
（社会福祉法人）

法人名 監査方法 文書による指摘事項 改善報告書の内容

（福）青葉仁会 実地監査
法人が設置している施設の管理者を少なくとも一
人理事として選任すること。

理事の一人を管理者にと考えている。現在手続き
中であり、手続き完了後報告予定である。

（福）秋篠茜会 実地監査 無

（福）あゆみの会
平成２９年度は
監査対象外

（福）大倭安宿苑 実地監査 無

１．評議員会を招集するにあたっては、理事会に
おいて、現在決議されている評議員会開催の日
時、場所に加えて、評議員会の目的である事項が
ある場合は当該事項、さらに、その目的である事
項に係る議案について決議を行うこと。

１．平成２９年６月２４日開催の評議員会に先立
ち、同年６月７日に開催した理事会において当該
評議員会の開催日程については議案としたが、指
摘のとおり開催目的及び、これにかかる議案につ
いての決議がなされていなかったため、改めて１
０月２８日に理事会を開催し、指摘内容について
追認決議を行った。

２．理事会が、監事の選任に関する議案を評議員
会に提出するにあたっては、当該議案について、
監事の過半数の同意を得ること。なお、当該内容
を、同意書もしくは議事録への記載等により記録
として保管すること。

２．監事の就任については、就任候補者の同意を
得ていたが、理事会において評議員会に提案する
監事の選任に関する議案提出について指摘のとお
り監事の過半数の同意に関する記録がないため、
同１０月２８日に開催した理事会において改めて
同意を得た旨議事録に記載した。

３．理事会議事録への署名は、定款での規定に従
い、出席した理事長と監事の署名又は記名押印と
すること。

３．指摘のとおり法改正後の理事会において、議
事録署名は従来どおり出席理事において署名して
いた。今回、定款に従い、当該議事録に署名を
行った。

４．役員及び評議員に対する報酬等支給基準を作
成し、評議員会の承認を得た上でインターネット
の利用により公表すること。

４．当法人定款では、役員及び評議員は無報酬と
なっており同基準は作成しておらず、今回の指摘
により支給基準を作成し、評議員会の承認を得
た。ネット上での公表については当施設ホーム
ページに、本年度中に定款と共に公表予定であ
る。

５．理事長への借入金返済に関して、貸借契約及
び返済計画等について理事会の承認を得て、適切
な措置を講ずること。

５．本年度期首での借入金の残額を確認し、その
返済方法について双方で確認し、履行について契
約した。

（福）嘉耶の会 実地監査 無

１．定款に記載されている社会福祉事業に使用し
ている建物の基本財産の追加及び定款第２１条第
３項の引用誤りについて、所定の手続きを経て定
款を変更し、奈良市に定款変更認可申請を行うこ
と。
　また、今後、定款に変更が生じた際は、速やか
に定款変更認可申請を行うこと。
【社会福祉法第４５条の３６第２項】

1.平成３０年３月開催の理事会の承認・評議員会
での決議を経て、奈良市に申請を行う予定であ
る。今後は指導の通りに行う。

２．理事会の議事録には、定款に則り、出席した
理事長及び監事が記名押印すること。
【社会福祉法第４５条の１４項第６項、定款第２
９条第２項】

２．今後、理事会議事録への記名押印について
は、指摘通りに行う。

３．評議員会は、理事会において決議された議題
以外の事項を決議することはできない。
必ず、理事会において、評議員会の開催日時、開
催場所及び議題、議案を決議したうえで、評議員
会を開催すること。【社会福祉法第４５条の９第
９項】

３．今後、評議員会の開催について、指摘通りに
行う。

（福）希望の会
平成２９年度は
監査対象外

（福）近畿福音
ルーテル福祉会

平成２９年度は
監査対象外

（福）大倭滝の峯荘 実地監査

（福）ききょう会 実地監査



（福）健仁会
平成２９年度は
監査対象外

（福）晃宝会
平成２９年度は
監査対象外

（福）こぶしの会 実地監査 無

１．定款における「理事会の書面による決議の省
略に関する事項」について、必要な条文を追加す
ること。また、「議事録の署名人に関する事項」
について、法令に沿った署名人を記載すること。
なお、改正した後、奈良市に定款変更認可申請を
行うこと。

１．１１月中の開催を予定していたが、理事・監
事の予定が組み合わず、理事会の開催は１２月後
半又は来年１月半ばまでに行う予定で調整中であ
る。指摘事項について議案決議を理事会で行い、
評議員会での承認をはかり、改正後は速やかに定
款変更認可申請を行う。

２．平成２９年度第１回理事会の議事録が確認で
きなかった。議事録は、決議を行った根拠となる
ものであるため、適正に保管すること。

２．平成２９年度第１回理事会議事録は施設事務
所の書類に紛れて保管されていた為、監査当日の
提出ができていなかった。今後は適正に保管する
よう改善に努める。

３．評議員会では、理事会において決議された事
項以外決議することができない。理事会で、評議
員会の開催日時、場所、議案等を決議したうえ
で、評議員会を開催すること。【社会福祉法第４
５条の９第９号】

３．指摘のように理事会を開催し、その理事会に
おいて決議された事項について、評議員会で承認
の上、決議していただけるよう、評議員会の開催
日時、場所、議案等もその理事会において決議
し、後日評議員会を開催するように改善する。

４．決算書の支出について、予算計上されていな
いにも関わらず決算が行われていた科目及び予算
額と決算額に大きな乖離が見られた科目が多数見
られた。これらの科目は、予測しがたい支出とは
言いがたい。今後は、月次試算表等により予算残
額の確認を行い、必要に応じて予算の流用や補正
予算の作成を行う等、適正な予算管理及び支出管
理を行うこと。

４．予算に計上した科目、金額が本決算上別科目
に計上されていたりと、会計上の不整合を指摘さ
れた。今年度（平成２９年度）は会計事務所の
チェックも受け、適正で明瞭な会計を行えるよう
に体制を整備している。月次の決算や予算の補正
も行い、予算及び支出の管理を適正に行えるよ
う、改善に努める。

評議員会において、理事・監事を選任する際は、
各候補者ごとに決議を行うこと。
【定款第１４条の３】

次回の評議員会においては、指摘のように理事・
監事選任の際には、各候補者ごとに決議を行う。

新会計基準に基づいた経理規程を作成し、理事会
の承認を得ること。また、承認を得た規程を提出
すること。

現在、経理規程を作成中であり、できあがり次
第、提出する。

（福）史明会 実地監査 無

（福）成美学寮 実地監査 無

１．法改正後に開催された評議員会の議題に、理
事会の議決を得ていないものが散見されたので、
改めて理事会の決議を得る等、至急に調整を図る
こと。
※評議員会は、あらかじめ招集通知で定められた
議題以外の事項を決議することができない（社会
福祉法第４５条の９第９項）。

１．理事会の決議がないとご指摘のあった事項
は、本来評議員会の承認を必要とする事項ではな
いにも関わらず、誤って決議を得たものである。
当該事項については、評議員会後の理事会におい
て、既に決議を得ている。また、今後は評議員会
の議題については必ず理事会の承認を得ることと
し、評議員の招集通知にも当該議題を明記する。

２．こまどりと丘の拠点区分における小口現金の
取り扱いについて、しばしば経理規程に定められ
ている限度額の超過や本来雑収入等で受けるべき
収入を小口現金の歳入とする処理が行われてい
た。
これらは明らかな運用の誤りであるので、速やか
に是正すること。

２．今後は経理規程の第２９条に定められたとお
りに処理を行う。

３．複数の者から見積書を徴して、比較・判断の
後に締結すべき契約があった。
　今後は、経理規程に基づく適正な契約の締結を
図ること。

３．平成２９年度からは随意契約理由書を作成し
て理事会の承認を得る取扱とし、規程の改訂を理
事会で行う。

４．経理規程の附則に謳われている「細則」が、
法人本部において確認することが出来なかったの
で、策定あるいは整理をしておくこと。

４．経理処理のために「細則」を必要とする規定
がないため、条項を削除する規程の改訂を理事会
で行う。

５．評議員の報酬について、定款と役員及び評議
員の報酬等に関する規程の内容が異なっている。
規程の内容が正しいのであれば、定款を変更し、
奈良市に変更認可申請を行うこと。
（社会福祉法第45条第8項第4号、一般社団法人及
び一般財団法人に関する法律第196条）

５．今までにも評議員に報酬を支給したことはな
く、評議員の報酬は定款どおり無報酬である。役
員報酬規程を定款に合わせるため、評議員会で改
訂することとする。

（福）サンライフ 実地監査

（福）こまどり会 実地監査

（福）大和清泉会 実地監査



１．評議員会において、理事・監事を選任する際
は、各候補者ごとに決議を行うこと。【定款１３
条の３】

１．定款第１３条の３に基づき、以後において、
理事・監事を選任する際は、各候補者ごとに決議
を行うこととする。

２．定款に規定されている基本財産と、登記の内
容に差異が見受けられた。定款を適正に是正のう
え、奈良市に定款変更認可申請を行うこと。【社
会福祉法第３１条の１】

２．平成29年11月8日（水）に開催した理事会にお
いて、定款改正の議案を提出し、審議・決議され
た。
　奈良市への定款変更認可申請は、理事長決裁等
事務手続きが整い次第行うこととしている。

１．定款に記載されている基本財産の土地のうち
一筆について、地積が登記簿謄本と異なっている
ので、適正に修正し、奈良市に定款変更認可申請
を行うこと。【社会福祉法第３１条第１項】

１．定款に記載されている基本財産の土地のうち
一筆について、地積が登記簿謄本と異なっている
箇所を修正し、奈良市に定款変更認可申請を行
う。

２．評議員会は、理事会で決議された議題以外の
事項を決議することはできない。理事会におい
て、評議員会の日時及び場所、議題、議案を決議
したうえで、評議員会を招集すること。【社会福
祉法第４５条第９項第９号、１０号】

２．理事会において、評議員会の日時及び場所、
議題、議案を決議したうえで、評議員会を招集す
る。

３．評議員会において、役員を選任する際は、各
候補者ごとに決議を行うこと。【定款第１４条第
３項】

３．評議員会において、役員を選任する際は、各
候補者ごとに決議を行う。

４．理事会の議事録について、定款では、出席し
た理事長及び監事が議事録に記名押印することと
されているが、実際には、議長と選出された２名
の議事録署名人が記名押印していた。定款に則
り、出席した理事長及び監事が記名押印するこ
と。【社会福祉法第４５条第１４項第６号】

４．理事会の議事録について、定款に則り、出席
した理事長及び監事が記名押印する。

５．役員及び評議員の報酬について、無報酬で
あっても、その旨の規程を作成し、評議員会の決
議を得ること。【社会福祉法第４５条の３５第１
項】

５．役員及び評議員の報酬について、規程を作成
し、評議員会の決議を得る。

（福）奈良ＹＭＣＡ
実地監査 無

（福）奈良愛育会 実地監査 無

（福）奈良愛の園福祉会 実地監査 無

（福）奈良苑 実地監査 無

（福）奈良市
社会福祉協議会

平成２９年度は
監査対象外

（福）奈良市和楽園 実地監査

理事会において、理事１名が書面により議案に同
意したことで、出席と扱っている事例が見受けら
れた。法改正により書面表決は認められなくなっ
たため、今後は、出席できない役員については欠
席扱いとすること。

指摘を受けた平成29年５月23日開催の第一回理事
会については、当該理事は欠席扱いに改め、その
上で議案については議決したものとする。今後に
ついては指摘の通りとする。

（福）ならのは 実地監査
定款及び作成した役員等報酬規程を法人のホーム
ページ上で公表すること。（規則第10 条第１項）

定款及び役員報酬規程を法人のホームページに平
成29年10月２日付にて公表する。

（福）平城福祉会
平成２９年度は
監査対象外

1. 評議員会の議事録には、定款に則り、出席した
評議員及び理事が署名すること。または、議長及
び出席した評議員のうちから選出された議事録署
名人２名が署名又は記名押印する場合は、所定の
手続きを経て定款を変更し、奈良市に定款変更認
可申請を行うこと。

１．現在、定款変更の手続き中である。

２. 理事会の議事録には、定款に則り、出席した
理事及び監事が署名すること。または、出席した
理事長及び監事が署名又は記名押印する場合は、
所定の手続きを経て定款を変更し、奈良市に定款
変更認可申請を行うこと。

２．現在、定款変更の手続き中である。

３. 評議員会は、理事会で決議され、あらかじめ
招集通知で定められた議題以外の事項を決議する
ことはできない。必ず理事会において、評議員会
の開催日時及び場所、議題、議案を決議したうえ
で、評議員会を開催すること。

３．理事会において評議会の開催日時及び場所、
議題、議案を決議し、評議委員会を開催する。

（福）東大寺福祉事業団 実地監査

（福）中川会 実地監査

（福）奈良万葉会 実地監査



4. 評議員会において、理事又は監事を選任する際
は、各候補者ごとに決議を行うこと。

４．理事又は監事を選任する際は、各候補ごとに
決議を行う。

5. 定款に則り、理事会において業務執行理事を選
任すること。または、業務執行理事を選任しない
場合は、所定の手続きを経て定款を変更し、奈良
市に定款変更認可申請を行うこと。

５．現在、定款変更の手続き中である。

6. 租税特別措置法第４０条の適用を受けるにあ
たっては、「臨機の措置（予算外の新たな義務の
負担及び権利の放棄）」について、評議員会の承
認を必要とする。
定款第１１条には、評議員会の決議事項として、
その旨規定されているが、定款第３９条「臨機の
措置」についても、同様に評議員会での承認を行
う旨を記載するよう所定の手続きを得て定款を変
更し、奈良市に定款変更認可申請を行うこと。

６．現在、定款変更の手続き中である。

７．評議員、理事及び監事の報酬について、無報
酬であっても、その旨を規定した役員等報酬規程
を策定し、評議員会の承認を得ること。

７．理事会も評議員会も無報酬であることを再認
識したため、役員等報酬規程に無報酬であること
を明記することで策定した。

8. 事業計画書については、理事総数（現在数）の
三分の二以上の同意及び評議員会の承認を受ける
こと。

８．承認を受けた。

9. 評議員会の議事録には、議事録の作成に係る職
務を行った者の氏名を記載すること。

９．記載する。

１．法改正後に開催された評議員会の日時及び場
所等が理事会の決議により定められていなかっ
た。法改正に対応した運用を行うこと。

１．次回から評議員会の開催にあたって日時及び
場所等を理事会の決議によって定め、法改正に対
応した運用を行う。

２．評議員の報酬について、定款第９条で報酬等
の支給の基準に従って算定するとあるが、基準の
定めがなかった。基準を整備し、評議員会の承認
を受けること。

２．平成29年12月中旬頃に評議員会を開催予定
で、その中で評議員の報酬等の支給基準について
承認を受けるように基準の整備を進めている。

３．定款第六章第３０条第２項にて規定されてい
る基本財産（土地）と平成２８年度決算報告書の
固定資産台帳に記載されている基本財産（土地）
に差異がみられるため、定款と決算報告書の差異
の是正をすること。

３．基本財産について定款と決算報告書の差異を
確認したところ、定款の変更が必要なことが判明
した。現在、定款の基本財産を見直し平成29年12
月中旬頃に理事会・評議員会で承認を受ける予定
である。

（福）南都栄寿会 実地監査 無

（福）福寿会 実地監査 無

（福）万葉福祉会 実地監査 無

１．法人が締結した業務委託契約２件について、
随意契約とした合理的な理由を示されたい。

１．〔１件目〕本当は入札にすればよかったかも
しれないが、もし入札にすれば金額がいくらほど
かおおよその見当がつき、価格を下げてくる場合
がある。その低い価格に見合ったサービス（食
材）を提供することになり質の低下につながりか
ねない、また３年契約の方が単年よりも低く単価
を抑えられ今よりも質の良いサービスを提供でき
る為と判断したが、今後は、経理規程に従い契約
を行う。
　〔２件目〕施設のデータ管理体制に問題があっ
た為、業務を委託した。他社も検討したが、A社は
会計・給与・請求・労務とトータルで委託できる
会社と判断したが、今後は経理規程に従い契約を
行う。

２．評議員の報酬の総額を定め、「社会福祉法人
定款例」に沿って、定款第８条を変更し、奈良市
に変更認可申請を行うこと。

２．平成２９年８月３１日、定款変更の申請を
行った。

３．法改正後の定款が適用となる平成２９年度第
１回定時評議員会及びこれ以降の理事会の議事録
について、定款の規定とは異なる記名押印がされ
ていたので、修正すること。もしくは、議事録署
名人を選出する場合は、定款第１４条第２項及び
第２７条第２項を変更し、奈良市に変更認可申請
を行うこと。

３．指摘のあった箇所を定款に基づき、出席理事
及び評議員・監事全員の記名押印した修正済書類
を提出した。

（福）大和高原育成福祉会

（福）奈良万葉会

実地監査

実地監査

（福）ならやま会 実地監査



１．評議員会において、理事、監事の選任を行う
際には、定款に則り、各候補者ごとに決議を行う
こと。

１．今後の役員の選任にあたっては、定款に則
り、適切な手続きを行う。

２．評議員会及び理事会の開催の招集通知が送付
されておらず、口頭で招集されていた。評議員会
及び理事会の開催にあたっては、１週間前まで
に、日時及び場所、議案等の事項を記載した招集
通知を、各評議員、理事及び監事に送付するこ
と。なお、招集の手続きを省略する場合は、あら
かじめ評議員、理事及び監事全員の同意を得て、
その旨を文書で記録すること。

２．日程調整の必要から結果的に口頭での招集と
なっていたが、今後は、招集通知を行う。

３．理事会で開催を決議されることなく評議員会
が開催されていた。理事会において、日時、場
所、議案等を決議したうえで評議員会を開催する
よう、今後は徹底すること。

３．今後は、適正に手続きを行う。

４．決算の計算書類を承認した理事会と評議員会
が、同日に開催されていた。
計算書類については、定時評議員会（会計年度終
了後に招集される決算の承認を行うための評議員
会）の日の２週間前の日から、主たる事務所に備
置きすることが義務付けられているため、来年度
以降は理事会を開催し、２週間主たる事務所に計
算書類を備え置いた後に、定時評議員会を開催す
ること。

４．今後は、適正に手続きを行う。

５．定款に記載されている基本財産と登記の内容
に差異が見受けられたため、是正し、定款変更の
認可申請を行うこと。

５．基本財産については、変更はなく、平成２９
年度の社会福祉法改正に伴う定款変更申請時に、
誤った記載のものを提出したものである。
　６月の理事会・評議員会の承認を得て定款の変
更の認可申請を行う。

６．寄付金の受入手続きについて、寄付申込書の
様式を整え、経理規程第25条の規定に基づいた処
理を行い、確実に理事長又は理事長から権限移譲
を受けた者に承認（決裁）を受けること。
なお、祝儀等として受領した寄付金についても、
寄付行為の経緯を明らかにするため、受領者が寄
付者から聞き取った内容などについて、代筆した
申込書等を作成すること。

６．今後は、適正に処理する。

７．第三者委員の連絡先を、施設掲示板に掲示す
る等、周知すること。 ７．掲示等を行う。

（福）大和まほろば会 実地監査


