス・ガーデン
（介護基盤緊急整備特別対策事業補助、地域
密着型サービス等重点整備事業費補助、認知
症高齢者グループホーム整備事業補助等）

120,735

14 15 （社福）中野区福祉サービス事業団 出資団体 5,000

15 16 野方駅整備（株） 出資団体 3,000 都市基盤部 都市計画分野

16 17
ハートフルサポート共同事業体（テ
ルウェル東日本、パソナ、東京アス
レチッククラブ）

指定管理者 産業振興センター 62,719
都市政策
推進室

産業振興分野

17 18
（社福）全国重症心身障害児(者)を
守る会

指定管理者 療育センターアポロ園 126,708 子育て支援分野

18 19 （社福）高峰福祉会 指定管理者 宮園保育園 167,404
保育園・
幼稚園分野

19 20 （社福）中野区社会福祉協議会 指定管理者 社会福祉会館 59,663 福祉推進分野

21 もみじ山文化センター

22 野方区民ホール

23 なかの芸能小劇場

21 24 （社福）正夢の会 指定管理者 弥生福祉作業所 73,659 障害福祉分野

22 25 （株）旺栄 指定管理者 軽井沢少年自然の家 39,558
教育委員会
事務局

学校教育分野

健康福祉部

監査対象部（分野）

20
ＪＴＢコミュニケーションズ・野村
不動産パートナーズ指定管理者共同
事業体

378,940

11 （社福）中野区福祉サービス事業団 補助金

指定管理者
健康・

スポーツ分野

地域支えあい
推進室

北部すこやか
福祉センター
地域ケア分野

子ども教育部
保育園・
幼稚園分野

健康福祉部 福祉推進分野

子ども教育部

決算額等
団
体
NO
№ 団　体　名　等 区　分 施　設　名　等


