
 
平成 27 年度財政援助団体等監査結果報告書 

 

 

１ 実 施 年 月 日 

平成 27 年９月３日（木）、４日（金）、７日（月）、８日（火）、11 日（金）、14 日（月）、
15 日（火） 

 

２ 監 査 対 象 
（1）出資団体 

№ 団体名 補助金名等 

1 板橋区土地開発公社 
出資金のみ 

               【資産活用課】 

2 
公益財団法人板橋区文化・国際交流財団

（※） 

公益財団法人板橋区文化・国際交流財団補助金 

            【文化・国際交流課】  

3 公益財団法人植村記念財団（※） 
公益財団法人植村記念財団運営助成 

             【スポーツ振興課】 

4 公益財団法人板橋区産業振興公社（※） 
公益財団法人板橋区産業振興公社事業費補助金 

               【産業振興課】 

                   ※印の３団体については補助金交付と重複する団体 

（2）補助金交付団体 

№ 団体名等 補助金名等 

1 板橋区職員互助会 
板橋区職員互助会運営費補助金            

【人事課】 

2 成増南商店街振興組合 
板橋区地域における見守り活動支援事業に対す

る補助金        【防災危機管理課】 

3 板橋産業連合会 
板橋区中小企業活性化支援事業補助金 

              【産業振興課】 

4 仲宿商店街振興組合 
にぎわいのあるまちづくり事業補助金（活性化

事業）           【産業振興課】   

5 日本無機化学工業株式会社 
板橋区ものづくり企業設備投資助成事業助成金             

【産業振興課】 

6 
社会福祉法人板橋区社会福祉協議会 

 

板橋区アクティブシニア就業支援事業補助金 

【長寿社会推進課】 

板橋区権利擁護センター事業運営費補助金 

【おとしより保健福祉センター】 

社会福祉協議会運営費助成金 

【福祉部管理課】 

ぬくもりサービス事業助成金 

【福祉部管理課】 

7 
社会福祉法人紫水会 

（オーネスト成増） 

板橋区都市型軽費老人ホーム整備費補助金 

板橋区都市型軽費老人ホーム先進的整備事業補

助金           【長寿社会推進課】 

8 
株式会社愛誠会 

（はなまるホーム北前野） 

板橋区介護施設開設準備経費補助金 

            【長寿社会推進課】 

9 
セントケア東京株式会社 

（セントケア巡回ステーション板橋） 

板橋区介護施設等開設先進的事業経費補助金 

            【長寿社会推進課】 

10 
東武鉄道株式会社 

（東上線上板橋駅南口エレベーター） 

福祉のまちづくり施設整備助成金（エレベータ

ー助成）        【障がい者福祉課】 



11 

社会福祉法人ＪＨＣ板橋会 

（サン・マリーナ） 

（スペースピア） 

（ＪＨＣ大山） 

（ＪＨＣ赤塚） 

（ＪＨＣ秋桜） 

（ＪＨＣ志村） 

板橋区精神障がい者ソーシャルハウス運営費補

助金 

板橋区地域活動支援センター機能強化事業及び

相談支援事業補助金 

板橋区障がい者日中活動系サービス推進事業補

助金 

            【障がい者福祉課】 

12 

特定非営利活動法人板橋区ともに生き

る福祉連絡会 

（さやえんどう） 

板橋区重度身体障がい者グループホーム補助金           

【障がい者福祉課】 

13 

特定非営利活動法人みんなのセンター

おむすび 

（デイサービスおむすび） 

板橋区地域活動支援センター機能強化事業及び

相談支援事業補助金   【障がい者福祉課】 

14 
特定非営利活動法人かたぐるま 

（デイサービスかたぐるま） 

板橋区地域活動支援センター機能強化事業及び

相談支援事業補助金   【障がい者福祉課】 

15 
特定非営利活動法人はらから東京の会 

（とうふ工房・大谷口の家） 

板橋区地域活動支援センター機能強化事業及び

相談支援事業補助金   【障がい者福祉課】 

16 

株式会社モード・プランニング・ジャ

パン 

（板橋雲母保育園高島平） 

（中板橋雲母保育園） 

（板橋雲母保育園） 

板橋区認証保育所運営費等補助金 

            【保育サービス課】 

17 

葉隠勇進株式会社 

（明日葉保育園蓮根園） 

（明日葉保育園大山園） 

板橋区認証保育所運営費等補助金 

板橋区私立保育所設置経費助成金 

            【保育サービス課】 

18 

株式会社テノ．コーポレーション 

（ほっぺるランド板橋本町） 

（ほっぺるランド滝野川） 

（ほっぺるランド板橋徳丸） 

板橋区認証保育所運営費等補助金 

板橋区私立保育所設置経費助成金 

            【保育サービス課】 

19 

株式会社ゴーエスト 

（メリーポピンズ成増ルーム） 

（メリーポピンズ中板橋ルーム） 

板橋区認証保育所運営費等補助金 

            【保育サービス課】 

20 
原 淳惠 

（こっこ保育園） 

板橋区認証保育所運営費等補助金 

            【保育サービス課】 

21 
株式会社ベネッセスタイルケア 

（ベネッセ板橋保育園） 

板橋区認証保育所運営費等補助金 

            【保育サービス課】 

22 認定こども園板橋向原幼稚園 
板橋区認定こども園運営費等補助金 

            【保育サービス課】 

23 
特定非営利活動法人ワーカーズコープ 

（なでしこ小規模保育園） 

板橋スマート保育所運営費補助金 

板橋スマート保育所開設準備経費補助金 

            【保育サービス課】 

24 
学校法人板橋明星学園 

（Ｍeisei 小規模保育園） 

板橋スマート保育所運営費補助金 

板橋スマート保育所開設準備経費補助金 

            【保育サービス課】 

25 
社会福祉法人七生会 

（栄町保育園） 

板橋区立保育所民営化施設整備費補助金 

            【保育サービス課】 

26 

社会福祉法人恩賜財団東京都同胞援護

会 

（大山保育園） 

板橋区民間保育所整備費補助金 

            【保育サービス課】 

27 国際興業株式会社 
板橋区コミュニティバス運行事業補助金 

              【都市計画課】 



28 
株式会社カネト興産 

（カネトビル） 

板橋区特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等

工事費助成         【市街地整備課】 

29 
グリーンハイツはすね管理組合 

（グリーンハイツはすね） 

板橋区特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等

工事費助成         【市街地整備課】 

30 板橋区議会自由民主党議員団 政務活動費        【区議会事務局】 

31 板橋区議会公明党 政務活動費        【区議会事務局】          

32 日本共産党板橋区議会議員団 政務活動費        【区議会事務局】 

33 橋本 祐幸 政務活動費        【区議会事務局】 

34 高橋 正憲 政務活動費        【区議会事務局】 

35 松島 道昌 政務活動費        【区議会事務局】 

36 長瀬 達也 政務活動費        【区議会事務局】 

37 五十嵐 やす子 政務活動費        【区議会事務局】 

38 すえよし 不二夫 政務活動費        【区議会事務局】 

39 おなだか 勝 政務活動費        【区議会事務局】 

40 佐藤 としのぶ 政務活動費        【区議会事務局】 

41 中妻 じょうた 政務活動費        【区議会事務局】 

42 井上 温子 政務活動費        【区議会事務局】 

43 田中 やすのり 政務活動費        【区議会事務局】 

 
 
３ 実 施 場 所 

監査委員室又は各団体の施設  

 

４ 監 査 の 範 囲 

（1） 財務関係事務全般（出資団体）  

（2） 平成 26 年度に区から交付された補助金の出納その他の事務（補助金交付団体）  

（3） 平成 26 年度及び平成 27 年４月に区から交付された補助金（政務活動費）の出納  

  その他の事務  

 

５ 監査の着眼点 

出資団体  

（1）所管課  

 ア 団体に対する指導監督は適切に行われているか。  

（2）団体  
 ア 設立目的に沿った事業運営は適切に行われているか。  

 イ 経営成績及び財政状況は良好か。  

 ウ 資金の運用は適切か。  
 エ 関係帳簿の整備、記帳は適正か。また、証拠書類の整備、

保存は適正か。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 監査委員の除斥  

  政務活動費の監査については、議会選出委員は、地方自治法第 199 条の 2 の規定に基づ
き関与していない。  

 

７ 監 査 の 結 果 

（1） 指摘事項  

特に指摘すべき事項は認められなかった。  

（2） 意見・要望事項  

○政務活動費について  

政務活動費に係る透明性向上の観点から、現在、板橋区ホームページ上で公開してい
る「政務活動費収支報告書」に加えて、「板橋区政務活動費会計事務の手引き」の公開
について検討されるよう要望する。  

 

補助金交付団
体等  

（1）所管課  

 ア 補助金の交付条件は適切か。また、補助金額の算定、交付
方法、時期及び手続きは適正か。  

 イ 団体に対する指揮監督は適切に行われているか。  

（2）団体  
 ア 交付目的に適合した事業を実施しているか。  

 イ 交付された補助金を他の目的に流用していないか。  

 ウ 出納関係帳簿の整備、記帳は適正か。また、証拠書類の整備、
保存は適正か。  

 エ 団体における会計経理は適正か、計数に誤りはないか。  


