
 
 

 
 

平成 26 年度財政援助団体等監査結果報告書 
 
１ 実 施 年 月 日 

平成 26 年９月５日（金）、８日（月）、９日（火）、10 日（水）、11 日（木）、 

17 日（水）、18 日（木） 

 
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 

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補助金 

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 

 

（2）補助金交付団体 

№ 団体名等 補助金名等 

1 

社会福祉法人松葉の園 

（松葉保育園） 

（志村さかした保育園） 

板橋区民間保育所整備費補助金 

板橋区保育所民営化開設準備経費補助金 

板橋区保育所民営化施設整備費補助金 

 

2 

・ 

3 

  

大和小田急建設株式会社・株式会社サ

ンケイビル 

（仲宿地区：ルフォン板橋区役所前） 

都心共同住宅供給事業補助金 

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 

5 

株式会社ソラスト 

（ソラストときわ台第二） 

（ソラストときわ台） 

（ソラスト成増） 

 

板橋区認証保育所運営費等補助金 

 

6 
有限会社榎本商事 

（愛の家グループホーム板橋高島平） 

板橋区認知症高齢者グループホーム整備費補

助金 

7 
※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 



№ 団体名等 補助金名等 

8 

凸版印刷株式会社 

（凸版印刷株式会社南２棟Ａ棟） 

（凸版印刷株式会社南２棟Ｂ棟） 

板橋区建築物耐震改修工事費助成 

9 
学校法人加藤学園 

（まるやま保育園） 
板橋区認証保育所運営費等補助金 

10  

株式会社コスモメイトサービス 

（コスモメイト成増保育園） 

（コスモメイトときわ台小規模保育 

園） 

 

板橋区認定こども園運営費等補助金 

板橋スマート保育所開設準備経費補助金 

11 

社会福祉法人成増会 

（成美保育園） 

（成増保育園） 

板橋区民間保育所整備費補助金 

12 

西村 章子 

（あずさわ保育園） 

（小規模保育園あずさわ保育園） 

板橋区認証保育所運営費等補助金 

板橋スマート保育所開設準備経費補助金 

13 
株式会社エスエヌシー 

（サクラ・ナーサリー成増） 
板橋区認証保育所運営費等補助金 

14 
株式会社日本保育サービス 

（アスク板橋本町保育園） 
板橋区認証保育所運営費等補助金 

15 
※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 

16 

株式会社ポピンズ 

（ポピンズナーサリースクールとき 

わ台） 

板橋区認証保育所運営費等補助金 

17  
山口 敦子 

（コアラ保育園） 
板橋区認証保育所運営費等補助金 

18 

社会福祉法人明東会 

（クローバーのさとケアハウスカウ

ピリ板橋） 

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 

19 
社会福祉法人聖愛会 

（はぁもにぃ保育園） 

板橋区民間保育所整備費補助金 

板橋区私立保育所施設設置経費助成金 

20 

株式会社キンダーナーサリー 

（キンダーナーサリー中板橋小規模

保育園） 

（キンダーナーサリー成増小規模保

育園） 

板橋スマート保育所開設準備経費補助金 

21 

株式会社みんなの保育園 

（上板橋二丁目小規模保育園） 

（志村一丁目小規模保育園） 

板橋スマート保育所開設準備経費補助金 



№ 団体名等 補助金名等 

22 

有限会社ＣＯＣＯ 

（ドリームキッズにし池袋保育園） 

（小規模保育園ドリームキッズ板橋

保育園） 

板橋区認証保育所運営費等補助金 

板橋スマート保育所開設準備経費補助金 

23 

株式会社インフィニティプラネット 

（小規模保育園板橋一丁目インフィ

ニティ保育園） 

（小規模保育園大山西町インフィニ

ティ保育園） 

板橋スマート保育所開設準備経費補助金 

24 
東久ハイツ大山管理組合 

（東久ハイツ大山） 

板橋区特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修

工事費助成 

25 
株式会社愛総合福祉 

（愛・グループホーム板橋ときわ台） 
板橋区介護施設開設準備経費補助金 

26 
尾形 八重子 

（ひまわり保育所） 
板橋区認証保育所運営費等補助金 

27 

特定非営利活動法人ウェルネットさ

いわい 

（めぐみ保育園） 

板橋区認証保育所運営費等補助金 

28 

特定非営利活動法人ワーカーズコー

プ 

（どんぐりのおうち） 

板橋区定期利用保育事業運営費補助金 

29 
社会福祉法人七生会 

（栄町保育園） 
板橋区保育所民営化開設準備経費補助金 

30 
谷田貝 泰子 

（マミー保育所） 
板橋区保育室制度助成金 

31 
キッズブレア株式会社 

（小規模保育園ぶれあ保育園・赤塚） 
板橋スマート保育所開設準備経費補助金 

32 

社会福祉法人タイケン福祉会 

（ウェルネス保育園成増小規模保育

園） 

板橋スマート保育所開設準備経費補助金 

33 
社会福祉法人五霞愛隣会 

（きららの杜西台小規模保育園） 
板橋スマート保育所開設準備経費補助金 

34 
板橋スカイプラザマンション自治会 

（板橋スカイプラザ） 

板橋区特定緊急輸送道路沿道建築物耐震診断

助成 

35 

社会福祉法人こうほうえん 

（定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所むかいはら） 

板橋区介護施設等開設先進的事業経費補助金 

36 
株式会社日本生科学研究所 

（日生定期巡回サービス板橋） 
板橋区介護施設等開設先進的事業経費補助金 



№ 団体名等 補助金名等 

37 

生活クラブ生活協同組合 

（小規模保育園生活クラブ保育園ぽ

む・徳丸） 

板橋スマート保育所開設準備経費補助金 

38 
社会福祉法人日本キリスト教奉仕団 

（東京都板橋福祉工場） 

板橋区障がい者日中活動系サービス推進事業

補助金 

39 
オークレジデンス管理組合 

（オークレジデンス） 

板橋区特定緊急輸送道路沿道建築物耐震診断

助成 

40 
株式会社なないろ 

（このえ蓮根小規模保育園） 
板橋スマート保育所開設準備経費補助金 

41 公益財団法人板橋区体育協会 公益財団法人板橋区体育協会補助金 

42 

特定非営利活動法人アビリティクラ

ブたすけあい板橋たすけあいワーカ

ーズあやとり 

（おやこ舎あやとり） 

板橋区定期利用保育事業運営費補助金 

43 板橋区老人クラブ連合会 板橋区老人クラブ連合会助成金 

44 

ナチュラルスマイルジャパン株式会

社 

（まちの保育園小竹向原） 

板橋区認証保育所運営費等補助金 

45 
医療法人社団翠会 

（サンライズ高島平） 

板橋区障がい者日中活動系サービス推進事業

補助金 

46 
特定非営利活動法人ジャパンマック 

（ＲＤデイケアセンター） 

板橋区障がい者日中活動系サービス推進事業

補助金 

47 
学校法人渡辺学園 

（わかくさグループ） 
板橋区心身障害者(児）通所訓練事業補助金 

48 上板南口銀座商店街振興組合 
平成25年度板橋区における地域見守り活動支

援事業に対する補助金 

49 板橋区民生委員・児童委員互助共励会 板橋区民生委員・児童委員互助共励会補助金 

50 有限会社増野商事 
平成25年度板橋区ものづくり企業設備投資助

成事業助成金 

51 板橋区議会自由民主党議員団 政務活動費 

52 板橋区議会公明党 政務活動費 

53 日本共産党板橋区議会議員団 政務活動費 

54 橋本 祐幸 政務活動費 

55 高橋 正憲 政務活動費 

56 松島 道昌 政務活動費 

57 長瀬 達也 政務活動費 



№ 団体名等 補助金名等 

58 五十嵐 やす子 政務活動費 

59 すえよし 不二夫 政務活動費 

60 おなだか 勝 政務活動費 

61 佐藤 としのぶ 政務活動費 

62 中妻 じょうた 政務活動費 

63 井上 温子 政務活動費 

64 田中 やすのり 政務活動費 

※は、出資団体と重複している３団体。 

 

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 25 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 

特に指摘すべき事項は認められなかった。  
ただし、一部事務指導を行った。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  



 
７ 指 導 事 項 

 補助金交付団体への指揮監督を適切に行うべきもの  
 

子ども家庭部保育サービス課では、板橋区定期利用保育事業実施要綱（以下「実

施要綱」という。）に基づき、短時間勤務等の保育需要に対応して、児童を一定期

間継続的に保育する定期利用保育事業を実施している。  
本事業の運営にあたっては、板橋区定期利用保育事業運営費補助要綱に基づき、  

事業者に対して運営費の一部を補助している。  
                            
実施要綱第 10 条第１項により、保育従事職員について、児童の年齢及び人数に  

応じた人員の配置基準を規定している。  
また、実施要綱第 10 条第２項では、保育従事職員のうち６割（保育従事職員が 

２名の場合は１名）以上は保育士等（保育士、保健師、助産師又は看護師）の資格 

を有していなければならないと規定している。  
 

今回、監査を実施したところ、一部の事業者において、実施要綱第 10 条第１項  
に基づく保育従事者の人員の配置は規定どおりに行われていたが、実施要綱第 10 
条第２項に基づく資格を有する保育士等の配置が規定どおりに行われていないこと

が判明した。  
 

保育サービス課は、事業者に対して、実施要綱の基準に則った適正な運営を行う  
よう、指揮監督を徹底されたい。  

 
（保育サービス課）  


