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平成２９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２９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、本件監査については、山下晃司前監査委員は、平成２９年１２月１３日

まで関与し、下田政廣監査委員は、同月１４日から関与しました。 

 

 

 

 

平成３０年３月５日 

 

 

 

中野区監査委員 竹 内 沖 司 

同       下 田 政 廣 

同       大 内 愼 吾 

同       甲 田 百合子 

 



 

平成２９年度財政援助団体等監査結果報告 

 

第１ 監査の期間 

平成２９年１１月２日（木）から平成３０年２月２６日（月）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 

   ２８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２８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２８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       １５団体 

②損失補償団体         １団体 

③指定管理者          ６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、補助金交付事業者 1 事

業者、損失補償団体１事業者、指定管理者５事業者の計７事業者について、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 

南部障害児通所支援施設（指定管理者：社会福祉法人正夢の会）については、

監査委員が監査対象団体及び監査対象部から説明を受け、その後、施設の管理運

営状況について実地監査を行った。 
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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、損失補償団体は、補

助金交付及び損失補償の目的に沿って概ね適切に運営され、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おり、文書による指摘が必要と

認められる事項はなかった。 
しかし、一部に指摘には至らないが、補助金の交付事務について、交付額の確

定事務が不適切だったもの、補助金の補助対象経費の特定に不十分さがみられる

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。 
 
第６ 意見  

本監査を通じ、指定管理施設に係る経費の取扱いに改善すべき事項が見られたので、

次のとおり意見を述べる。 

 

指定管理者が作成した収支報告書について監査したところ、指定管理施設の管

理運営に直接的に支出される経費のほか、指定管理者の本社や法人の本部におい

て当該施設の管理等のために支出する間接的な性格をもつ経費（以下「本社経費」

という。）が計上されていた。 

この本社経費については、本社の総務や人事のための事務費やその人件費、本

社と指定管理施設で共通して利用するシステムの維持管理費、施設のイベント開

催時の本社からの一時的な応援人員の経費などとのことであり、その計上につい

ては、次のように分類することができた。 

①本社経費といった支出科目は設けず、一般管理費や事務関連費、人件費等の

通常の支出科目に本社経費を含んで計上しているもの。＜対象施設例：打越

保育園＞ 

②「法人事務費」や「拠点区分間繰入金支出」という支出科目を設け、本社経

費を収支報告書上で明確に他と区分して計上しているもの。＜対象施設例：南

部障害児支援施設＞ 

③上記①と②を併用しているもの。＜対象施設例：もみじ山文化センター等計

３施設＞ 

この本社経費について、平成２６年（２０１４年）６月発行の中野区指定管理

者制度ガイドラインにおいてどのように記載されているかを確認したところ、ガ

イドラインの総論部分において、この本社経費の計上の方法についての説明はな
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く、積算の詳細を記載する「指定管理運営費、利用料金等収入として積算する細

目」の一覧においても本社経費を示す支出科目は設定されていなかった。 

また、指定管理者と区との間で施設の管理の基準や業務の範囲を定める基本協

定書や年度協定書を確認しても、年度末の実績報告書に業務の収支状況を記載す

ること等の簡素な規定しかなく、収支報告書の作成の詳細が確認できるものとは

言えなかった。 

このように、本社経費については、区としての取り決めがない経費であり、各

指定管理者が指定管理施設の管理運営に必要な経費として任意に計上し、報告し

ていると考えられる。 

この本社経費については、次のような問題点を指摘できる。 

第一に、上記①の方法により通常の支出科目に本社経費が含まれている場合に

は、収支報告書を別途の帳票と突合することにより初めてその確認ができるもの

であり、収支報告書の記載内容からは直ちに確認することができない。また、領

収書等の証拠資料で金額が確認できる直接的な支出と、証拠書類のない間接的な

性格を持つ本社経費の支出が同じ支出科目の中で混在することとなり、結果とし

て、本社経費が計上された支出科目の金額の正確性についての確認ができないこ

ととなる。 

第二に、本社経費について、②の方法により法人事務費や拠点区分間繰入金支

出という支出科目を設けて一括計上し、一般管理費等と明確に区分した場合には、

本社経費の総額は容易に把握できるものの、本社経費そのものの正確性は領収書

等との突合ができないため確認ができない。結果としては、①から③のいずれの

形で本社経費を計上したとしても指定管理施設の管理運営に要する経費の収支全

体について正確な把握が行われていないこととなる。 

具体的には、各指定管理者が提出した収支報告書によれば、収入総額から支出

総額を差し引いた収支の差額は、南部障害児支援施設が 13,294,440円の黒字、打

越保育園が△1,347,900 円、もみじ山文化センター他３施設が△10,651,744 円の

赤字であるが、これらの施設における支出総額には、証拠資料で確認できない本

社経費が計上されており、黒字、赤字に関わらず、収支全体の把握が正確に行わ

れているとは言い難い状況である。 

第三に、本社経費については、その性質上、領収書等の証拠資料で確認できな

いことについてはやむを得ない面があるとしても、その経費が施設の管理運営上、

必要な支出であることについて、計上額の算出根拠や支出内容の具体的な説明が

あるべきであるが、この度の監査においては、区の所管及び指定管理者において

この点についての明確な整理が行われておらず、十分な説明が得られたとは言え

ない状況であった。 

地方自治法第２４４条の２第７項は、「指定管理者は、毎年度終了後、その管

理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、当該公の施設を設置す

る普通地方公共団体に提出しなければならない」と規定している。 

そして、「「事業報告書」においては、管理業務の実施状況や利用状況、料金
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収入の実績や管理経費等の収支状況等、指定管理者による管理の実態を把握する

ために必要な事項が記載されるものであること」（平成１５年７月１７日総務省

自治行政局長通知）とされている。 

このように、収支報告書は、管理経費などの収支の実態が把握できるものであ

ることが必要であるが、今回監査対象とした指定管理者から提出された収支報告

書のうち、本社経費が計上されているものについては、問題点として記載したと

おり、収支の実態を正確に把握できるものとはなっていなかった。 

本社経費に係る上記問題点の解決の方向としては、本社経費を通常の支出科目

である一般管理費や人件費に含んで計上するのではなく、本社経費として別個に

取りまとめて計上させたうえで、その金額の算出根拠や支出内容などについて明

らかにすることを求めていくことが適当であると考える。 

区は収支報告書の意義を再確認したうえで、ガイドラインにおいて本社経費の

取扱いを明確にし、各指定管理者に対しガイドラインに準拠した収支報告書の作

成を求めていくことが必要である。 

本社経費の取扱いを明確にすることにより、区は指定管理者が提供する公共サ

ービスに係る経費の把握の正確性を高め、これを年度ごとのコスト検討に結びつ

けることで、区民ヘの説明責任を果たしつつ、より透明性が高く効率的な住民サ

ービスの提供が図られるものと考える。 

これらの取り組みを進め、指定管理者制度による、効率的な区民サービスの提

供が行われることを望むところである。 

 

 

※ホームページへの掲載にあたり、個人情報保護の観点から、個人名は仮名表  

 記としました。 

 なお、公表した監査結果については、監査事務局において閲覧することが可 

 能です。 
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別表

1 1 コンビウィズ(株) 補助金
コンビプラザ中野桃園キッズクラブ
（民間学童クラブ運営費補助）

16,341
地域支えあい
推進室

地域活動推進
分野

2 2 (社福)正夢の会 指定管理 南部障害児通所支援施設 91,319
子育て支援分
野

3 補助金
にじいろ保育園松が丘
(民間保育所施設建設費補助他)

188,464

4 補助金
にじいろ保育園中野
(認証保育所補助他)

32,206

5 補助金
にじいろ保育園中野野方
(賃貸物件型認可保育所施設整備費等補助)

10,800

4 6 (株)ＰＨＣ 補助金
オンビーノスクエア野方
(民間保育所施設建設費補助)

128,963

5 7 ピジョンハーツ(株) 指定管理 打越保育園 166,140

6 8 (株)グローバルキッズ 補助金
グローバルキッズ鷺ノ宮園
(賃貸物件型認可保育所施設整備費等補助)

70,904

9 補助金
幼保園ベビーサロン東中野
(認証保育所補助他)

65,671

10 補助金
幼保園ベビーサロン南台
(認証保育所補助他)

19,886

8 11 (学)三幸学園 補助金
ぽけっとランド中野坂上
(認証保育所補助他)

57,468

9 12 (株)パソナフォスター 補助金
エデュケアセンターひがしなかの
(認証保育所補助他)

55,198

10 13 Ａ 補助金
ピノッキオ保育園
(認証保育所補助他)

44,666

11 14 (株)ブロッサム 補助金
なかのさくらさくほいくえん
(賃貸物件型認可保育所施設整備費等補助)

10,800

12 15 (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)

11,091

13 16 (社福)南東北福祉事業団 損失補償 江古田の森保健福祉施設 -

14 17 (社福)中野区社会福祉協議会 補助金
(社福)中野区社会福祉協議会
（事務局運営費補助他）

133,226

15 18 生活協同組合パルシステム東京 補助金
グループホーム中野中央陽だまり
(介護施設等開設準備経費補助金)

11,178

19 もみじ山文化センター

20 野方区民ホール

21 なかの芸能小劇場

22 上高田運動施設

23 哲学堂運動施設

24 哲学堂弓道場

25 妙正寺川公園運動広場

26 哲学堂公園 都市基盤部 公園分野

18 27 (社福)東京都知的障害者育成会 指定管理 かみさぎこぶし園 68,766

19 28 (社福)東京コロニー 指定管理 中野福祉作業所 22,443

20 29 (NPO)翔和学園 補助金
ワークセンター翔和
(障害者日中活動系サービス推進事業補助)

17,088

21 30 (NPO)すばる会 補助金
すばるカンパニー
(障害者日中活動系サービス推進事業補助)

14,352

22 31 (NPO)カサデオリーバ 補助金
カサデオリーバ
(障害者日中活動系サービス推進事業補助)

12,324

平成２９年度　財政援助団体等監査対象一覧　　

健康福祉部

指定管理

障害福祉分野

文化・スポーツ
分野

健康福祉部

監査対象部（分野）
決算額等
（千円）

日本体育施設グループ

子ども教育部
保育園・幼稚
園分野

ライクアカデミー(株)

(一社)幼保園シャローム

福祉推進分野

区　分 施　設　名　（補助金名称）
団
体
№

施
設
№

団　体　名　等

3

7

17

302,040

92,959

指定管理16 ＪＮ指定管理者共同事業体


