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平成２８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２８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、本件監査について、同法第１９９条の２の規定に基づき、竹内沖司監査

委員は、平成２７年４月１日から同年６月３０日までの経営室において執行され

た財政援助団体等に係る事務及び中野区土地開発公社に係る監査には関与してい

ません。市川稔監査委員は、中野区議会政務活動費に係る監査及び中野区体育協

会に係る監査には関与していません。久保里香監査委員は、中野区議会政務活動

費に係る監査には関与していません。 

 

 

 

 

平成２９年３月２２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２８年度財政援助団体等監査結果報告 

 

 

第１ 監査の期間 

平成２８年１０月３１日（月）から平成２９年３月１５日 (水)まで 

 

第２ 監査の対象 

１ 監査対象事務 

  次に掲げる団体等の出納その他の事務で、当該財政的援助などに係るもの 

（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２７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２７年度の執行に係るもの 

(３) 区が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの 

(４) 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

２７年度の当該指定管理業務に係るもの   

２ 監査対象団体 

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        ２１団体 

②出資団体            １団体 

③債務保証等団体         １団体 

④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、監査事務局内等で実

績報告書の内容や証憑書類の確認等を行い、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１団体

（社会福祉法人幼保園シャローム）、指定管理者５団体（ヴィアックス・紀伊國屋

書店共同事業体、社会福祉法人共生会、社会福祉法人全国重症心身障害児（者）を

守る会、特定非営利活動法人わかみやクラブ、社会福祉法人清心福祉会）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 

 

２ 実地監査 

    中野区さつき寮（指定管理者：社会福祉法人共生会）、中野区立知的・発達等障

害児通所支援施設（指定管理者：特定非営利活動法人わかみやクラブ）については、

監査委員が監査対象団体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。 

 

第４ 監査の着眼点 

施設の管理等が、法令、条例等の根拠に基づき適正に管理されているか、また、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

行われているかなどを主眼とし、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、補助金交付団体等は、補助金交付、貸付、

出資及び損失補償の目的に沿って概ね適切に運営されており、指定管理者による施設

運営は、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、一部に下記指摘事項のとおり不適正な事例があった。 

また、指摘には至らないが、事実と異なる補助金の使途で補助金が交付されていた

もの、基本協定に基づく協議が行われていなかったものがあった。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】 

 

１ 指定管理料が過大に支払われていたもの 

特定非営利活動法人わかみやクラブが運営する中野区立知的・発達等障害児通所支

援施設（放課後デイサービスセンターみずいろ）の管理運営業務に係る経費は、基本

協定第１１条により、障害児通所給付費及び利用者負担金（以下「障害児通所給付費

等」という。）のほか、指定管理料により賄うものと定められている。 

これに基づき平成２７年度協定では、管理運営業務に係る経費を63,001,000円とし、

その内訳を、障害児通所給付費等が34,464,000円、指定管理料が28,537,000円として

いる。 

指定管理者は、区に提出した事業報告書において、収入及び支出の実績額を下表の

実績額の欄のとおりであると報告した。 

所管は、報告を受けた実績額に基づき、障害児通所給付費等収入の計画額と実績額

との差額4,854,217円を経営努力による余剰金と認め、平成２７年度協定第８条に基づ

き、管理運営業務に実際に要した額60,227,160円から障害児通所給付費等39,318,217

円を差し引いた額20,908,943円と指定管理料28,537,000円との差額7,628,057円から、
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経営努力による余剰金をさらに控除した額2,773,840円を返還額と決定した。 

しかし、指定管理者が提出した収入及び支出の実績額について証拠書類等を確認し

たところ、会計年度に即していない処理が認められたほか、本施設の管理運営業務の

対象外の経費が含まれていたり、誤計上、計上もれ、領収書のない経費の算入など不

適切な会計処理が多岐にわたり存在することが明らかになり、正しい収入及び支出の

実績額は、下表の監査確認額の欄のとおりであることを確認した。これに伴い、所管

が認めた経営努力による余剰金の考え方に従えば、その額は 6,055,870 円となり、そ

の結果、区への返還額についても 3,628,095 円となるものであった。 

指定管理者は、このような誤った事業報告書を区に提出したことは、極めて不適正

である。速やかに正しい事業報告書を作成し、提出されたい。また、この度のことは、

単なる処理上の誤りにとどまらず、法人の財務会計そのものが適切に行われていない

ことにほかならず、指定管理者に対する信頼を損ねるものであると言わざるを得ない。

適正な会計処理を実施する体制を整え、正しい事業報告書を提出できるよう改善され

たい。 

所管においては、指定管理者から提出された事業報告書の内容の確認を怠っていた

ものであり、その結果として既に返還された 2,773,840 円と監査確認額 3,628,095 円

との差額 854,255 円の指定管理料が過大に支払われていたこととなり、極めて不適正

である。指定管理者に、速やかに正しい事業報告書を提出させるとともに、過払いと

なった指定管理料の返還手続きをとられたい。また、所管においては、指定管理施設

が条例、規則、協定等に基づき適正かつ効果的、効率的に運営され、住民サービスの

向上と経費節減等が図られていることを常に確認する必要がある。そのことをしっか

りと認識し、遺漏のないよう確認方法とその態勢について早急に確立されたい。 

 

管理運営業務に係る経費       （単位：円） 

 計画額 実績額 監査確認額 

収入 合   計 63,001,000 67,855,217 69,056,870

 障害児通所給付費等 34,464,000 39,318,217 40,519,870

指 定 管 理 料 28,537,000 28,537,000 28,537,000

支出 合   計 63,001,000 60,227,160 59,372,905

収    支    差 0 7,628,057 9,683,965

経営努力による余剰金  4,854,217 6,055,870

返    還    額  2,773,840 3,628,095

 

（特定非営利活動法人わかみやクラブ、子ども教育部子育て支援分野） 

 

２ 補助金交付事務が適正に行われず、補助金が過大に交付されていたもの  

中野区社会体育事業補助金交付要綱に基づき、中野区体育協会に交付された補助金

は、区に提出された実績報告を審査した結果、その額について 10,863,352 円と確定
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されていた。 

同協会から区に提出された実績報告は、補助対象事業ごとに、実施期日、会場、参

加資格、参加者数のほか、当該事業の収入（区補助金、参加費、その他）及び支出

（補助対象経費である報償費、旅費、一般需用費、使用料及び役務費並びに補助対象

外経費）について、当該事業を実施した加盟団体から同協会にそれぞれ提出された事

業実施報告書の内容に基づき作成されたものである。 

しかし、このうち、区民スキー教室、バドミントン混合大会及び障害者水泳教室の

３事業において、加盟団体提出の事業実施報告書の内容と異なる架空の内容が実績と

して同協会から区へ報告されていた。 

また、区民スキー教室についての加盟団体提出の事業実施報告書は、要綱第５条第

１項に定める補助対象経費に該当しない経費に区の補助金 48,440 円を使用した報告

内容となっていた。 

同協会が、事実と異なる実績報告を区に行ったことは極めて不適正である。また、

補助対象外の経費に区の補助金を使用することは認めることができない。補助金の使

用が同要綱の規定等に基づき適正に行われるとともに、事実に基づく正確な実績報告

の提出を行われたい。 

所管においては、同協会から提出された実績報告の内容確認を怠り、誤った実績報

告に基づき補助金額を確定していた。また、補助金の一部が補助対象外経費に使用さ

れていたことについても把握できていなかった。これは、本補助金交付事務が形式的

に行われ、内容審査において厳格さを欠いたものとなっていたことに他ならず、極め

て遺憾である。実績報告は、補助金が適正に使用されたことの確認や補助金額の確定

のために必要であるばかりでなく、区として補助金交付の目的の達成や効果を判断す

るためにも事実を客観的に明らかにしたものでなければならない。正しい実績報告の

提出について適切な指導を徹底するとともに、内容の確認に遺漏のないよう適正に処

理されたい。また、交付した補助金が、同要綱の規定等に基づき適正に使用されてい

ることの確認についても、経費ごとに確実に行われるよう事務処理を見直されたい。 

なお、補助対象外経費に使用された補助金 48,440 円については、速やかに返還手

続きをとられたい。 

（一般社団法人中野区体育協会、健康福祉部健康・スポーツ分野） 

 

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 

本監査を実施するなかで、特に改善を求めるべきと判断した事項について、次のと

おり意見として述べる。 
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第 1 に、中野区立知的・発達等障害児通所支援施設の指定管理者における経営努力

により生じた余剰金についてである。 

平成２７年度協定第８条では、会計年度終了後、管理運営業務に実際に要した額か

ら、障害児通所給付費等を差し引いた額が、指定管理料を下回った場合には、その差

額を指定管理者は区に返還するものとしている。ただし、区が認めた場合において、

指定管理者は、当該差額から経営努力により生じた余剰金を控除した額を返還するも

のとしている。 

この規定を踏まえて所管は、障害児通所給付費等収入の計画額と実績額の差額をも

って経営努力により生じた余剰金と認め、その額を控除した額を返還額とすることと

決定した。 

   本施設の設置、運営は、児童福祉法に定める放課後等デイサービス事業であるが、

本事業は平成２４年度から開始された事業で、区全体で見ると利用者数と障害児通所

給付費は、毎年度増加し続けている状況にある。また、本施設は、前年の平成２６年

１０月に開設されたばかりであった。このようなことから平成２７年度協定締結時

（平成２７年４月１日）に、平成２７年度の本施設の利用者数や利用する子どもの状

況などについて正確には見定めがたい状況にあったといえる。このことは、障害児通

所給付費等の額についても言うことができ、見込んだ計画額の中には、実績額の中に

算入されている経費の一部について算入されていないものがあり、本計画額をもって

余剰金を算出する基準とするには不確かな額であると言わざるを得ない。 

さらに、障害児通所給付費等収入の実績額と計画額との差額をすべて経営努力によ

り生じた余剰金としているが、利用者が増えたため収入が増となった分については、

増えた利用者のために特にかかった経費があるはずであり、少なくとも当該増収入額

からこの経費を除く必要があるのではないか。増収入額そのものをあたかも純利益で

あるかのように取り扱うことが適当か否か検討を要するものと考える。 

   指定管理者が、そのノウハウを最大限に活かし、主体的にサービス水準を維持・向

上させていくためは、経営努力により生み出した経費節減額や増収額を、指定管理者

に余剰金として認めていくことの必要については理解できるが、その内容において合

理的であり、誰もが納得できるものでなければならない。指摘事項に基づき、平成

２７年度の管理運営業務に係る経費の返還額を改めて決定するに際し、経営努力によ

り生じた余剰金についても改めて考え方を整理し、合理的で納得性の高い内容とする

よう求めるものである。 

第２に、交付した補助金が効果あるものとして使われ、補助金交付の目的を達成し

ていることについての確認を行うべきことについてである。 

補助金を交付した場合には、補助事業の終了後、実績報告書の提出を求め、当該事

業が適正に遂行されたことを確認した場合に、補助金額を確定している。この確認作

業が形式的に行われ、内容審査において厳格さを欠いたものとなっていた事例につい

て指摘事項の中で述べたとおりであるが、補助金交付の目的の達成や成果についての
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確認についても、怠ることのできない重要な作業であると考える。 

例えば、中野区社会体育事業補助金交付要綱に基づき中野区体育協会に交付された

補助金は、同協会の事務局経費などのほかに、総計２１,０００人余が参加した

４９の競技スポーツ大会や教室などの事業のために使用されており、社会体育の振興

を目的としたものである。これら補助金の対象となる事業は、広く区民を対象として、

計画的かつ継続的に行われていることが同要綱において求められている。 

個別の補助事業のうち特に参加者数の少ない事業については、毎年同じ競技者ばか

りが参加することになっていないか、より多くの区民の参加が見込める事業を補助事

業に変更する必要がないかなどについて点検する必要があると考える。また、補助事

業以外にも同様の事業を行っている加盟団体もあるが、補助事業とした理由はどのよ

うなことか、補助事業の参加者はどのような人なのか、広く区民を対象とした事業内

容や周知方法となっていたのかなどについて、所管が把握していなければ、正しく成

果を判断することはできないものと考える。 

補助金は、常に効果あるものに交付される必要がある。所管においては、補助事業

の実施状況について正確に把握したうえで、その補助金交付の目的の達成についても

確認されるよう求めるものである。 



平成２８年度　財政援助団体等監査対象一覧　　 別表

1 1 (株)まちづくり中野２１ 出資団体＊ 1,575,000 経営

補助金 （中野区土地開発公社運営費負担補助） 10,360

貸付団体＊ 1,772,931

出資団体＊ 5,000

債務保証団体＊ 2,854,621

3 3 中野区勤労者サービスセンター 補助金 （中野区勤労者サービスセンター補助） 15,862 産業振興

4 4 (独行)都市再生機構 補助金 （中野三丁目地区都市再生土地区画整理事業補助） 96,600
中野駅周辺
まちづくり

5 中野区立中央図書館

6 中野区立本町図書館

7 中野区立野方図書館

8 中野区立南台図書館

9 中野区立鷺宮図書館

10 中野区立東中野図書館

11 中野区立江古田図書館

12 中野区立上高田図書館

6 13 (社福)共生会 指定管理者 中野区さつき寮 73,002

7 14
(社福)全国重症心身障害児(者)
を守る会

指定管理者 中野区立重度・重複障害児通所支援施設 77,932

8 15 (ＮＰＯ)わかみやクラブ 指定管理者 中野区立知的・発達等障害児通所支援施設 25,764

9 16 (社福)清心福祉会 指定管理者 中野区西鷺宮保育園 157,367

10 17 (社福)南光会 補助金
中野ひかり保育園
（保育所施設建設費補助）

158,821

11 18 (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）
（施設建設に伴うフェンス設置工事に係る経費の補助）

217,560

19
ＴＡＣ未来子ども保育園大和町
（小規模保育事業施設整備費等補助）

17,235

20
ＴＡＣ未来子ども保育園南台
（小規模保育事業施設整備費等補助）

12,995

13 21 (株)ピノーコーポレーション 補助金
ピノキオ幼児舎野方保育園
（賃貸物件型認可保育所施設整備費等補助）

75,950

14 22 (社福)ちとせ交友会 補助金
中野南台ちとせ保育園
（賃貸物件型認可保育所施設整備費等補助）

64,947

23
まなびの森保育園鷺ノ宮
（賃貸物件型認可保育所施設整備費等補助）

75,950

24

東中野プチ・クレイシュ
（認証保育所運営補助）
（保育士等キャリアアップ補助）
（保育力強化事業補助）

53,232

16 25 (社団)幼保園シャローム 補助金

幼保園ベビーサロン新中野
（認証保育所運営補助）
（保育士等キャリアアップ補助）
（保育力強化事業補助）

41,588

17 26 中野区体育協会 補助金 （中野区社会体育事業補助） 10,864
健康・
スポーツ

27 中野区やまと荘

28 中野区やよい荘

19 29 (社福)東京コロニー 指定管理者 中野区仲町就労支援事業所 17,039

20 30

〜 〜

30 40

* 「決算額等」欄に記載の額は、出資団体については区が法人にこれまでに支出した額の総額、貸付団体については27年度末貸付残高、

債務保証団体については27年度末短期借入金残高に対する債務保証額である。

補助金 （政務活動費）

12

18 (社福)東京都知的障害者育成会 指定管理者

15

(株)東京アスレティッククラブ 補助金

(株)こどもの森 補助金

5
ヴィアックス・紀伊國屋書店
共同事業体

63,118

区　分 施　設　名　（補助金名称）
決算額等
（千円）

経理2 2 中野区土地開発公社

団
体
NO

施
設
№

団　体　名　等

都市
政策
推進室

子育て
支援

子ども
教育部

障害福祉

監査対象部（分野）

経営室

区議会各会派（11会派）

41,979

教育
委員会
事務局

子ども
教育経営

健康
福祉部

指定管理者 637,088

区議会事務局

保育園・
幼稚園


