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平成３０年度 財政援助団体等監査結果報告書の提出について 
 
 地方自治法第１９９条第７項の規定に基づき実施した平成３０年度 財政援

助団体等監査の結果報告書を、同条第９項の規定により下記のとおり提出しま

す。 
なお、地方自治法第１９９条の２の規定に基づき、鹿浜昭委員は公益財団法

人足立区勤労福祉サービスセンターの監査には関与していません。 
 

記 
 

平成３０年度 財政援助団体等監査結果報告書 
 
１ 監査範囲 
  主として平成２９年度の財政的援助に係る出納及びその他の事務の執行等 
 
２ 監査期間 
  平成３０年１２月１３日から平成３１年３月２６日まで 
 
３ 監査対象団体等及び監査日程 

別紙２「平成３０年度 財政援助団体等監査対象・日程表」のとおり 
 



 
 

４ 監査の基本方針 
  地方自治法第１９９条第７項の規定に基づき、足立区が補助金等の交付を 
行っている団体等に対し、財政援助等の目的に沿って事業が適正かつ効果的に

行われているかを検証した。 
 
５ 監査結果 
（１）指摘事項 

ア 公益財団法人足立区体育協会の役員について 
公益財団法人足立区体育協会（以下「体協」という。）は、足立区内に

おける体育、スポーツ、レクリェーションの振興を図り、区民の心身の

健全な発達と明るく豊かな生活の形成に寄与し、活力ある地域社会づく

りに貢献することを目的としている。 
公益財団法人等における監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で

定めるところにより監査報告を作成する権限を有しており、公益財団法

人等の運営が適正に行われるため公正不偏の態度及び独立の立場を保持

する必要がある。 
ところで体協を監査したところ、体協の税務代理、税務書類作成等の

業務の他、財務書類の作成指導、会計帳簿の記帳指導、その他財務に関

する事務指導について税理士法人と委嘱契約を締結しており、平成２９

年度のコンサルタント料として年額５８３，２００円、月額税込４８，

６００円を支出している。その税理士法人の代表社員は体協の監事に就

任しており、委嘱契約書において、報酬の額は監事として就任すること

に伴い監事報酬として月額金額に含まれるものとし、役員等の報酬等及

び費用弁償に関する規程における適用は受けないものとすると記載され

ている。 
体協は、監事に対して定款に定める役員等の報酬等及び費用弁償に関

する規程に基づき役員報酬として支給すべきであり、委嘱契約に基づく

コンサルタント料に含めて支出することは不適切な処理である。また、

監事の権限を適正に行使するためにも、委嘱契約を締結した税理士法人

の代表社員が監事となっていることは適切とはいえない。 
必要な改善措置を講じられたい。 

〈スポーツ振興課、公益財団法人足立区体育協会〉 
 

（２）意見・要望事項 
ア 補助要綱の整備について 

区は、社会福祉法人足立区社会福祉協議会（以下「社会福祉協議会」

という。）に対して、社会福祉法人足立区社会福祉協議会に対する人件



 
 

費・運営費補助要綱（以下「補助要綱」という。）に基づき補助金を交付

している。 
社会福祉協議会について監査を行ったところ、補助要綱に沿った処理

がなされていないことが判明した。 
補助要綱において、事業報告書は事業年度の終了後６０日以内に区長

に提出しなければならないと定められている。提出状況を所管課に確認

したところ、社会福祉協議会から区へ提出されたのは７月になってから

であった。計算書類の承認等が行われる社会福祉協議会の理事会・評議

員会はいずれも６月に開催されたため、その後の提出になるとのことで

あった。 
区及び財政援助団体が補助要綱に沿った適正な処理を行うためにも、

財政援助団体の実態にあった提出方法や補助要綱の見直しを含め検討を

要望する。 
〈福祉管理課〉 

イ 交付要綱の整備について 
教育委員会は、とねり伊藤幼稚園、八千代幼稚園に対して、足立区私

立幼稚園等利用者助成金交付要綱（以下「交付要綱」という。）に基づき

助成金を交付している。 
これらの事業者について監査を行ったところ、交付要綱に沿った処理

がなされていないことが判明した。 
交付要綱において、助成金の交付決定を受けた申請者が同意する場合

は、申請者に代わり申請者が委任する設置者に交付することができると

あり、設置者は年間実績報告書に必要な書類を添付して教育委員会に提

出をしなければならないと定められている。提出状況を所管課に確認し

たところ、教育委員会は設置者に対して助成金を交付しているにもかか

わらず年間実績報告書の提出を求めていないとのことであった。 
助成金の交付にあたっては、交付要綱に基づいて処理を行うべきであ

るが、交付要綱に不備がある場合は整備したうえで交付するよう要望す

る。 
〈子ども政策課〉 

ウ 補助要綱等の整備について 
区は、桃の実保育園（株式会社プ・リズム）、未来っ子保育園（株式会

社みらいランド）、佐野保育園（作田美緒子）、たんぽぽ保育所竹の塚園

（株式会社ヒューマンサポート）に対して、足立区認証保育所特別保育

事業制度要綱（以下「制度要綱」という。）及び足立区保育所等における

業務効率化推進事業費補助要綱（以下「補助要綱」という。）等に基づき

補助金を交付している。 



 
 

これらの事業者について監査を行ったところ、制度要綱等に沿った処

理がなされていないことが判明した。 
制度要綱における一時保育等を実施しようとする認証保育所は、区に

交付指定申請書を提出しあらかじめその指定を受けなければならないと

定められている。提出状況と指定の決定状況について所管課に確認した

ところ、最初に実施しようとするときに交付指定申請書を提出し指定を

受ければ、次年度以降は改めての交付指定申請書の提出及び指定の決定

を行っていないとのことであった。 
また補助要綱において、補助対象事業が完了したとき、補助金の交付

決定に係る会計年度が終了したときは、実績報告書（様式第５号）に関

係書類を添えて区長に報告しなければならない。区長は実績報告書の審

査等により交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助

金の額を確定し事業者に通知すると定められている。額の確定通知につ

いて所管課に確認したところ、この補助金は補助対象事業が完了した後

の確定払いのため、交付決定兼確定通知書（様式第４号）により事業者

に通知しており、改めて額を確定した通知を送付していないとのことで

あった。 
補助金の交付にあたっては、補助要綱等に基づいて処理を行うべきで

あるが、補助要綱等に不備がある場合は整備したうえで交付するよう要

望する。 
〈子ども施設入園課〉 

 
  指摘事項ならびに意見・要望事項については以上のとおりである。本監査 
 の結果に基づき措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知されたい。 
  なお、その他の注意事項は、別紙１のとおりである。 

 
以 上 



 
 

別紙１ 
 

財政援助団体等監査における｢注意事項｣一覧 
 

１ 金銭を収納したときは、所定の領収書を発行しなければならないと経理 
規程に規定されているにもかかわらず、領収書を発行していないもの。 

〈学校法人福田学園〉 
 
２ 特定非営利活動法人デフ・サポート足立に対し補助金を交付している 
が、法人が実績報告書を提出したにもかかわらず、補助金の確定通知書を 
半年以上経ってから送付しているもの。 

〈障がい福祉課〉 
 
３ 足立区認証保育所運営費等補助要綱では、事業の実績報告書を当該年度 
終了後翌年度４月末日までに提出しなければならないと規定している。し 
かしながら、実績報告書に翌年度５月に支払った補助金額も記入するよう 
になっているため、提出した実績報告書に誤りがあるもの。 

〈子ども施設入園課〉 
 
４ 足立区私立保育園施設整備費補助要綱では、工事の進捗状況等について 
１２月末現在の状況を翌月の１０日までに提出しなければならないと規定

しているが、工事進捗状況等報告書を法人に対し求めていなかったもの。 
〈子ども施設整備課〉 

 
以 上 

 

 「注意事項」とは、執行状況から判断し、不適切であるが小額又は区政への

影響が少ないため、監査の中で改善・見直し・検討を口頭により注意・指導し

た事例を公表するものである。 
今後は、これらの事例を参考として、適正な事務の執行に努められたい。 



平成３０年度　財政援助団体等監査対象・日程表 別紙２

１　委員監査

月日 曜日 時間 財政援助項目 財政援助団体等名 所管課 監査会場

 1月16日 水 9:30 補助金等、出資
公益財団法人
足立区生涯学習振興公社

学校支援課 現地

 1月17日 木 9:30 補助金等 社会福祉法人 あだちの里 障がい福祉課 現地

 1月21日 月 9:30
補助金等
（指定管理者監査を含む）

社会福祉法人
足立区社会福祉協議会

福祉管理課
障がい福祉課
障がい福祉センター

本庁舎内
監査室

 1月22日 火 9:30 補助金等、出資
公益財団法人
足立区勤労福祉サービスセンター

企業経営支援課 現地

 1月29日 火 9:30 補助金等、出資
一般財団法人
足立区観光交流協会

産業振興課
本庁舎内
監査室

 1月29日 火
観光交流

協会終了後
出資、貸付 足立区土地開発公社 資産管理課

本庁舎内
監査室

 1月30日 水 9:30 補助金等、出資 公益財団法人　足立区体育協会 スポーツ振興課
本庁舎内
監査室

 2月12日 火 9:30 出資、損失補償 足立市街地開発株式会社 企画調整課 現地



平成３０年度　財政援助団体等監査対象・日程表 別紙２

２　事務監査

月日 曜日 時間 財政援助項目 財政援助団体等名 監査対象施設名 所管課 監査会場

12月13日 木 9:15 補助金等 一般社団法人 ルブランサポート
ラトリエ　ソサイエティ、
ラトリエAOI

福・障がい福祉課 現地

12月18日 火 9:15 補助金等 一般社団法人　コレカラ コレカラ堂
衛・中央本町地域・
　　　保健総合支援課

現地

 1月 8日 火 9:15 補助金等 株式会社プ・リズム 桃の実保育園
子・子ども施設入園課
子・子ども施設整備課

現地

 1月 9日 水 9:15 補助金等 とねり伊藤幼稚園【個人】 とねり伊藤幼稚園 子・子ども政策課 現地

 1月10日 木 9:15 補助金等 千住消防団 危・災害対策課 現地

 1月16日 水 9:15 補助金等、出資
公益財団法人
足立区生涯学習振興公社

学・学校支援課 現地

 1月17日 木 9:15 補助金等 社会福祉法人 あだちの里 福・障がい福祉課 現地

 1月22日 火 9:15 補助金等、出資
公益財団法人
足立区勤労福祉サービスセンター

産・企業経営支援課 現地

 1月24日 木 9:15 補助金等 株式会社みらいランド 未来っ子保育園
子・子ども施設入園課
子・子ども施設整備課

現地

 1月28日 月 9:15
補助金等
（指定管理者監査を含む）

社会福祉法人
足立区社会福祉協議会

福・福祉管理課
福・障がい福祉課
福・障がい福祉センター

本庁舎内
1204会議室

 1月29日 火 9:15 補助金等、出資
一般財団法人
足立区観光交流協会

産・産業振興課
本庁舎内

1201会議室

 1月29日 火 9:15 出資、貸付 足立区土地開発公社 資・資産管理課
本庁舎内

1201会議室

 1月30日 水 9:15 補助金等 公益財団法人　足立区体育協会 地・スポーツ振興課
本庁舎内

1201会議室

 1月31日 木 9:15 補助金等 作田　美緒子【個人】 佐野保育園 子・子ども施設入園課 現地

 2月 7日 木 9:15 補助金等
社会福祉法人
流山中央福祉会

西新井聖華保育園 子・子ども施設整備課 現地

 2月12日 火 9:15 出資、損失補償 足立市街地開発株式会社 都・企画調整課 現地

 2月14日 木 9:15 補助金等 八千代幼稚園【個人】 八千代幼稚園 子・子ども政策課 現地

 2月15日 金 9:15 補助金等 社会福祉法人　健修会 特養「イーストピア東和」 福・介護保険課 現地

 2月18日 月 9:15 補助金等 学校法人　福田学園 足立みどり幼稚園 子・子ども政策課 現地

 2月19日 火 9:15 補助金等
特定非営利活動法人
デフ・サポート足立

福・障がい福祉課 現地

 2月20日 水 9:15 補助金等 株式会社ヒューマンサポート たんぽぽ保育所竹の塚園
子・子ども施設入園課
子・子ども施設整備課

現地


