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教育福祉委員会資料 

平成２９年１１月 

保 健 福 祉 局 

 

社会福祉法人七施会に対する特別監査実施結果について 

 

 平成２９年５月２３日，社会福祉法人七施会（以下「当該法人」という。）の役員

（以下「告発者」という。）から本市に対し，当該法人が運営する特別養護老人ホー

ム「アムールうずまさ」（以下「当該施設」という。）の施設長（平成２９年４月末日

付け退職，以下「元施設長」という。）が，部下である会計担当の部長級職員（以下

「部長」という。）に対し，私的流用する意図を明かしたうえで，施設運営費から現

金８０万円を支出させ，これを着服したとの内部告発がありました。 

これを受け，本市では告発者からの更なる聴き取り等も行ったうえで，平成２９年

６月２２日から１０月２０日まで特別監査を実施した結果，元施設長による総額約１

３９万円の着服が確認されたとともに，法人内におけるずさんな会計処理の状況等が

明らかとなりました。 

 この度，特別監査で明らかになった事実及び問題点等について，「社会福祉法人七

施会に対する調査報告書（特別監査実施結果）」として，別添のとおり取りまとめる

とともに，当該法人について，改善を要する事項が認められましたので，社会福祉法

第５６条第４項の規定に基づき，１０月３０日，当該法人に対し「改善勧告」を行い

ました。 

 今後，当該法人及び当該施設に対し，「改善勧告」に沿った改善が行われるよう，

強く求めてまいります。 

 

１ 特別監査対象法人の概要 

（１）法人名 

社会福祉法人七施会（理事長：河合 光男） 

（２）法人所在地 

京都市右京区太秦一ノ井町３９番地８ 

（３）設立認可年月日 

平成７年５月２９日 

（４）事業内容 

特別養護老人ホーム（アムールうずまさ，メルシーうずまさ），サービス付き高

齢者向け住宅（プルミエールうずまさ）等 

 

２ 特別監査の概要 

（１）実施期間 

平成２９年６月２２日～平成２９年１０月２０日 

（２）調査内容 

不正な支出の経過の確認，他の不正事案についての調査，弁済状況の確認，法

人内部における不正隠匿の状況の調査 等 
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（３）調査手法 

法人役員及び施設職員等に対する聴き取り調査並びに書面審査 

 

３ 特別監査で確認した事項 

（１）被害金額について 

総額１，３８８，６００円（平成２９年４月１７日及び平成２９年８月４日の

計２回で全額弁済済み） 

（２）着服等の内容について 

今回の特別監査で判明した着服等不正な支出の内容は，次のとおりです。 

なお，この着服を原因として利用者の処遇への支障は生じていません。 

ア 内部告発により指摘されていたもの（１件，８０万円） 

コンサルティング会社への架空の業務着手金の名目で，元施設長が会計担当

の事務職員に命じ，正式な決裁なしに，平成２８年２月２３日に８０万円を支

出させ，着服したもの。 

イ 特別監査において新たに判明したもの（９件，計５８万８，６００円） 

元施設長が，実際には開催されていない会議の開催経費の名目で，平成２７

年４月１０日から平成２８年１２月２６日までの計９回にわたり，計５８万 

８，６００円の仮払を受け，着服したとともに，架空の会社名義の領収書を偽

造し，精算処理を行っていたもの。 

（３）その他の会計処理について 

上記３（２）の事案以外には，不正な支出は，確認されませんでしたが，支出

の決裁権限や手続に関する規程が明文化されていない，事前に必要性の確認が行

われないまま支出されている，実際に支出されたかの確認が行われないまま精算

処理されているなど，ずさんな会計処理が散見されました。 

（４）着服の発生原因について 

ア 業務における公私の混同 

法人関係者や外部の業者等との飲食を伴う打合せを施設外で行うための経費

や業界団体の役員同士の交際費を，法人が負担することの是非についての検証

が一切行われていませんでした。 

イ 役員による管理監督の不行届き 

施設運営に関しては，元施設長に任せ切りとなっており，法人役員の管理監

督責任が十分果たされていませんでした。 

ウ コンプライアンスの意識の欠如 

不正な支出の過程においては，部長が元施設長からの指示により，不正と認

識しながら関与するなど，組織的に不正な会計処理が行われていました。 

また，当該法人においては，本市の再三にわたる指導の結果，ようやく警察

への相談が行われるなど，社会福祉法人としてのコンプライアンスの意識が著

しく欠如していました。 

エ 組織内の風通しの悪さ 

法人内に，上司から命令されれば，疑問があっても従わざるを得ない雰囲気

があるなど，組織内の風通しが悪い状況が認められます。 
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（５）法人における財務監査の実施状況について 

不正が行われた年度の決算に係る監事監査報告書では，監事からの指摘事項は

特になしとされているなど，法人内部における財務監査体制が十分機能していま

せんでした。 

 

４ 京都市の改善勧告と今後の対応 

（１）特別監査を踏まえた「改善勧告」 

 特別監査において，通報事案以外の不正な支出やずさんな会計処理が確認され

たことを受け，当該法人に対し，これまでの事務の問題点に関する検証や改善策

の検討の指示を行いました。 

 その結果，当該法人から，報告書が提出されたものの，管理監督責任が明確化

されていない，また，財務管理に対する内部牽制や外部のチェック機能が十分改

善されたと言える見直し内容となっていないなど不十分な内容であり，不正な支

出の再発防止のみならず，法人及び施設の体質や組織運営の抜本的な改善に向け

た更なる指導が必要と認められることから，社会福祉法第５６条第４項の規定に

基づき，当該法人に対し「改善勧告」を行い，併せて本市に対して報告を求めて

おります。 

ア 改善勧告の内容 

 (ｱ) 再発防止の取組について 

① 業務における公私の分離 

法人内部における日常的な会議や業者等との打合せについては，施設内

の会議室の利用で十分足りるものであり，私的な食事等と併せて実施する

などの公私混同は厳に避けること。 

なお，施設外の会議室等をやむを得ず利用することが想定される場合は，

予め明確なルール（会議の開催目的，開催日時，開催場所，出席者，施設

外での開催が必要な理由等を文書により明確にしたうえで，組織的に開催

の決定を行うなど）を定め，これに基づき利用すること。 

また，業界団体等が開催する会議等への出席に要する費用については，

予め定めた明確なルール（会議の開催趣旨に応じ，最低限出席が必要とな

る者のみの出席とし，開催通知等の証憑書類を添付して，組織的に出席の

決定を行うなど）に基づき，業務上の必要性について組織的に判断を行っ

たうえで，必要と認められるものについてのみ，支出を行うこと。 

② 法人の組織内におけるコンプライアンスの徹底 

全ての役員及び職員を対象に，職場内研修等により，改めてコンプライ

アンスの徹底を図ること。 

また，法人の組織内において，支出の正当性が疑われるような経費に対

しても，職員から上司や役員に対し，疑問を呈することができていなかっ

た事実を厳重に受け止めたうえで，内部通報体制の整備等も含め，風通し

の良い職場づくりに取り組むこと。 

③ 財務管理体制の再構築 

本事案発生の一因ともなった財務管理体制の不備について改めて検証を
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行い，法人及び施設の会計処理に内部牽制が働くよう，財務管理体制及び

事務手続を抜本的に見直し，経理規程に基づく会計処理を徹底すること。 

なお，財務管理体制の見直しに当たっては，次の三者の役割を分離する

とともに，それぞれにおいて複数人で確認するなど内部牽制体制を構築す

ること。 

一 物品購入等のための経費支出の基となる契約等の行為の決定を行う者 

二 物品購入等の履行を確認する者 

三 経費の支出行為を行う者 

④ 財務監査体制の強化 

 法人内部における財務監査において，不正な支出が見過ごされていた等，

財務監査体制が十分ではなかった実態を踏まえ，外部の財務に関する専門

家等，第三者による監査の実施等により，財務監査体制の強化を図ること。 

(ｲ) 責任の明確化について 

本事案においては，元施設長が不正な支出の事実を認め，被害額について

も全額が弁済されているが，元施設長のみの責任として解決したとするので

はなく，法人として，事案の詳細な経過を明らかにし，問題点の解明に主体

的に取り組むこと。 

そのうえで，組織内において不正行為が見過ごされ，被害の発生を防げな

かったことについて，法人役員及び関係職員の責任の所在を明らかにし，法

人として厳正に対処すること。 

 

イ 報告期限 

平成２９年１１月３０日（木）（改善勧告の１箇月後） 

 

（２）京都市としての今後の対応 

本報告書で指摘した，数々の法人及び施設運営上の問題点を改め，社会福祉施

設を運営する社会福祉法人としての適正な運営を確立させるため，改善勧告に沿

った改善が行われるよう，強力かつ継続的に指導してまいります。 

また，本市所管の全ての社会福祉法人に対し，適正な施設運営に向けての注意

喚起の通知を１０月３０日付けで行いました。 

 



 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人七施会に対する調査報告書 

（特別監査実施結果） 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年１０月３０日 

京都市 
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１ 特別監査の概要 

（１）特別監査の実施に至った経緯 

平成２９年５月２３日，社会福祉法人七施会（以下「当該法人」という。）の役

員（以下「告発者」という。）から本市に対し，当該法人が運営する特別養護老人

ホーム「アムールうずまさ」（以下「当該施設」という。）の施設長（平成２９年

４月末日付け退職，以下「元施設長」という。）による現金の着服について，次の

とおり内部告発があった。 

○ 平成２８年２月に，元施設長が，部下である当該施設の会計担当の部長級職

員（以下「部長」という。）に対し，私的流用する意図を明かしたうえで，施設

運営費から現金８０万円を支出させ，これを着服するという事案が発生した。 

○ 部長は，この経過について，平成２８年度中に当該法人の理事Ａに報告した

が，特に何も対応してもらえなかった。 

○ 平成２９年３月，本事案について，部長から告発者に対し相談があったこと

を受け，同年４月に，告発者から顧問税理士及び理事Ａを含む３名の役員に報

告を行った。 

○ 同年４月，告発者と上記３名の役員により，元施設長への事情聴取を行った

ところ，不正な支出を行ったことを認めたが，法人は，同月末日付けでの自己

都合による退職とするなど，法人内部のみで問題を処理しようとした。 

 

本市では，その後，告発者からの更なる聴き取りも行ったうえで，平成２９年

６月２０日に法人の理事長と理事Ａを呼び出し，事実関係の確認を行ったところ，

当該支出があったことを認めた。 

このため，これまでの会計処理の状況や同様の不正な支出の有無等を確認する

ため，同年６月２２日から社会福祉法，介護保険法及び老人福祉法に基づく特別

監査を実施した。 

 

（２）特別監査対象法人の概要 

ア 法人名 

社会福祉法人七施会（理事長：河合 光男） 

イ 法人所在地 

京都市右京区太秦一ノ井町３９番地８ 

ウ 設立認可年月日 

平成７年５月２９日 

エ 事業内容 

(ｱ) 特別養護老人ホーム（アムールうずまさ，メルシーうずまさ） 

(ｲ) 老人デイサービス事業 

(ｳ) 老人介護支援センター 

(ｴ) 老人短期入所事業 

(ｵ) 老人居宅介護等事業 

(ｶ) 居宅介護支援事業 
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(ｷ) サービス付き高齢者向け住宅（プルミエールうずまさ） 

 

（３）実施期間 

平成２９年６月２２日（木）～平成２９年１０月２０日（金） 

 

（４）調査内容 

・ 不正な支出の経過の確認 

・ 他の不正事案についての調査 

・ 弁済状況の確認 

・ 法人内部における不正隠匿の状況の調査 等 

 

（５）調査手法 

ア 法人役員及び施設職員等に対する聴き取り調査 

(ｱ) 法人役員（４名） 

理事長及び理事Ａを含む複数の理事に対し，元施設長に係る不正な支出を

どこまで把握していたのか，知った時点で何らかの対応が必要との認識はな

かったのか，法人として今後どのような改善が必要と考えているかなどにつ

いて，聴き取りを行った。 

(ｲ) 施設職員（４名） 

当該施設の現施設長を含む施設職員に対して，元施設長に係る不正な支出

の把握状況，会計処理の流れ等について，聴き取りを行った。 

(ｳ) 顧問税理士（１名） 

法人の顧問税理士に対し，顧問税理士としての業務内容，元施設長に係る

不正な支出の把握状況，法人の会計処理における問題点等について，聴き取

りを行った。 

 

なお，元施設長については，既に平成２９年４月末に退職しており，また，

法人からの聴き取りに一度応じた以外は，連絡が取れない状況となっているこ

とから，本市による直接の聴き取りは実施できていない。 

 

イ 書面審査 

財務に関する書面審査を行い，通報事案の確認及び通報事案以外に不正な支

出がないかの確認を行った。 

 

２ 特別監査で確認した事項 

特別監査の結果，内部告発により指摘されていたものに加え，会議費用等の名目

で元施設長に対し行われた仮払に，領収書の偽造が強く疑われるもの（計約５９万

円分）があることが判明した。 

なお，この結果を受け，法人が行った調査においても，該当する会議等の開催が

なかったことが確認されており，また，元施設長自身も，法人による聴き取りに対
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し，不正な支出を行ったことを認めている。 

（１）被害金額について 

総額１，３８８，６００円 

ただし，平成２９年４月１７日及び平成２９年８月４日の計２回で，全額弁済

されている。 

 

（２）着服等の内容について 

今回の特別監査で判明した着服等不正な支出の内容は，次のとおりであった。 

なお，この着服を原因として利用者の処遇への支障は生じていなかった。 

ア 内部告発により指摘されていたもの（１件，８０万円） 

コンサルティング会社に対し，実際には委託していないコンサルティング業

務の着手金を支払う名目で，元施設長が会計担当の事務職員に命じ，正式な決

裁を経ないまま，平成２８年２月２３日に８０万円を支出させ，これを着服し

ていた。 

なお，元施設長が法人に対し行った説明によると，私用のために借り受けた

もので，返済の意思はあったが，今日まで返済できていなかったとのことであ

った。 

イ 特別監査において新たに判明したもの（９件，計５８万８，６００円） 

元施設長が，実際には開催されていない会議の開催経費の名目で，平成２７

年４月１０日から平成２８年１２月２６日までの計９回にわたり，計５８万 

８，６００円の仮払を受け，これを着服していたが，架空の会社名義の領収書

を偽造し，これにより精算処理を行っていた。 

なお，元施設長が法人に対し行った説明によると，仮払を受けた現金は，法

人関係者や業者等との打合せに喫茶店やファミリーレストランを利用した際の

支払や，法人が所属する業界団体の役員同士の交際費等に充てており，私利私

欲のために使ったものではないとのことであったが，どの打合せにいくら使っ

たかなどの具体的な説明はなく，法人でも確認できなかった。 

 

（３）その他の会計処理について 

上記３（２）の事案以外には，不正な支出は，確認されなかった。 

ただし，次のようなずさんな会計処理が散見された。 

○ 支出の決裁権限や手続に関する規程が明文化されておらず，施設長等の一

定の立場にあれば，必要な手続を無視し，自らの判断のみで支出が可能な状

態となっていた。 

○ 現金の仮払について，根拠資料の添付がないなど，事前に必要性の確認が

行われておらず，また，仮払申請書や出金伝票等の必要書類が作成されない

まま支出されているものがあった。 

○ 支出後においても，実際に会議が開催されたかなどの確認が行われないま

ま，精算処理が行われているものがあった。 
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（４）着服の発生原因について 

 本事案の発生については，元施設長による不正行為が直接的な原因であるが，

次のような法人の体質上の問題も不正を生み出した原因と言わざるを得ない。 

ア 業務における公私の混同 

本事案においては，法人関係者や外部の業者等との飲食を伴う打合せを施設

外で行うための経費や業界団体の役員同士の交際費を賄うとの理由で，不正な

支出が行われたものであるが，そもそも施設外で打合せを行うことの必要性や

職員等の個人的な飲食費について，法人が負担する是非の検証が一切行われて

いなかった。 

イ 役員による管理監督の不行届き 

法人の役員においては，新規施設の開設・運営に関する元施設長の働きを評

価していたことなどから，施設運営に関しては，元施設長に任せ切りとなって

おり，役員としての管理監督責任が十分果たされていなかった。 

ウ コンプライアンスの意識の欠如 

本事案については，当該施設の会計責任者である元施設長自らが不正に支出

を行い，これを着服したものであるが，支出の過程においては，部長が元施設

長からの指示により，不正と認識しながら関与するなど，組織的に不正な会計

処理が行われていた。 

また，当該法人においては，本事案について，当初から単なる法人内部での

貸付の問題と認識して対応してきており，本市が不法行為であることを指摘し，

再三にわたって指導を行った結果，ようやく警察への相談が行われている。 

こうした法人の対応については，法人内部の問題として穏便に解決を図ろう

としたものであり，社会福祉法人としてのコンプライアンスの意識が著しく欠

如していたものと指摘せざるを得ない。 

エ 組織内の風通しの悪さ 

本事案については，元施設長からの命令として，支出の可否についての組織

的な決定が行われないまま，出金が行われたものであるが，本市が職員に対し

行ったヒアリングからは，上司から命令されれば，疑問があっても従わざるを

得ない雰囲気があるなど，組織内の風通しが悪い状況が認められており，こう

した点も不正な会計処理の一因となっている。 

 

（５）法人における財務監査の実施状況について 

ア 法人内部における財務監査 

本事案に係る不正な支出が行われた平成２７年度及び平成２８年度決算に係

る監事監査報告書においては，会計帳簿等の調査を行ったこととされているが，

監事からの指摘事項は，特になしとされているなど，法人内部における財務監

査の体制が十分機能していない状況であった。 

イ 法人外の第三者による財務監査 

当該法人では，顧問税理士との契約を締結し，毎月の決算関係処理を委託し

ているが，個々の支出の点検は，委託業務に含まれていない。 
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３ 京都市の改善勧告と今後の対応 

（１）特別監査を踏まえた「改善勧告」 

 特別監査において，通報事案以外の不正な支出やずさんな会計処理が確認され

たことを受け，当該法人に対し，これまでの事務の問題点に関する検証や改善策

の検討の指示を行った。 

 その結果，当該法人から，報告書が提出されたものの，管理監督責任が明確化

されていない，また，財務管理に対する内部牽制や外部のチェック機能が十分改

善されたと言える見直し内容となっていない，など不十分な内容であり，不正な

支出の再発防止のみならず，法人及び施設の体質や組織運営の抜本的な改善に向

けた更なる指導が必要と認められることから，社会福祉法第５６条第４項の規定

に基づき，当該法人に対し「改善勧告」を行い，併せて本市に対して報告を求め

る。 

ア 改善勧告の内容 

 (ｱ) 再発防止の取組について 

① 業務における公私の分離 

法人内部における日常的な会議や業者等との打合せについては，施設内

の会議室の利用で十分足りるものであり，私的な食事等と併せて実施する

などの公私混同は厳に避けること。 

なお，施設外の会議室等をやむを得ず利用することが想定される場合は，

予め明確なルール（会議の開催目的，開催日時，開催場所，出席者，施設

外での開催が必要な理由等を文書により明確にしたうえで，組織的に開催

の決定を行うなど）を定め，これに基づき利用すること。 

また，業界団体等が開催する会議等への出席に要する費用については，

予め定めた明確なルール（会議の開催趣旨に応じ，最低限出席が必要とな

る者のみの出席とし，開催通知等の証憑書類を添付して，組織的に出席の

決定を行うなど）に基づき，業務上の必要性について組織的に判断を行っ

たうえで，必要と認められるものについてのみ，支出を行うこと。 

 

② 法人の組織内におけるコンプライアンスの徹底 

全ての役員及び職員を対象に，職場内研修等により，改めてコンプライ

アンスの徹底を図ること。 

また，法人の組織内において，支出の正当性が疑われるような経費に対

しても，職員から上司や役員に対し，疑問を呈することができていなかっ

た事実を厳重に受け止めたうえで，内部通報体制の整備等も含め，風通し

の良い職場づくりに取り組むこと。 

 

③ 財務管理体制の再構築 

本事案発生の一因ともなった財務管理体制の不備について改めて検証を

行い，法人及び施設の会計処理に内部牽制が働くよう，財務管理体制及び

事務手続を抜本的に見直し，経理規程に基づく会計処理を徹底すること。 
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なお，財務管理体制の見直しに当たっては，次の三者の役割を分離する

とともに，それぞれにおいて複数人で確認するなど内部牽制体制を構築す

ること。 

一 物品購入等のための経費支出の基となる契約等の行為の決定を行う者 

二 物品購入等の履行を確認する者 

三 経費の支出行為を行う者 

 

④ 財務監査体制の強化 

 法人内部における財務監査において，不正な支出が見過ごされていた等，

財務監査体制が十分ではなかった実態を踏まえ，外部の財務に関する専門

家等，第三者による監査の実施等により，財務監査体制の強化を図ること。 

 

(ｲ) 責任の明確化について 

本事案においては，元施設長が不正な支出の事実を認め，被害額について

も全額が弁済されているが，元施設長のみの責任として解決したとするので

はなく，法人として，事案の詳細な経過を明らかにし，問題点の解明に主体

的に取り組むこと。 

そのうえで，組織内において不正行為が見過ごされ，被害の発生を防げな

かったことについて，法人役員及び関係職員の責任の所在を明らかにし，法

人として厳正に対処すること。 

 

イ 報告期限 

平成２９年１１月３０日（木）（改善勧告の１箇月後） 

 

（２）京都市としての今後の対応 

本報告書で指摘した，数々の法人及び施設運営上の問題点を改め，社会福祉施

設を運営する社会福祉法人としての適正な運営を確立させるため，改善勧告に沿

った改善が行われるよう，強力かつ継続的に指導していく。 

また，本市所管の全ての社会福祉法人に対し，適正な施設運営に向けての注意

喚起の通知を行う。 


