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令 和 ３ 年 度 財 政 援 助 団 体 等 監 査 

監 査 報 告 書 
 

 

第１ 監査の期間 

令和３年８月２０日（金）から令和４年２月８日（火）まで 

 

第２ 監査の対象及び実施日 

 

 １ 財政援助団体 

団体名又は施設名 主 管 部 課 実  施  日 

社会福祉法人 府中市社会福祉協議会 福祉保健部地域福祉推進課 令和３年１１月 ８日（月） 

公益社団法人 府中市シルバー人材センター 福祉保健部高齢者支援課 令和３年１１月 ８日（月） 

公益財団法人 府中市勤労者福祉振興公社 生活環境部産業振興課 令和４年 ２月 ８日（火） 

 

 ２ 出資団体 

団体名 主 管 部 課 実 施 日 

公益財団法人 府中市勤労者福祉振興公社 生活環境部産業振興課 令和４年 ２月 ８日（火） 

 

３ 指定管理者 

指定管理者名（公の施設） 主 管 部 課 実  施  日 

社会福祉法人 府中市社会福祉協議会

（府中市立ふれあい会館） 
福祉保健部地域福祉推進課 令和３年１１月 ８日（月） 

社会福祉法人 府中市社会福祉協議会

（府中市立心身障害者福祉センター） 
福祉保健部障害者福祉課 令和３年１１月 ９日（火） 

社会福祉法人 正吉福祉会 

（府中市立特別養護老人ホームよつや苑） 

（府中市立高齢者在宅サービスセンターよつや苑）  

福祉保健部介護保険課 令和３年１１月１１日（木） 

社会福祉法人 多摩同胞会 

（府中市立特別養護老人ホームあさひ苑） 

（府中市立高齢者在宅サービスセンターあさひ苑）  

福祉保健部介護保険課 令和３年１１月１２日（金） 

  

第３ 監査の実施場所 

  府中市役所北庁舎３階会議室、現地施設他 

 

第４ 監査の範囲 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日までに執行された補助金、出資金及び公の施設の

指定管理に係る出納その他の事務の執行 
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第５ 監査の着眼点及び主な実施内容 

  当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が、当該財政的援助等の目的に沿って適正

かつ効果的に行われているかなどに主眼をおき、府中市監査基準に準拠し通常実施すべき監査

手続きを実施した。 

 

１ 補助金に関する事務 

 (1) 主管部課 

ア 補助金の交付時期、手続き等は適正か。 

イ 補助金等交付団体への指導監督は適切か。 

 (2) 財政援助団体 

ア 補助金等交付申請書の提出及び受領は適時に行われているか。 

イ 補助事業は目的に沿って適正に執行されているか。 

ウ 経理事務は適正に行われているか。 

 

 ２ 出資金に関する事務 

 (1) 主管部課 

  ア 出資目的及び出資金額等は妥当か。 

イ 出資による権利は適正に管理されているか。 

 (2) 出資団体 

ア 設立目的（出資目的）に沿った事業運営が行われているか。 

イ 資金の運用は適切か。 

ウ 経理事務は適正に行われているか。 

 

 ３ 公の施設の指定管理に関する事務 

 (1) 主管部課 

  ア 指定管理者を導入した目的、趣旨は生かされているか。 

イ 指定管理者の指定、協定の締結等の手続きは適正か。 

ウ 指定管理者への指導監督は適切か。 

 (2) 指定管理者 

  ア 施設の管理運営は適切に行われているか。 

イ 協定等に基づく義務の履行は適切に行われているか。 

ウ 経理事務は適正に行われているか。 

 

第６ 監査の結果 

いずれの監査対象とも、上記の記載事項のとおり監査した限り重要な点において、監査の対

象となった財政援助団体等の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行について、当該

財政的援助等の目的に沿って行われていることが認められた。なお、一部に改善・検討を要す

る事項が見受けられたので、それぞれのところで述べることとする。 
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社会福祉法人 府中市社会福祉協議会 

１ 概要 

 (1) 目的 

社会福祉法人府中市社会福祉協議会（以下「社会福祉協議会」という。）は、府中市におけ

る社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動

の活性化により、地域福祉の増進を図ることを目的とする。 

 (2) 事業内容 

ア 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

イ 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

ウ 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成 

エ アからウのほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業 

オ 保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡 

カ 応急小口資金の貸付 

キ 共同募金事業への協力 

ク 身体障害者福祉センターの経営 

ケ 一般相談支援事業の経営 

コ 特定相談支援事業の経営 

サ 障害児相談支援事業の経営 

シ 障害児通所支援事業の経営 

ス 福祉サービス利用援助事業の経営 

セ 生活福祉資金貸付等相談事業 

ソ 障害福祉サービス事業の経営 

タ 在宅福祉サービス事業の経営 

チ 老人居宅介護等事業の経営 

ツ 移動支援事業の経営 

テ 生活支援体制整備事業 

ト その他この法人の目的達成のため必要な事業 

 (３) 組織（令和３年８月１日現在） 

ア 設立 

昭和３８年１０月２９日 

昭和４５年 ５月３０日 法人認可 

平成１８年 ４月 １日 財団法人府中市民福祉公社と統合 

イ 所在地 

府中市府中町１丁目３０番地 府中市立ふれあい会館２階 

ウ 役員 

会長      １名 

副会長     ３名 

常務理事    ２名 

理事     １０名 
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監事      ２名 

エ 職員（臨時職員を除く） 

事務局長    １名（常務理事及び参事兼務） 

参事      １名（常務理事兼務１名） 

課長等     ４名（うち非常勤１名） 

課長補佐    ３名 

係長等     ７名 

主査      ２名 

主任     １５名 

係員等    ６５名（うち非常勤１名、再雇用８名、嘱託２１名） 

オ 会員（令和３年３月３１日現在） 

個人    １，６００件 

法人団体    ２０８件 

 

２ 財政援助状況 

 (1) 団体への補助について 

監査対象の補助金については、次のとおりである。 

補助金の申請から交付決定に至るまでの手続きについて、交付申請書、交付決定通知書、

添付書類等を確認したところ、交付時期及び手続き、積算内訳は適正であった。 

補助金の交付状況については、次のとおりである。 

 

補助事業名   社会福祉法人府中市社会福祉協議会運営費補助金 

交 付 額   １６６，４２２，０２５円 

交付申請日   令和２年 ４月 １日 

交付決定日   令和２年 ４月 １日 

交付状況   

第１回    令和２年 ４月２０日   ５０，９７３，５００円 

第２回    令和２年 ７月 １日   ５０，９７３，５００円 

第３回    令和２年１０月 １日   ５０，９７３，５００円 

第４回    令和３年 １月 ４日   ５０，９７３，５００円 

戻入(精算)  令和３年 ５月１９日  △３７，４７１，９７５円 

 

 (2) 会計経理について 

補助金の会計経理について、各種出納関係帳票、預金通帳、領収書等の証拠書類を確認し

たところ、広報紙印刷発行業務委託において、契約変更の手続きがなされていなかった。 

補助金の当初予算額と決算額は、次のとおりである。 

 

補助金名 当初予算額 決 算 額 

社会福祉法人府中市社会福祉協

議会運営費補助金 
203,894,000円 166,422,025円 
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 (3) 実績報告について 

団体の実績報告書に基づいて、補助金交付条件の履行を確認したところ、適正に執行され

ていることが認められた。 

補助金に係る収支決算状況については別表１から別表２までのとおりである。
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別表１ 令和２年度  社会福祉法人府中市社会福祉協議会 収支決算状況（抜粋） 

（単位：円）

金　　額 金　　額
会費収入 2,824,115 人件費支出 262,641,284
寄附金収入 65,953,943 役員報酬支出 720,000
経常経費補助金収入 183,910,005 職員給料支出 143,835,490

市補助金収入 179,221,905 職員賞与支出 46,085,974
人件費補助金収入 153,829,294 非常勤職員給与支出 22,797,795
事業補助金収入※ 25,392,611 派遣職員費支出 265,219

共同募金配分金収入 4,688,100 退職給付支出 14,335,926
受託金収入 140,212,023 法定福利費支出 34,600,880
事業収入 2,827,500 事業費支出 42,144,746
受取利息配当金収入 36,972 諸謝金支出 10,425,600
その他の収入 3,860,065 旅費交通費 88,307

消耗器具備品費支出 7,912,961
印刷製本費支出 2,129,890
車輌費支出 939,087
修繕費支出 9,640
通信運搬費支出 5,853,486
会議費支出 0
広報費支出 3,628,798
業務委託費支出 8,655,699
手数料支出 516,660
保険料支出 142,090
賃借料支出 720,268
租税公課支出 1,600
援護費支出 69,830
給食費支出 0
雑支出 1,050,830

事務費支出 31,810,712
福利厚生費支出 3,370,192
職員被服費支出 364,250
旅費交通費支出 4,160
研修研究費支出（事務） 123,949
事務消耗品費支出 2,309,947
印刷製本費支出 274,890
修繕費支出 153,135
通信運搬費支出 2,108,387
会議費支出 1,920
広報費支出 61,418
業務委託費支出（事務） 1,206,745
手数料支出 857,368
保険料支出 699,965
賃借料支出 2,462,236
土地・建物賃借料支出 6,229,548
租税公課支出 6,563,713
保守料支出 710,820
渉外費支出 37,600
諸会費支出 138,440
雑支出 4,132,029

分担金支出 33,334
助成金支出 3,568,567
支払利息支出 1,477,439
その他の支出 1,200,000

399,624,623 342,876,082
「地域福祉活動推進事業拠点区分　資金収支計算書」のうち「事業活動による収支」から抜粋
※事業補助金収入には、補助金事業に係る利用者からの収入も含む。

収  　入 支　　出
科　　目 科　　目

合  計 合　計
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別表２ 令和２年度 社会福祉法人府中市社会福祉協議会 補助金決算状況

（単位：円）

市補助金額 決算額 補助対象決算額 差引残額 市返還額

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ａ）－（Ｃ）

人件費 183,771,000 153,829,294 100% 153,829,294 29,941,706 29,941,706
事務室使用料 6,230,000 6,229,548 100% 6,229,548 452 452
広報発行費 1,916,000 3,400,798 50% 1,700,399 215,601 215,601
福祉まつり事業費 3,758,000 65,180 50% 32,590 3,725,410 3,725,410
わがまち支えあい協議会事業費 1,478,000 1,101,074 50% 550,537 927,463 927,463
おはようふれあい事業費 203,000 331,764 50% 165,882 37,118 37,118
ハンディキャブ運行事業費 310,000 505,312 50% 252,656 57,344 57,344
在宅福祉助け合い事業費 3,748,000 2,516,512 100% 2,516,512 1,231,488 1,231,488
民間賃貸住宅あっ旋居住保証事業 270,000 0 100% 0 270,000 270,000
まちづくりニュース発行費 379,000 760,404 50% 380,202 △ 1,202 △ 1,202
ボランティア養成事業 68,000 116,562 50% 58,281 9,719 9,719
ボランティア体験事業 464,000 7,812 50% 3,906 460,094 460,094
福祉教育の推進 1,299,000 1,404,437 50% 702,218 596,782 596,782

合　　計 203,894,000 170,268,697 - 166,422,025 37,471,975 37,471,975

対象補助事業
補助
割合
（％）
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公益社団法人 府中市シルバー人材センター 
 

１ 概要 

 (1) 目的 

公益社団法人府中市シルバー人材センター（以下「センター」という。）は、社会参加の意

欲のある健康な高齢者に対し、地域社会と連携を保ちながら、その希望、知識及び経験に応

じた就業並びに社会奉仕等の活動機会を確保し、生活感の充実及び福祉の増進を図るととも

に、高齢者の能力を生かした活力ある地域社会づくりに寄与することを目的とする。 

 (2) 事業内容 

ア 臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業を希望する高齢者のための

就業の機会確保及び提供 

イ 高齢者に対し、就業に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習の実施 

ウ 社会奉仕活動等を通じて、高齢者の生きがいの充実及び社会参加の推進を図るために必

要な事業 

エ 目的を達成するための調査研究、相談及び事業の企画運営 

オ その他センターの目的を達成するために必要な事業 

 (3) 組織（令和３年８月１日現在） 

ア 設立 

昭和５２年 ７月２０日 団体の設立 

昭和５５年１２月 １日 社団法人シルバー人材センター府中市高齢者事業団 

設立認可 

平成 ２年 ７月 ２日 社団法人府中市シルバー人材センターに名称変更 

平成２３年 ３月３１日 社団法人府中市シルバー人材センター解散 

平成２３年 ４月 １日 公益社団法人府中市シルバー人材センター設立認可 

イ 所在地 

府中市府中町１丁目３０番地 府中市立ふれあい会館１階 

ウ 役員 

会長          １名 

副会長         １名 

専務理事        １名 

理事         １３名（うち会長１名・副会長１名・専務理事１名） 

監事          ２名 

エ 事務局 

事務局長        １名 

事務局長代理      １名 

主任          ２名 

事務職員        ４名 

無期雇用        １名 

嘱託職員        １名 

継続雇用        ２名 
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臨時職員        ２名 

オ 会員数（令和３年８月１日現在） 

    正会員     １，９５２名 

特別会員        １名 

 

２ 財政援助状況 

 (1) 団体への補助について 

監査対象の補助金については、次のとおりである。 

補助金の申請から交付決定に至るまでの手続きについて、交付申請書、交付決定通知書、

添付書類等を確認したところ、交付時期及び手続き、積算内訳は適正であった。 

補助金の交付状況については、次のとおりである。 

 

補助事業名    公益社団法人府中市シルバー人材センター補助金 

交 付 額    ５１，０５９，０００円 

交付申請日    令和２年 ４月 １日 

交付決定日    令和２年 ４月 １日 

交付状況   

第１回     令和２年 ４月２１日   ２５，０００，０００円 

第２回     令和２年 ６月２２日   １５，０００，０００円 

第３回     令和２年 ９月２３日    ５，５３０，０００円 

第４回     令和２年１２月２１日    ５，５２９，０００円 

戻入（精算）  該当なし 

 

 (2) 会計経理について 

補助金の会計経理について、各種出納関係帳票、預金通帳、領収書等の証拠書類を確認し

たところ、計数等に誤りはなく、適正に執行されていることが認められた。 

補助金の当初予算額と決算額は、次のとおりである。 

 

補助金名 当初予算額 決 算 額 

公益社団法人府中市シルバー人

材センター補助金 
51,059,000円 51,059,000円 

 

 (3) 実績報告について 

団体の実績報告書に基づいて、補助金交付条件の履行を確認したところ、適正に執行され

ていることが認められた。 

補助金に係る収支決算状況については別表３のとおりである。 
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別表３ 令和２年度 公益社団法人府中市シルバー人材センター補助金 収支決算状況 

（単位：円）

金　　額 金　　額 補助金充当額
府中市補助金 51,059,000 人件費 55,419,111 39,718,000
連合補助金　※ 12,529,000 給与手当 31,194,177 25,100,000
センター負担額 36,574,784 法定福利費 8,815,431 5,388,000

退職給付費用 2,016,888 1,400,000
臨時雇用賃金 13,392,615 7,830,000

管理運営費 44,743,673 11,341,000
光熱水料費 267,226 200,000
旅費交通費 719,422 700,000
通信運搬費 2,423,357 1,000,000
消耗品什器備品費 0 0
消耗品費 6,734,063 1,300,000
修繕費 554,834 0
印刷製本費 4,726,695 2,175,000
燃料費 0 0
諸謝金 6,657,770 750,000
租税公課 5,430,090 0
組織活動助成費 145,000 0
賃借料 14,054,544 5,216,000
手数料 518,065 0
委託費 2,465,849 0
雑費 6,920 0
支払負担金 39,838 0

100,162,784 100,162,784 51,059,000
※　東京都シルバー人材連合からの補助金

合  計 合　計

収  　入 支　　出
科　　目 科　　目
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府中市立ふれあい会館 

１ 概要 

府中市立ふれあい会館は、平成３０年度から令和４年度までを期間として、社会福祉法人府

中市社会福祉協議会が指定管理者として当該施設の管理運営を行っている。 

指定管理者及び施設の概要については、次のとおりである。 

 (1) 指定管理者の概要（令和３年８月１日現在） 

ア 事務所の所在地及び事業内容 

所 在 地   府中市府中町１丁目３０番地 府中市立ふれあい会館２階 

事業内容   「社会福祉法人府中市社会福祉協議会」１概要(2)事業内容のとおり 

イ 設立及び指定管理の状況 

「社会福祉法人府中市社会福祉協議会」１概要(3)組織ア設立のとおり 

ウ 役員 

    「社会福祉法人府中市社会福祉協議会」１概要(3)組織ウ役員のとおり 

エ 施設職員 

臨時職員   ３名 

 (2) 施設の概要 

所 在 地   府中市府中町１丁目３０番地 

根拠条例   府中市立ふれあい会館条例 

設置目的   市民及び市内の団体に福祉活動の場を提供することによって市民福祉の

増進を図ることを目的とする。 

開設年月日   平成２年７月３０日 

管理運営   指定管理者による 

 

２ 公の施設の指定管理に関する事務 

 (1) 指定管理者の指定及び基本協定の締結 

指定管理者の指定及び基本協定の締結の手続きについて、指定管理者指定申請書、指定管

理者指定書、基本協定を確認したところ、法令に基づき適正に行われていた。 

 

基本協定締結日  平成３０年３月３１日 

指 定 期 間  平成３０年４月１日から令和５年３月３１日まで 

 

 (2) 指定管理料の支払状況 

令和２年度の指定管理者への指定管理料の支払状況は次のとおりである。 

年度協定の締結、請求、支払決定に至るまでの手続きについて、年度協定書、請求書、予

算執行票等を確認したところ、支払時期及び手続き、指定管理料の積算内訳は適正であった。 
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     支出金額     ２３，２２３，４４１円 

     協定締結日    令和 ２年 ４月 １日（年度協定） 

     支払状況 

      第１回     令和 ２年 ４月２０日   ６，１３６，０００円 

      第２回     令和 ２年 ７月 １日   ６，１３６，０００円 

      第３回     令和 ２年１０月 １日   ６，１３６，０００円 

      第４回     令和 ３年 １月 ４日   ６，１３８，４４３円 

      戻入（精算）  令和 ３年 ５月１９日  △１，３２３，００２円  

 

 （３） 会計経理について 

公の施設の指定管理に係る会計経理について、各種出納関係帳票、施設利用申込書、領収

書等の証拠書類を確認したところ、計数等に誤りはなく、適正に執行されていることが認め

られた。 

なお、備品管理について、府中市物品管理規則に基づき、備品、備品台帳及び備品ラベル

を確認したところ、現物を確認できない備品が見受けられた。 

 （４） 実績報告について 

指定管理者の実績報告書により、協定等に基づく義務の履行を確認したところ、基本協定

書第１５条に規定される業務報告書（月報）について、記載されている根拠条項が異なって

いた。 

公の施設の指定管理に係る収支決算状況については、別表４のとおりである。 
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別表４ 令和２年度 府中市立ふれあい会館の指定管理に係る収支決算状況 

（単位：円）

金　　額 金　　額
指定管理料（委託料） 24,546,443 運営事務費 5,812,753
利用料金 0 非常勤職員賃金 5,556,878
自主企画事業収入 0 需用費 49,541
特別企画事業収入 0 役務費 192,344
その他の収入 0 委託料 0

使用料及び賃借料 13,990
施設管理費 15,998,154

需用費 912,657
修繕費 1,426,205
光熱水費 5,212,738
委託料 8,446,554

その他 787,038
消費税及び地方消費税 787,038

24,546,443 22,597,945
1,948,498
1,323,002

※指定管理料（委託料）については、非常勤職員賃金、役務費、委託料、消費税及び地方消費
税拠出金において、未執行分の1,749,207円が返還の対象となるが、緊急修繕への対応として
返還額のうち426,205円を修繕費へ流用したことで、戻入額は1,323,002円となった。

指定管理料（委託料）戻入※
収支決算額（収入－支出）

収　　入 支　　出
科　　目 科　　目

合  計 合　計
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府中市立心身障害者福祉センター 

 

１ 概要 

府中市立心身障害者福祉センターは、平成２８年度から令和２年度までを期間として、社会

福祉法人府中市社会福祉協議会が指定管理者として当該施設の管理運営を行っていた。なお、

令和３年度については、令和３年度から令和７年度までを期間として、同法人が引き続き指定

管理者として当該施設の管理運営を行う。 

指定管理者及び施設の概要については、次のとおりである。 

 (1) 指定管理者の概要（令和３年８月１日現在） 

ア 事務所の所在地及び事業内容 

所 在 地   府中市府中町１丁目３０番地 

事業内容   「社会福祉法人府中市社会福祉協議会」１概要(2)事業内容のとおり 

イ 設立 

「社会福祉法人府中市社会福祉協議会」１概要(3)組織ア設立のとおり 

ウ 役員 

「社会福祉法人府中市社会福祉協議会」１概要(3)組織ウ役員のとおり 

エ 施設職員（臨時職員を除く） 

施設長       １名 

副施設長      １名 

係長        ３名 

主査        ２名 

主任        ８名 

事務職員      １名（嘱託） 

看護職員      ４名 

作業療法士     １名 

理学療法士     １名 

生活支援員     ９名（うち嘱託３名） 

児童指導員     ９名（うち嘱託５名） 

相談員       ５名（うち嘱託２名） 

支援員       １名（嘱託） 

 (2) 施設の概要 

所 在 地  府中市南町５丁目３８番地 

根拠条例  府中市立心身障害者福祉センター条例 

設置目的  心身障害者の文化教養の向上を図るとともにその社会参加と自立を助長す

ることにより、心身障害者の福祉を増進することを目的とする。 

開設年月日  昭和５７年６月５日 

管理運営  指定管理者による 
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２ 公の施設の指定管理に関する事務 

 (1) 指定管理者の指定及び基本協定の締結 

指定管理者の指定及び基本協定の締結の手続きについて、指定管理者指定申請書、指定管

理者指定書、基本協定を確認したところ、法令に基づき適正に行われていた。 

 

基本協定締結日  平成２８年３月３１日 

指 定 期 間  平成２８年４月１日から令和３年３月３１日まで 

 

 (2) 指定管理料の支払状況 

令和２年度の指定管理者への指定管理料の支払状況は次のとおりである。 

年度協定の締結、請求、支払決定に至るまでの手続きについて、年度協定書、請求書、予

算執行票等を確認したところ、支払時期、手続き及び指定管理料の積算内訳は適正であった。 

 

   支出金額     ２８９，７８４，４２９円 

   協定締結日    令和２年４月１日（年度協定） 

   支払状況 

    第１回     令和 ２年 ４月３０日  ５０，５７４，０００円 

    第２回     令和 ２年 ６月２２日  ５０，５７４，０００円 

    第３回     令和 ２年 ８月１９日  ５０，５７４，０００円 

    第４回     令和 ２年１０月 １日  ５０，５７４，０００円 

    第５回     令和 ２年１２月１５日  ５０，５７４，０００円 

    第６回     令和 ３年 ２月 ９日  ５０，５７４，０００円 

    戻入（精算）  令和 ３年 ５月２５日 △１３，６５９，５７１円 

 

 (3) 会計経理について 

公の施設の指定管理に係る会計経理について、各種出納関係帳票、施設利用申込書、領収

書等の証拠書類を確認したところ、バス運行業務委託において、契約書の日付が空欄になっ

ていた。 

 (4) 実績報告について 

指定管理者の実績報告書により、協定等に基づく義務の履行を確認したところ、適正に執

行されていることが認められた。 

公の施設の指定管理に係る収支決算状況については、別表５のとおりである。 
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別表５ 令和２年度 府中市立心身障害者福祉センターの指定管理に係る収支決算状況 
（単位：円）

金　　額 金　　額
指定管理料（委託料） 303,444,000 352,477,433

職員給料 145,629,101
職員賞与 50,575,398

認定調査料 277,200 非常勤職員給与 105,621,400
寄附金収入 29,775 退職給付 7,074,000
その他事業活動収入 5,917,668 法定福利費 43,577,534
固定資産売却収入・繰入金収入 11,277,360 112,975,683

諸謝金 112,274
旅費交通費 11,263
消耗器具備品費 1,987,103
印刷製本費 1,958
水道光熱費 8,873,232
車輛費 203,754
燃料費 0
修繕費 4,120,127
通信運搬費 302,235
広報費 12,730
業務委託費 94,394,483
手数料 241,092
保険料 358,748
賃借料 444,286
給食費 24,105
介護用品費 472,515
保健衛生費 717,747
教養娯楽費 57,519
保育材料費 633,077
雑支出 7,435

10,378,220
福利厚生費 1,335,455
職員被服費 757,585
旅費交通費 1,000
研修研究費 127,066
事務消耗品費 811,618
修繕費 279,383
通信運搬費 1,324,122
会議費 600
広報費 44,000
業務委託費 1,010,724
手数料 65,979
保険料 189,910
賃借料 3,663,565
租税公課 121,329
保守料 466,884
諸会費 179,000

22,478

506,692,720 478,952,496
27,740,224
13,659,571

※1 指定管理料の精算を行い、収支決算額のうち13,659,571円は市へ返還する。
※2 指定管理料（委託料）については、機能訓練事業費、緊急一時入所事業費及び修繕

費が見込額に対し実績額が下回ったことで、2,833,096円、9,863,739円及び16,086円
がそれぞれ戻入となったほか、令和２年度については新型コロナウイルス感染症の影
響で休止した事業の費用を精算の対象とし、946,650円を戻入した。

収　　入 支　　出
科　　目 科　　目

人件費
障害福祉サービス事業収
入（利用料金等）

185,746,717

事業費

事務費

その他事業活動支出
リース債務・長期未払金・固定
資産取得支出・繰入金費用

3,098,682

合  計
収支決算額（収入－支出）※1
指定管理料（委託料）戻入※2

合　計
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社会福祉法人正吉福祉会 

 

１ 概要 

社会福祉法人正吉福祉会は、平成２８年度から令和２年度までの「府中市立特別養護老人ホ

ームよつや苑」及び「府中市立よつや苑高齢者在宅サービスセンター」の指定管理者として当

該施設の管理運営を行っていた。なお、令和３年度については、令和３年度から令和７年度ま

でを期間として、同法人が引き続き指定管理者として当該施設の管理運営を行う。 

指定管理者及び施設の概要については、次のとおりである。 

 (1) 指定管理者の概要（令和３年８月１日現在） 

ア 所在地及び業務内容 

本部所在地  稲城市平尾４丁目１６番地の１ 

業務内容   第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業 

イ 設立 

設立認可   昭和６０年３月 

設立     昭和６０年４月８日 

ウ 役員 

理事長       １名 

理事        ７名 

監事        ２名 

エ 職員 

(ア) 府中市立特別養護老人ホームよつや苑（※一部の職員は府中市立よつや苑高齢者在宅

サービスセンターと兼務） 

施設長       １名 

医師        ５名（非常勤） 

介護支援専門員   １名 

生活相談員     １名 

介護職員     ３９名（うち非常勤１６名、派遣３名） 

看護職員      ８名（うち非常勤１名、派遣３名） 

栄養士       １名（管理栄養士） 

機能訓練指導員   ４名（うち嘱託１名、非常勤１名） 

事務員       ４名（うち派遣２名） 

歯科衛生士     １名（非常勤） 

運転手       １名（非常勤） 

(イ) 府中市立よつや苑高齢者在宅サービスセンター 

管理者       ２名（うち生活相談員兼務１名、介護職員兼務１名） 

介護職員     １４名（うち管理者兼務１名、非常勤７名、派遣１名） 

生活相談員     ６名（うち管理者兼務１名、機能訓練指導員１名） 

機能訓練指導員   １名（うち生活相談員兼務１名） 
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 (2) 施設の概要 

ア 府中市立特別養護老人ホームよつや苑 

所 在 地  府中市四谷３丁目６６番地 

根拠条例  府中市立特別養護老人ホーム条例 

設置目的  常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な

高齢者を入所させることを目的とする。 

開設年月日  平成４年１月２０日 

管理運営  指定管理者による（利用料金制を導入） 

イ 府中市立よつや苑高齢者在宅サービスセンター 

所 在 地  府中市四谷３丁目６６番地 

根拠条例  府中市立高齢者在宅サービスセンター条例 

設置目的  在宅の高齢者に各種のサービスを提供することにより、当該高齢者及び

その家族の福祉の増進を図ることを目的とする。 

開設年月日  平成４年１月２０日 

管理運営  指定管理者による（利用料金制を導入） 

 

２ 公の施設の指定管理に関する事務 

 (1) 指定管理者の指定及び基本協定の締結 

指定管理者の指定及び基本協定の締結の手続きについて、指定管理者指定申請書、指定管

理者指定書、基本協定を確認したところ、法令に基づき適正に行われていた。 

 

ア 府中市立特別養護老人ホームよつや苑 

基本協定締結日  平成２８年３月３１日 

指 定 期 間  平成２８年４月１日から令和３年３月３１日まで 

イ 府中市立よつや苑高齢者在宅サービスセンター 

基本協定締結日  平成２８年３月３１日 

指 定 期 間  平成２８年４月１日から令和３年３月３１日まで 

 

 (2) 指定管理料の支払状況 

令和２年度の指定管理者への指定管理料の支払状況は次のとおりである。 

年度協定の締結、請求、支払決定に至るまでの手続きについて、年度協定書、請求書、予

算執行票等を確認したところ、基本協定書第１３条において、毎年度指定する期日までに提

出し、市の確認を得ることとされている事業計画書が期日までに提出されていなかった。  
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  ア 府中市立特別養護老人ホームよつや苑 

    支出金額     ６１，１０３，２２５円 

    協定締結日    令和２年 ４月 １日（年度協定） 

    支払状況 

     第１回     令和２年 ４月３０日  １５，５９７，５８０円 

     第２回     令和２年 ７月２８日  １５，５９７，０００円 

     第３回     令和２年１０月２０日  １５，５９７，０００円 

     第４回     令和３年 １月１８日  １５，５９７，０００円 

     戻入（精算）  令和３年 ３月３１日  △１，２８５，３５５円 

  イ 府中市立よつや苑高齢者在宅サービスセンター 

    支出金額     ２２，０１１，８７２円 

    協定締結日    令和２年 ４月 １日（年度協定） 

    支払状況 

     第１回     令和２年 ４月３０日   ５，７２５，７９５円 

     第２回     令和２年 ７月２８日   ５，７２３，０００円 

     第３回     令和２年１０月２０日   ５，７２３，０００円 

     第４回     令和３年 １月１８日   ５，７２３，０００円 

     戻入（精算）  令和３年 ３月３１日    △８８２，９２３円 

 

 (3) 会計経理について 

公の施設の指定管理に係る会計経理について、各種出納関係帳票、施設利用申込書、領収

書等の証拠書類を確認したところ、計数等に誤りはなく、適正に執行されていることが認め

られた。 

なお、備品管理について、府中市物品管理規則に基づき、備品、備品台帳及び備品ラベル

を確認したところ、備品ラベルが貼付されていない備品、現物を確認できない備品が見受け

られた。 

 (4) 実績報告について 

指定管理者の実績報告書により、協定等に基づく義務の履行を確認したところ、事業報告

書において次の点が見受けられた。 

第一に、基本協定書第１４条において、毎年度指定する期日までに提出し、市の確認を得

ることとされている事業報告書が期日までに提出されていなかった。 

第二に、基本協定書第１５条において、月ごとに作成し、翌月の末日までに提出するとさ

れている業務報告書が期日までに提出されていなかった。 

第三に、事業報告書に記載される利用料金の収入状況（月別）において、府中市立特別養

護老人ホームよつや苑における介護給付費の収入金額が誤って計上されていた。 

公の施設の指定管理に係る収支決算状況については、別表６から別表７までのとおりであ

る。 
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別表６ 令和２年度 府中市立特別養護老人ホームよつや苑の指定管理に係る収支決算状況

（単位：円）

金　　額 金　　額
指定管理料（委託料） 61,103,225 人件費 231,250,812
利用者負担 76,475,115 職員給料 103,484,633

利用料 30,697,707 職員賞与 19,899,063
食事料 24,809,103 非常勤職員給与 28,527,425

15,485,405 派遣職員費 54,440,453
5,482,900 退職給付 2,374,624

介護給付費 275,145,326 法定福利費 22,524,614
その他の事業収入 4,224,626 事業費 71,877,050

補助金事業収入 4,224,626 給食費 23,495,793
受託事業収入 0 介護用品費 8,102,453

その他の収入 386,221 医薬品費 0
保健衛生費 3,095,368
被服費 0
教養娯楽費 894,795
日用品費 5,740,677
水道光熱費 17,631,472
燃料費 5,284,117
消耗器具備品費 4,369,866
保険料 500,553
賃借料 2,340,346
車両費 421,610
雑支出 0

事務費 54,433,317
福利厚生費 1,505,149
職員被服費 666,004
旅費交通費 144,687
研修研究費 1,466,406
事務消耗品費 1,260,285
印刷製本費 896,624
燃料費 1,378
修繕費 3,754,069
通信運搬費 1,496,298
会議費 2,492
広報費 22,850
業務委託費 16,735,109
手数料 8,126,498
保険料 399,202
賃借料 2,864,852
土地・建物賃借料 53,840
租税公課 50,119
保守料 13,795,746
渉外費 143,448
諸会費 305,610
雑支出 742,651

その他の支出 329,929
417,334,513 357,891,108

59,443,405
1,285,355

※指定管理料（委託）については、修繕費の見込額に対し実績額が下回ったことで、1,285,355円が
戻入となっている。

指定管理料（委託料）戻入※

合  計 合　計
差引残額

収　　入 支　　出
科　　目 科　　目

居住費
その他
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別表７ 令和２年度 府中市立よつや苑高齢者在宅サービスセンターの指定管理に係る収支決算状況 

（単位：円）

金　　額 金　　額
指定管理料（委託料） 22,011,872 人件費 134,997,544
利用者負担 27,996,691 職員給料 55,277,816

利用料 15,233,998 職員賞与 9,345,730
食事料 10,125,696 非常勤職員給与 38,427,076

2,275,715 派遣職員費 13,711,558
361,282 退職給付 2,447,916

介護給付費 113,989,146 法定福利費 15,787,448
その他の事業収入 1,885,950 事業費 25,386,339

補助金事業収入 1,885,950 給食費 7,060,005
受託事業収入 0 介護用品費 1,107,246

その他の収入 612,802 医薬品費 0
保健衛生費 873,235
被服費 0
教養娯楽費 3,150,647
日用品費 373,207
水道光熱費 6,904,193
燃料費 2,069,174
消耗器具備品費 1,162,286
保険料 263,186
賃借料 998,307
車両費 1,424,853
雑支出 0

事務費 24,926,349
福利厚生費 736,243
職員被服費 298,723
旅費交通費 982
研修研究費 28,035
事務消耗品費 593,567
印刷製本費 393,324
燃料費 611
修繕費 1,768,901
通信運搬費 817,129
会議費 1,792
広報費 10,120
業務委託費 5,851,688
手数料 3,939,174
保険料 677,961
賃借料 4,075,573
土地・建物賃借料 9,675
租税公課 14,989
保守料 5,593,612
渉外費 10,714
諸会費 88,395
雑支出 15,141

その他の支出 353,084
166,496,461 185,663,316

△ 19,166,855
882,923

※指定管理料（委託）については、修繕費の見込額に対し実績額が下回ったことで、882,923円が
戻入となっている。

指定管理料（委託料）戻入※

合  計 合　計
差引残額

収　　入 支　　出
科　　目 科　　目

居住費
その他
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社会福祉法人多摩同胞会 

 

１ 概要 

社会福祉法人多摩同胞会は、平成２８年度から令和２年度までの「府中市立特別養護老人ホ

ームあさひ苑」及び「府中市立あさひ苑高齢者在宅サービスセンター」の指定管理者として当

該施設の管理運営を行っていた。なお、令和３年度については、令和３年度から令和７年度ま

でを期間として、同法人が引き続き指定管理者として当該施設の管理運営を行う。 

指定管理者及び施設の概要については、次のとおりである。 

 (1) 指定管理者の概要（令和３年８月１日現在） 

ア 所在地及び業務内容 

本部所在地  府中市武蔵台１丁目１０番地の１ 

業務内容  第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業 

イ 設立 

設立     昭和２１年１２月１３日 

ウ 役員 

理事長       １名 

理事       １０名（理事長含む） 

監事        ２名 

エ 職員 

(ア) 府中市立特別養護老人ホームあさひ苑（※一部の職員は府中市立あさひ苑高齢者在宅

サービスセンターと兼務） 

施設長       １名 

医師        ５名（非常勤） 

生活相談員     ３名 

介護職員     ６１名（うち非常勤３２名） 

看護職員      ６名（うち非常勤１名） 

栄養士       ２名 

機能訓練指導員   １名 

調理員      １０名（うち非常勤３名） 

事務員       ２名 

歯科衛生士     ２名（非常勤） 

(イ) 府中市立あさひ苑高齢者在宅サービスセンター 

センター長     １名 

介護職員     ２７名（うち非常勤１７名） 

看護職員      ５名（うち非常勤３名） 

機能訓練指導員   ３名 
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 (2) 施設の概要 

ア 府中市立特別養護老人ホームあさひ苑 

所 在 地  府中市朝日町３丁目１７番地 

根拠条例  府中市立特別養護老人ホーム条例 

設置目的  常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な

高齢者を入所させることを目的とする。 

開設年月日  平成５年８月１日 

管理運営  指定管理者による（利用料金制を導入） 

イ 府中市立あさひ苑高齢者在宅サービスセンター 

所 在 地  府中市朝日町３丁目１７番地 

根拠条例  府中市立高齢者在宅サービスセンター条例 

設置目的  在宅の高齢者に各種のサービスを提供することにより、当該高齢者及び

その家族の福祉の増進を図ることを目的とする。 

開設年月日  平成５年８月１日 

管理運営  指定管理者による（利用料金制を導入） 

 

２ 公の施設の指定管理に関する事務 

 (1) 指定管理者の指定及び基本協定の締結 

指定管理者の指定及び基本協定の締結の手続きについて、指定管理者指定申請書、指定管

理者指定書、基本協定を確認したところ、法令に基づき適正に行われていた。 

 

ア 府中市立特別養護老人ホームあさひ苑 

基本協定締結日  平成２８年３月３１日 

指 定 期 間  平成２８年４月１日から令和３年３月３１日まで 

イ 府中市立あさひ苑高齢者在宅サービスセンター 

基本協定締結日  平成２８年３月３１日 

指 定 期 間  平成２８年４月１日から令和３年３月３１日まで 

 

 (2) 指定管理料の支払状況 

令和２年度の指定管理者への指定管理料の支払状況は次のとおりである。 

年度協定の締結、請求、支払決定に至るまでの手続きについて、年度協定書、請求書、予

算執行票等を確認したところ、基本協定書第１３条において、毎年度指定する期日までに提

出し、市の確認を得ることとされている事業計画書が期日までに提出されていなかった。  
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  ア 府中市立特別養護老人ホームあさひ苑 

    支出金額     ７６，６２８，６４１円 

    協定締結日    令和２年 ４月 １日（年度協定） 

    支払状況 

     第１回     令和２年 ４月３０日  １９，１５７，６４１円 

     第２回     令和２年 ７月１７日  １９，１５７，０００円 

     第３回     令和２年１０月２０日  １９，１５７，０００円 

     第４回     令和３年 １月１８日  １９，１５７，０００円 

     戻入（精算）  該当なし   

  イ 府中市立あさひ苑高齢者在宅サービスセンター 

    支出金額     ２８，２６９，２３５円 

    協定締結日    令和２年 ４月 １日（年度協定） 

    支払状況 

     第１回     令和２年 ４月３０日  ７，０６８，２３５円 

     第２回     令和２年 ７月１７日  ７，０６７，０００円 

     第３回     令和２年１０月２０日  ７，０６７，０００円 

     第４回     令和３年 １月１８日  ７，０６７，０００円 

     戻入（精算）  該当なし   

 

 (3) 会計経理について 

公の施設の指定管理に係る会計経理について、各種出納関係帳票、施設利用申込書、領収

書等の証拠書類を確認したところ、計数等に誤りはなく、適正に執行されていることが認め

られた。 

なお、備品管理について、府中市物品管理規則に基づき、備品、備品台帳及び備品ラベル

を確認したところ、備品ラベルが貼付されていない備品、現物を確認できない備品、備品台

帳とは異なる設置場所にある備品が見受けられた。 

 (4) 実績報告について 

指定管理者の実績報告書により、協定等に基づく義務の履行を確認したところ、基本協定

書第１５条において、月ごとに作成し、翌月の末日までに提出するとされている業務報告書

が期日までに提出されていなかった。 

公の施設の指定管理に係る収支決算状況については、別表８から別表９までのとおりであ

る。 
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別表８ 令和２年度 府中市立特別養護老人ホームあさひ苑の指定管理に係る収支決算状況

（単位：円）

金　　額 金　　額
指定管理料（委託料） 76,628,641 人件費 286,161,622
利用者負担 88,675,930 職員給料 159,571,452

利用料 33,914,779 職員賞与 26,159,142
食事料 28,913,124 非常勤職員給与 60,201,615

17,944,285 派遣職員費 0
7,903,742 退職給付 6,813,980

介護給付費 326,731,962 法定福利費 33,415,433
その他の事業収入 4,369,914 事業費 94,986,711

補助金事業収入 3,799,860 給食費 25,949,579
受託事業収入 570,054 介護用品費 9,075,837

その他の収入 1,805,961 医薬品費 871,877
保健衛生費 3,337,194
被服費 0
教養娯楽費 6,036,104
日用品費 3,528,008
水道光熱費 21,006,067
燃料費 10,121,034
消耗器具備品費 5,009,442
保険料 281,075
賃借料 9,418,983
車両費 351,511
雑支出 0

事務費 77,055,484
福利厚生費 3,230,695
職員被服費 1,585,305
旅費交通費 32,287
研修研究費 644,399
事務消耗品費 3,882,338
印刷製本費 494,594
修繕費 12,439,862
通信運搬費 1,453,968
会議費 0
広報費 340,636
業務委託費 12,578,903
手数料 11,085,226
土地・建物賃借料 0
租税公課 465,816
保守料 27,375,268
渉外費 5,500
諸会費 433,933
雑支出 1,006,754

498,212,408 458,203,817
40,008,591

0指定管理料（委託料）戻入

合  計 合　計
差引残額

収　　入 支　　出
科　　目 科　　目

居住費
その他
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別表９ 令和２年度 府中市立あさひ苑高齢者在宅サービスセンターの指定管理に係る収支決算状況 

（単位：円）

金　　額 金　　額
指定管理料（委託料） 28,269,235 人件費 130,308,570
利用者負担 32,359,596 職員基本給 66,946,574

利用料 15,793,673 職員賞与手当 15,694,252
食事料 11,899,198 非常勤職員給与支出 32,276,495

2,185,975 派遣職員費支出 0
2,480,750 退職給付支出 133,500

介護給付費 135,440,009 法定福利費支出 15,257,749
補助金事業収入 2,996,399 事業費 27,800,544
その他の収入 91,071 給食費 6,054,324

介護用品費 90,295
医薬品費 323
保健衛生費 539,085
被服費 155,000
教養娯楽費 1,257,358
日用品費 147,679
水道光熱費 7,677,285
燃料費 3,765,681
消耗器具備品費 1,759,285
保険料 570,113
賃借料 4,269,541
車両費 1,514,575
雑支出 0

事務費 43,589,709
福利厚生費 1,324,936
職員被服費 622,071
旅費交通費 900
研修研究費 49,325
事務消耗品費 245,731
印刷製本費 210,658
修繕費 6,104,481
通信運搬費 744,667
会議費 0
広報費 135,246
業務委託費 19,676,068
手数料 3,746,564
土地・建物賃借料 0
租税公課 189,997
保守料 10,346,343
渉外費 0
諸会費 90,222
雑支出 102,500

199,156,310 201,698,823
△ 2,542,513

0指定管理料（委託料）戻入

合  計 合　計
差引残額

収　　入 支　　出
科　　目 科　　目

居住費
その他
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公益財団法人 府中市勤労者福祉振興公社 

１ 概要 

 (1) 目的 

公益財団法人府中市勤労者福祉振興公社（以下「公社」という。）は、府中市内の中小企業

及び小規模事業所（以下「中小企業」という。）に勤務する勤労者と事業主並びに市民に対し

総合的な勤労者福祉事業を行うことにより、中小企業等勤労者の福利の向上を図るとともに、

雇用の安定及び中小企業の振興、地域社会の発展に寄与することを目的とする。 

 (2) 事業内容 

ア 中小企業等勤労者の福利厚生に関する事業 

イ 中小企業等の勤労者福祉事業に関する普及啓発及び調査研究事業 

ウ 高年齢者に対する無料職業紹介等就業支援事業 

エ 府中市が行う勤労者福祉推進事業への協力事業 

オ その他公社の目的を達成するために必要な事業 

 (３) 組織（令和３年１２月１日現在） 

ア 設立 

昭和５４年１１月２３日 府中市勤労者互助会（任意団体）の設立 

平成 ３年 ４月 １日 財団法人府中市中小企業勤労者サービス公社（法人格の取得） 

平成１５年１０月 １日 高年齢者就業支援事業「いきいきワーク府中」開設 

平成２３年 ４月 １日 公益財団法人府中市勤労者福祉振興公社（公益認定） 

イ 所在地 

府中市府中町２丁目２５番地の１ 

ウ 役員 

理事長     １名 

副理事長    １名 

専務理事    １名 

理事     １０名（うち理事長１名、副理事長１名、専務理事１名） 

監事      ２名 

エ 職員 

事務局長    １名（専務理事兼務１名） 

事務局次長   １名（係長待遇） 

主任      １名 

主事      ２名 

嘱託      ３名 

臨時職員    ２名（非常勤） 

オ 会員（令和３年１２月１日現在） 

正会員    ７，０９１名 
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２ 財政援助状況 

 (1) 団体への補助について 

監査対象の補助金については、次のとおりである。 

補助金の申請から交付決定に至るまでの手続きについて、交付申請書、交付決定通知書、

添付書類等を確認したところ、交付時期及び手続き、積算内訳は適正であった。 

補助金の交付状況については、次のとおりである。 

 

ア 補助事業名   公益財団法人府中市勤労者福祉振興公社運営費補助金 

交 付 額   ３０，００９，９８２円 

交付申請日   令和２年 ４月 １日 

交付決定日   令和２年 ４月 １日 

交付状況    

第１回    令和２年 ４月２０日   ７，６７３，０００円 

第２回    令和２年 ７月１５日   ７，６７３，０００円 

第３回    令和２年１０月 １日   ７，６７３，０００円 

第４回    令和２年１２月１０日   ７，６７３，０００円 

戻入(精算)  令和３年 ３月３１日    △６８２，０１８円 

  イ 補助事業名   公益財団法人府中市勤労者福祉振興公社はつらつ高齢者就業機会創出

支援事業運営費補助金 

交 付 額   ２１，０４２，９８９円 

交付申請日   令和２年 ４月 １日 

交付決定日   令和２年 ４月 １日 

交付状況    

第１回    令和２年 ４月２０日   ５，３３９，０００円 

第２回    令和２年 ７月１５日   ５，３３７，０００円 

第３回    令和２年１０月 １日   ５，３３７，０００円 

第４回    令和２年１２月１０日   ５，３３７，０００円 

戻入(精算)  令和３年 ３月３１日    △３０７，０１１円 

 

 (2) 会計経理について 

補助金の会計経理について、各種出納関係帳票、預金通帳、領収書等の証拠書類を確認し

たところ、計数等に誤りはなく、適正に執行されていることが認められた。 

補助金の当初予算額と決算額は、次のとおりである。 

 

補助金名 当初予算額 決 算 額 

公益財団法人府中市勤労者福祉

振興公社運営費補助金 
30,692,000円  30,009,982円  

公益財団法人府中市勤労者福祉

振興公社はつらつ高齢者就業機

会創出支援事業運営費補助金 

21,350,000円  21,042,989円  



 

- 29 - 

 

 

 (3) 実績報告について 

団体の実績報告書に基づいて、補助金交付条件の履行を確認したところ、適正に執行され

ていることが認められた。 

補助金に係る収支決算状況については別表１０のとおりである。 

 

３ 出資金に関する事務 

 (1) 出資金と基本財産 

  団体の出資金は３億円で、全額が市からの出資金によるものである。 

公社に対する市の出資の経過は次のとおりである。 

 

市
出
資
金 

年 月 日 金  額 備       考 

平成３年４月１日 300,000,000円 

基本財産として、市が設立時に出資したも

のである。 

計 300,000,000円  

 

＊(2) 資金の運用について 

出資金について、決算諸表、金融機関の預金証書等の証拠書類を確認したところ、計数等

に誤りはなく、出資金は公社の基本財産として適正に運用されていることが認められた。 

基本財産の保管及び運用状況は次のとおりである。 

 

令和３年３月３１日現在 

金融機関等 預金等の種類 預金額等 
令和２年度 

利息収入 

マインズ農協多磨支店 定期預金 100,000,000円 40,000円 

大東京信用組合府中支店 定期預金 200,000,000円 168,460円 

計 300,000,000円 208,460円 

 

  なお、公社への出資金は、市の決算書の財産に関する調書及び府中市公有財産規則で規定

されている公有財産台帳において、公益財団法人府中市勤労者福祉振興公社基本財産出資金

として適正に表示されていた。 
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別表１０ 令和２年度 公益財団法人府中市勤労者福祉振興公社 収支決算状況（抜粋） 

（正味財産増減計算書より抜粋） （単位：円）

金　　額
補助金充当額
（合算）

勤労者福祉
振興公社

運営費補助金分

はつらつ高齢者
就業機会創出支援
事業費補助金分

Ⅰ　一般正味財産増減の部
１．経常増減の部

(1)　経常収益
基本財産運用益 208,460
基本財産受取利息 208,460

特定資産運用益 44,848
特定資産受取利息 44,848

受取入会金 182,400
受取入会金 182,400

受取会費 45,428,500
受取会費 45,428,500

事業収益 29,620,025
勤労者福祉事業収益 27,877,550
受取事業収益 1,742,475

受取補助金 51,052,971 51,052,971 30,009,982 21,042,989
受取東京都補助金 10,521,494
受取府中市補助金 40,531,477

雑収益 301,508
その他雑収益 301,508

経常収益計 126,838,712 51,052,971 30,009,982 21,042,989
(2)　経常費用

事業費 109,999,020 43,030,526 21,987,537 21,042,989
人件費 38,643,437 38,654,237 20,270,721 18,383,516
中小企業等勤労者福祉事業費 57,068,689
普及啓発及び調査研究事業費 1,885,633 942,816 942,816
高年齢者就業支援事業費 4,401,948 2,659,473 2,659,473
協力事業 7,999,313 774,000 774,000

管理費 12,203,755 8,022,445 8,022,445
人件費 4,835,046 4,674,445 4,674,445
管理費 7,368,709 3,348,000 3,348,000

経常費用計 122,202,775 51,052,971 30,009,982 21,042,989
4,635,937

評価損益等計 0
当期経常増減額 4,635,937

２．経常外増減の部
(1)　経常外収益

経常外収益計 0
(2)　経常外費用

経常外費用計 0
当期経常外増減額 0

法人税等 0
当期一般正味財産増減額 4,635,937
一般正味財産期首残高 68,402,133
一般正味財産期末残高 73,038,070

Ⅱ　指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 0
指定正味財産期首残高 300,000,000
指定正味財産期末残高 300,000,000

Ⅲ　正味財産期末残高 373,038,070

科　　目

評価損益等調整前当期経常増減額
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第７ 措置状況の通知 

  本監査の結果に基づき、または本監査の結果を参考として措置を講じたときは、地方自治法

第１９９条第１４項に基づき、その旨通知願いたい。 

 

第８ 意見・要望について 

  地方自治法第１９９条第１０項の規定により、令和２年度を中心とする監査対象期間におい

て、監査の対象となった財政援助団体等の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行に

ついて、市の組織及び運営の合理化に資するため、監査の結果に添えて意見を述べる。 

 

１ 社会福祉法人府中市社会福祉協議会（公の施設：府中市立ふれあい会館） 

ふれあい会館は平成３０年度に現在の建物へ移転しており、内装は整っているものの、建物

の構造は古く、設備については老朽化が進んでいるため、今後も相応の修繕費が必要となる。

このような状況のなか、令和２年度においては緊急修繕が生じており、修繕費の不足額を補う

ために他の科目の未執行額を流用する対応が見受けられた。今後、施設の老朽化とともに突発

的な修繕が増えていくと予想されるため、柔軟に修繕対応ができる予算立てを検討していただ

きたい。 

 

２ 公益社団法人府中市シルバー人材センター 

法改正により２０２５年に６５歳定年制が義務化されるなど企業の高年齢者雇用の形態が大

きく変わろうとしている。若年層の労働人口が減少する中で、民間の企業が高年齢者を確保し

ていく流れとなるので、課題であるシルバー人材センターの会員の増強が更に難しい状況にな

ると考えられるが、働く意欲のある高齢者が活躍できる環境の整備にご尽力いただきたい。 

 シルバー人材センター請負事業において、事務費と配分金の関係、配分の仕方等への検証な

ど分析をしっかりと行い、剰余金の取扱いについては、より適切な内容となるよう検討をして

いただきたい。また、剰余金が生じているなか、市においても補助金の適正なあり方について

は検討をしていただきたい。 

   

３ 社会福祉法人府中市社会福祉協議会（公の施設：府中市立心身障害者福祉センター） 

監査の有無に関わらず、前期の決算と比較して金額の増減が多い項目については、より詳細

な財務状況が把握できるよう、決算整理をする際に内訳や理由等の記録を作成していただきた

い。また、施設視察を行ったところ、子ども発達支援センターあゆの子では、限られたスペー

スで事業を実施する必要があることから、訓練室等の諸室が複雑に配置されている状況を確認

した。事業の性質上、相応の部屋数を使用することは理解できるものの、災害発生時等におけ

る危険性を考慮する必要があることから、問題が生じないよう十分に注意していただきたい。 

 

４ 社会福祉法人正吉福祉会（公の施設：府中市立特別養護老人ホームよつや苑、府中市立よつ

や苑高齢者在宅サービスセンター） 

 事業報告書を確認したところ、経費削減の具体的な取組事例について記載があったが、事後

検証のため、これらの成果や効果についても併せて記載をしていただきたい。また、施設視察

を行ったところ、指定管理の対象には敷地内の遊歩道も入っており、小学生の通学にも使用さ
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れている状況にあることがわかった。今後も施設管理においては、事故等が生じないよう、よ

り一層の安全確保に努めていただきたい。 

 

５ 社会福祉法人多摩同胞会（公の施設：府中市立特別養護老人ホームあさひ苑、府中市立あさ

ひ苑高齢者在宅サービスセンター） 

 施設の人材確保については、人材紹介業者の利用や頻繁に採用活動を行うなどの対応をされ

てはいるものの、少子高齢化が進む中で、採用自体が難しいことが見受けられた。介護は人が

人に対して行うものであり、長く同じ人に介護されることは施設利用者の安心にもつながる。

今後もあさひ苑が十分機能するために人材確保は重要であり、待遇改善や福利厚生の充実など

退職予防策に加えて、新規の人材確保策についても更なる検討をしていただきたい。 

 

６ 公益財団法人府中市勤労者福祉振興公社 

 ワークぴあ府中の会員数が減少傾向であることに加え、新型コロナウイルス感染症の影響に

より、様々な制約を受けながらも事業を展開する必要が生じている。公社は地域に根差した情

報力や面接などのきめ細やかな対応を強みとする一方で、コロナ禍においてはその強みを十分

に発揮できていない状況にある。今後、ＳＮＳをはじめとしたコミュニケーションツール等を

活用し、スマートフォン等で手軽に情報を取得できるような環境の整備をしていただきたい。 

また、近年は民間の福利厚生代行サービスを利用する企業が増えているものの、民間のサー

ビスを利用することが難しい事業者に対しては、公社が役割を果たす余地は十分にあるため、

会員の拡大とあわせてサービス内容の向上にも引き続き取り組んでいただきたい。 


