
 
 
 

平成 25 年度財政援助団体等監査結果報告書 
 

１ 実 施 年 月 日 

平成 25 年９月５日（木）、６日（金）、９日（月）10 日（火）、11 日（水）、12 日（木）

18 日（水） 

 

２ 監 査 対 象 

（1）出資団体  

№ 団体名 補助金名 

1 板橋区土地開発公社 （交付なし） 

2 

公益財団法人板橋区産業振興公社 

（平成24年10月1日に財団法人板橋区

中小企業振興公社から移行） 

公益財団法人板橋区産業振興公社事業費補助金  

3 
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・国際交流財団運営補助金 

4 公益財団法人植村記念財団 公益財団法人植村記念財団補助金 

 

（2）補助金交付団体  

№ 団体名等 補助金名等 

1 
社会福祉法人相愛福祉会  

（あずさわの里）  
板橋区特別養護老人ホーム整備費補助金  

2 

株式会社ジャパンケアサービス  

（グループホーム遊宴徳丸）  

（ジャパンケア徳丸）  

板橋区介護基盤緊急整備特別対策事業補助金  

板橋区介護施設開設準備経費補助金  

板橋区認知症高齢者グループホーム整備費補助金  

板橋区介護施設等開設先進的事業経費補助金  

3   ※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  

4 
社会福祉法人どろんこ会  

（板橋仲町どろんこ保育園）  
板橋区民間保育所整備費補助金  

5 社会福祉法人板橋区社会福祉協議会  

板橋区権利擁護センター事業運営費補助金  

ぬくもりサービス事業助成金  

社会福祉協議会運営費助成金  

板橋区アクティブシニア就業支援事業補助金  

6 

株式会社モード・プランニング・ジ

ャパン  

（中板橋雲母保育園）  

（板橋雲母保育園）  

（板橋雲母保育園高島平）  

板橋区認証保育所運営費等補助金  



 団体名等 補助金名等 

№ 団体名等 補助金名等 

7 

蓮根ファミールハイツ管理組合  

（蓮根ファミールハイツ１号棟 E 棟）  

（蓮根ファミールハイツ１号棟 W 棟）  

（蓮根ファミールハイツ２号棟 E 棟）  

（蓮根ファミールハイツ２号棟 W 棟）  

板橋区建築物耐震改修工事費助成  

8  
※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・国際交流財団運営補助

金  

9 
社会福祉法人有隣社福祉会 

（風の子保育園） 
板橋区民間保育所整備費補助金  

10   

社会福祉法人ＪＨＣ板橋会 

（ＪＨＣ秋桜） 

（ＪＨＣ赤塚） 

（サン・マリーナ） 

（スペースピア） 

板橋区障がい者日中活動系サービス推進事業補助

金  

板橋区精神障がい者ソーシャルハウス運営費補助

金  

東京都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  

11  板橋区職員互助会  平成 24 年度板橋区職員互助会運営費補助金 

12 

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 

13 
社会福祉法人あすなろ福祉会 

（あすなろ保育園） 
板橋区民間保育所整備費補助金 

14 

株式会社ワコム 

（エンゼルベア・ナーサリー上板橋） 

（エンゼルベア・ナーサリー大山） 

板橋区認証保育所運営費等補助金 

15 

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） 

（デイサービスかたぐるま） 

板橋区重度身体障がい者グループホーム運営費補

助金  

東京都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 

16  
葉隠勇進株式会社 

（明日葉保育園蓮根園） 
板橋区認証保育所運営費等補助金 

17   

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） 

東京都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 

18 
※公益財団法人植村記念財団 

（植村冒険館） 
公益財団法人植村記念財団補助金 

19 

株式会社テノ．コーポレーション 

（ほっぺるランド滝野川） 

（ほっぺるランド板橋本町） 

板橋区認証保育所運営費等補助金 



№ 団体名等 補助金名等 

20 
公益社団法人板橋区シルバー人材セ

ンター 
公益社団法人板橋区シルバー人材センター補助金 

21 西村 章子（あずさわ保育園） 板橋区認証保育所運営費等補助金 

22 

社会福祉法人にりん草 

（おおやま福祉作業所） 

（とくまる福祉作業所） 

（はすね福祉作業所） 

（まえの福祉作業所） 

板橋区障がい福祉サービス事業に係る施設借上補

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 

23 
株式会社ジャンボコーポレーション

（ピノキオ幼児舎成増園） 
板橋区認証保育所運営費等補助金 

24 
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） 

東京都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 

25 

株式会社ベネッセスタイルケア 

（ベネッセチャイルドケアセンター

板橋） 

板橋区認証保育所運営費等補助金 

26 原 淳惠（こっこ保育園） 板橋区認証保育所運営費等補助金 

27 
社会福祉法人緑伸会 

（加賀保育園） 
板橋区民間保育所整備費補助金 

28  
公益財団法人東京ＹＷＣＡ 

（YWCA キッズガーデン） 
板橋区心身障害児療育訓練事業補助金 

29 

社会福祉法人むくどり 

（板橋区地域活動支援センターあや

とり） 

東京都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 

30 国際興業グループ株式会社 板橋区コミュニティバス実験運行事業 

31 遊座大山商店街振興組合 

にぎわいのあるまちづくり事業補助金（活性化事

業） 

にぎわいのあるまちづくり事業補助金（空き店舗

モデル事業） 

32 

特定非営利活動法人いたばし 

（ひあしんす城北） 

（地域活動支援センターⅢ型・ひあ

しんす城北） 

板橋区障がい者日中活動系サービス推進事業補助

金 

東京都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 

33 
東京家政大学ナースリールーム 

（東京家政大学ナースリールーム） 
板橋区保育室制度助成金 

34 
板橋ハイタウン管理組合 

（板橋ハイタウン） 
板橋区特定緊急輸送道路沿道建築物耐震診断助成 

35 板橋産業連合会 板橋区中小企業活性化支援事業補助金 

36 板橋区商店街連合会 板橋区商店街活性化支援事業補助金 



№ 団体名等 補助金名等 

37 
社会福祉法人昭和会 

（旭保育園） 
板橋区民間保育所整備費補助金 

38 
社会福祉法人ひまわり福祉会 

（ひまわりキッズガーデン城山） 
板橋区私立保育所施設設置経費助成金 

39 
株式会社関東マツダ 

（株式会社関東マツダ本社） 
板橋区特定緊急輸送道路沿道建築物耐震診断助成 

40 
社会福祉法人桐花会 

（太陽の子保育園） 
板橋区民間保育所整備費補助金 

41 
桜川グレースマンション管理組合 

（桜川グレースマンション） 
板橋区特定緊急輸送道路沿道建築物耐震診断助成 

42 
株式会社グローバルキッズ 

（グローバルキッズ上板橋園） 
板橋区私立保育所施設設置経費助成金 

43 
社会福祉法人愛和保育園 

（なかよしハウス） 
東京都板橋区民間学童クラブ事業費等補助金 

44 
社会福祉法人松葉の園 

（松葉保育園） 
板橋区民間保育所整備費補助金 

45 上板南口銀座商店街振興組合 
にぎわいのあるまちづくり事業補助金（地域連携

型モデル事業） 

46 
社会福祉法人聖愛会 

（はぁもにぃ保育園） 
板橋区私立保育所施設設置経費助成金 

47 
認定こども園板橋向原幼稚園 

（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 

48 
有限会社ベビーステーション 

（ベビーステーション北町） 
板橋区認証保育所運営費等補助金 

49 
公益社団法人家庭生活研究会 

（高円寺療育センター杉の実） 
板橋区重症心身障がい者通所事業運営費補助金 

50 
一般社団法人ロッキー 

（ロッキー・チャック） 

東京都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 

51 
特定非営利活動法人アドボケイト会 

（リトルハウス） 

板橋区障がい者日中活動系サービス推進事業補助

金 

52 板橋区議会自由民主党議員団 政務調査費 

53 板橋区議会公明党 政務調査費 

54 日本共産党板橋区議会議員団 政務調査費 

55 板橋・生活者ネットワーク 政務調査費 

56 すえよし 不二夫 政務調査費 

57 おなだか 勝 政務調査費 

58 佐藤 としのぶ 政務調査費 

59 田中 やすのり 政務調査費 



№ 団体名等 補助金名等 

60 中妻 じょうた 政務調査費 

61 橋本 祐幸 政務調査費 

62 高橋 正憲 政務調査費 

63 長瀬 達也 政務調査費 

64 松島 道昌 政務調査費 

65 井上 温子 政務調査費 

※は、出資団体と重複している３団体。 

 

（3）監査対象選定基準上は監査対象外であるが、監査委員協議により決定し、補助金交

付の担当課を対象に随時監査を行ったもの  

№ 団体名等 補助金名等 

1 健康生きがい部生きがい推進課 板橋区老人クラブ運営費助成金 

 

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

 

5  監査の着眼点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  監 査 の 結 果 

一部不適切な事務処理があったので「指摘」とし、また、一部事務指導を行った。  

  指摘事項及び指導事項は次のとおり。  

出資団体  

（1）所管課  

 ア 団体に対する指導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  

 オ 証拠書類の整備・保存は適正か  

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  
 イ 補助金額の算定、交付方法、時期及び手続きは適正か  

（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 会費その他の自主財源の確保を怠っていることはないか  

 エ 団体における会計経理は適正か、計数に誤りはないか  



（1） 指摘事項  

 

 老人クラブについては、老人福祉法第 13 条第 2 項に「地方公共団体は、老人の福

祉を増進することを目的とする事業の振興を図るとともに、老人クラブその他当該事
業を行う者に対して、適当な援助をするよう努めなければならない」と定められてい
る。  

板橋区では、板橋区老人クラブ助成要綱（以下「助成要綱」という。）の規定によ
り、高齢者福祉の増進に資することを目的として、板橋区老人クラブ運営要綱（以下
「運営要綱」という。）に基づいて運営されている区内の老人クラブ（以下「クラブ」
という。）を対象に、活動に要する経費の一部を助成している。  

助成要綱の規定により、助成の対象経費は、①教養の向上、②スポーツの振興、③
ボランティア、④レクリエーション、⑤クラブの運営の各経費とし、助成金の交付を
受けようとするクラブは、必要書類を区長に提出しなければならない。助成金の額は、
①基本額（月額 10,000 円×12 月）、②会員数による基本額（会員一人当たり月額 125

円×12 月×会員数）の合計に基づき算定される。平成 24 年度の助成金交付申請クラ
ブ数は 143 クラブ、助成金交付決定額は総額で 38,808,000 円であった。  

当該助成金を所管する生きがい推進課は、助成要綱第 5 条に基づき提出された助成
金交付申請書を審査し、交付決定の手続を行っているが、助成金の算出根拠となる会
員数を、証拠となる書類により確認していなかった。  

板橋区補助金等交付規則（以下「規則」という。）には、補助金等の交付決定にあ
たっては、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査しなければならないと規定され
ているが、生きがい推進課は、助成金の交付決定に係る審査事務を適正に行っている
とは言い難い。  

 

また、助成要綱第 2 条によれば、「助成金の交付対象となるクラブは、運営要綱に
基づいて運営されているクラブとする。」と規定しており、運営要綱第 3 条において、
クラブの運営は「会員の総意により自主的に運営する。」とある。しかし、クラブか
ら提出された助成金交付に係る報告書の内容が、会員の総会による意思決定を経たも

のであるかどうかは不明であり、生きがい推進課は、運営要綱に定めるクラブの運営
状況の確認を十分に行っているとは言い難い。  

 

生きがい推進課は、助成金の交付申請から交付決定、額の確定までの一連の処理に
あたり、証拠書類等による調査やクラブの運営状況の報告を求めるなど適切な方策を
講じることにより、規則に則った適正な事務処理を徹底するよう強く要請する。  

 

なお、本年 3 月に区民の指摘により、生きがい推進課が調査を実施した団体（以下
「当該団体」という。）においては、平成 24 年度の助成金交付申請書に添付されてい
た会員名簿に記載のあった者のうち、当該団体に加入した覚えのない者が含まれてお
り、当該人数分の助成金を過大に交付したことが判明した。加入認識のない会員分に
ついて助成金の返還を求めるべく、6 月以降、当該団体の会員の加入状況について、

平成 19 年度から平成 24 年度までの過去 6 年間分の調査を実施しているが、未だ結果
が出されていない状況である。  

 

生きがい推進課は、当該団体に対し、速やかに助成金の返還を求めるべきである。
あわせて、助成金の交付対象となるすべてのクラブに対して、適正な運営及び補助金
交付の手続きについての指導を行うとともに、再発防止について必要な措置を講じら
れたい。  

 

（生きがい推進課）  

 

 



（2） 指導事項  

法令に則って適正な補助金の額の確定を行うべきもの  

 

障がい者福祉課では、障害福祉サービス利用者の福祉の向上を図ることを目的とし
て、板橋区障がい者日中活動系サービス推進事業補助金交付要綱（以下「要綱」とい
う。）に基づき、生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う障害福祉
サービス事業所を対象に、運営に要する費用の一部を補助している。  

この補助金は、①基本補助②メニュー選択式加算③障がい者等雇用加算④第三者評
価受審経費を合算した額としている。  

このうち、③障がい者等雇用加算においては、障害者自立支援法の規定に基づき定
められた職員配置基準以外に、身体障害者手帳を受けた者等を雇用し、かつその総雇
用時間が年間 400 時間以上である事業所について、総雇用時間数に応じた額を助成し
ている。  

 

今回、監査を実施したところ、以下の問題点が認められた。  

この補助金の交付対象団体のうち、障がい者等雇用加算を申請していた１団体にお

いて、職員配置基準により配置された職員が年度途中に退職等をしたことに伴い、加
算の対象者として申請されていた職員が加算の対象外となったにもかかわらず、引き
続き対象者とする実績報告書が提出されていた。障がい者福祉課は、この実績報告書
をもとに平成 24 年度の補助金額の確定を行っていた。その結果、当該団体の 2 か所の
事業所において、合計 872,000 円の補助金が過大に交付されていた。  

 

要綱第 12 条では、「実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当
該報告に係る補助事業の成果が補助金等の交付の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する」と規定している。  

障がい者福祉課は、補助金の額を確定するにあたり、障がい者等雇用加算額の算定
に誤りがないかを確認するために、職員配置基準に関する報告を求めるなどの調査を
行っておらず、適正な審査手続きを経たとは言い難い。  

 

障がい者福祉課は、要綱に則った審査を実施し、適正な補助金の交付を行うよう努
められたい。  

 

 

（障がい者福祉課）  

 

 


