
○監事監査参考資料（「社会福祉法人指導監査実施要綱」別紙「指導監査ガイドライン」より抜粋）

Ⅰ　法人運営

項目 監査事項 チェックポイント 着眼点、指摘基準、確認書類 適否 意見
１　内部管
理体制 １　特定社会福祉法人に

おいて、内部管理体制が
整備されているか。

○　内部管理体制が理事会で決定されている
か。
○　内部管理体制に係る必要な規程の策定が
行われているか。

○　内部管理体制として理事会で決定されなければならない事項については、理事
長等、理事に決定の権限を委任することができない。理事会で決定していること。

２
評議員・評
議員会

（１）評議
員の選任

１　法律の要件を満たす
者が適正な手続により選
任されているか。

○　定款の定めるところにより、社会福祉法
人の適正な運営に必要な識見を有する者が選
任されているか。

○　「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者」のうちから、定款の定
めるところにより選任していること。
○　定款で、評議員の選任のために必要な事項（評議員選任・解任委員会を設置
し、当該委員会により評議員を選任する等）を定め、その定めに基づき評議員の選
任を行っていること。
○　法人と評議員との関係は、委任に関する規定に従うため、就任承諾書等により
就任の意思表示を確認していること。

２　評議員となることが
できない者又は適当では
ない者が選任されていな
いか。

○　欠格事由に該当する者が選任されていな
いか。
○　当該法人の役員又は職員を兼ねていない
か。
○　当該法人の各評議員、各役員と特殊の関
係にある者が選任されていないか。
○　実際に評議員会に参加できないものが名
目的に選任されていないか。
○　暴力団員等の反社会的勢力の者が評議員
となっていないか。

○　評議員候補者が欠格事由に該当しないか、各評議員又は各役員と特殊の関係に
ないか、暴力団員等の反社会的勢力の者でないかについて、履歴書や誓約書等によ
り確認していること。

３　評議員の数は、法令
及び定款に定める員数と
なっているか。

○　評議員の数は、定款で定めた理事の員数
を超えているか。

○　在任する評議員の人数が定款で定めた理事の員数及び在任する理事の人数を超
えていること。なお、定款で定めた評議員の員数が定款で定めた理事の員数を超え
ていればよいということではない。

（２）評
議員会の
招集・運
営

１　評議員会の招集が適
正に行われているか。

○　評議員会の招集通知を期限までに評議員
に発しているか。
○　招集通知に記載しなければならない事項
は理事会の決議によっているか。

○　評議員会の招集については、理事会の決議により評議員会の日時及び場所等を
定め、理事が評議員会の１週間前（又は定款に定めた期間）までに評議員に書面又
は電磁的方法（電子メール等）により通知をする方法で行っていること。なお、電
磁的方法で通知をする場合には、評議員の承諾を得ていること。
○　評議員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく評議員会を開催
することができることとされており、この場合には招集の通知を省略できるが、評
議員会の日時等に関する理事会の決議は省略できない。評議員全員の同意があった
ことが客観的に確認できる書類の保存が必要であること。



項目 監査事項 チェックポイント 着眼点、指摘基準、確認書類 適否 意見

２　決議が適正に行われ
ているか。

○　決議に必要な数の評議員が出席し、必要
な数の賛成をもって行われているか。
○　決議が必要な事項について、決議が行わ
れているか。
○　特別決議は必要数の賛成をもって行われ
ているか。
○　決議について特別の利害関係を有する評
議員が議決に加わっていないか。
○　評議員会の決議があったとみなされた場
合（決議を省略した場合）や評議員会への報
告があったとみなされた場合（報告を省略し
た場合）に、評議員の全員の書面又は電磁的
記録による同意の意思表示があるか。

○　評議員会で決議を行うためには、議決に加わることができる評議員の過半数
（定款で過半数を上回る割合を定めた場合にはその割合以上）の出席が必要である
こと。なお、この「議決に加わることができる評議員」には、当該決議に特別の利
害関係を有する評議員は含まれない。
○　評議員会の決議は、法令及び定款に定める事項に限り行うことができること。
○　評議員会の決議には、その決議について特別の利害関係を有する評議員が加わ
ることはできないことから、当該特別の利害関係を有する評議員の存否について
は、その決議を行う前に、法人が各評議員について確認しておくこと。
○　評議員会における普通決議（特別決議以外の決議）は、出席者の過半数（定款
で過半数を上回る割合を定めた場合にはその割合以上）の賛成をもって行い、特別
決議は、議決に加わることができる評議員の３分の２（定款で３分の２を上回る割
合を定めた場合にはその割合）以上の賛成をもって行うこと。
○　評議員会の決議があったとみなされる場合は、評議員全員の同意の意思表示の
書面又は電磁的記録が必要であること。
○　評議員会への報告があったとみなされる場合は、評議員全員の同意の意思表示
の書面又は電磁的記録が必要であること。

３　評議員会について、
適正に記録の作成、保存
を行っているか。

○　厚生労働省令に定めるところにより、議
事録を作成しているか。
○　議事録を法人の事務所に法定の期間備え
置いているか。
○　評議員会の決議があったとみなされた場
合（決議を省略した場合）に、同意の書面又
は電磁的記録を法人の主たる事務所に法定の
期間備え置いているか。

○　評議員会の議事録が法令に基づき書面又は電磁的記録により作成され、必要事
項が記載されていること。評議員会の日から法人の主たる事務所に10年間、従たる
事務所に５年間備え置かれていること。
○　評議員会の決議が省略された場合には、同意の意思表示の書面又は電磁的記録
が、法人の主たる事務所に決議があったとみなされた日から10年間備え置かれてい
ること。
○　定款に議事録署名人（議事録に署名又は記名押印することと定められた者をい
う。）が定められている場合には、定款に従ってその署名又は記名押印がされてい
ること。

（１）定
数

１ 法に規定された員数が
定款に定められ、その定
款に定める員数を満たす
選任がされているか。

○　定款に定める員数が選任されている
か。
○　定款で定めた員数の３分の１を超える者
が欠けたときは遅滞なく補充しているか。
○　欠員が生じていないか。

○　理事の員数は、６人以上の数を定款に定め、その定款に定めた員数が実際に選
任されていること。
○　定款に定めた員数の３分の１を超える者が欠けたときは、遅滞なく補充しなけ
ればならないこと。

（２）選
任及び解任

１ 理事は法令及び定款に
定める手続により選任又
は解任されているか。

○　評議員会の決議により選任又は解任され
ているか。
○　理事の解任は、法に定める解任事由に該
当しているか。

○　理事の選任は評議員会の決議により行うため、評議員会の決議が適切になされ
ていること。
○　法人と評議員との関係は、委任に関する規定に従うため、就任承諾書等により
就任の意思表示を確認していること。

（３)適格性

１ 理事となることができ
ない者又は適切ではない
者が選任されていない
か。

○　欠格事由を有する者が選任されていない
か。
○　各理事について、特殊の関係にある者が
上限を超えて含まれていないか。
○　実際に法人運営に参加できない者が名目
的に選任されていないか。
○　暴力団員等の反社会勢力の者が選任され
ていないか。

○　理事候補者が欠格事由に該当しないか、各評議員又は各役員と特殊の関係にな
いか、暴力団員等の反社会的勢力の者でないかについて、履歴書や誓約書等により
確認していること。

３　理事

２
評議員・評
議員会

（２）評
議員会の
招集・運
営



項目 監査事項 チェックポイント 着眼点、指摘基準、確認書類 適否 意見
（３)適格性

２ 理事として含まれてい
なければならない者が選
任されているか。

○ 社会福祉事業の経営に識見を有する者が選
任されているか。
○ 当該社会福祉法人が行う事業の区域におけ
る福祉に関する実情に通じている者が選任さ
れているか。
○ 施設を設置している場合は、当該施設の管
理者が選任されているか。

○　理事のうちには、「社会福祉事業の経営に関する識見を有する者」及び「当該
社会福祉法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者」が含ま
れている必要があること。また、施設を設置している法人は、施設経営の実態を法
人運営に反映させるため、「施設の管理者」が理事として選任されている必要があ
ること。
○　評議員会の決議等、適正な手続に基づいて選任していること。

（４）理事
長

１ 理事長及び業務執行理
事は理事会で選定されて
いるか。

○ 理事会の決議で理事長を選定しているか。
○ 業務執行理事の選定は理事会の決議で行わ
れているか。

○　理事長が理事会の決定により選定されていること。理事長の代表権は、他の理
事へ委任することはできないこと（職務代理者は設置できないこと）。
○　業務執行理事を置く場合には理事会により選定されていること。

（１）定数

１ 法に規定された員数が
定款に定められ、その定
款に定める員数を満たす
選任がされているか。

○ 定款に定める員数が選任されている
か。
○ 定員で定めた員数の３分の１を超える者が
欠けたときは遅滞なく補充しているか。
○ 欠員が生じていないか。

○　定款に定める員数が実際に選任されていること。
○　定款に定めた員数の３分の１を超える者が欠けたときは、遅滞なく補充しなけ
ればならないこと。

１ 法令及び定款に定める
手続により選任又は解任
されているか。

○ 評議員会の決議により選任されているか。
○ 評議員会に提出された監事の選任に関する
議案は監事の過半数の同意を得ているか。
○ 監事の解任は評議員会の特別決議によって
いるか。

○　監事の選任は評議員会の決議により行うため、評議員会の決議が適切になされ
ていること。
○　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当たり、監事の過半
数の同意を得ていること。
○　法人と監事との関係は、委任に関する規定に従うため、就任承諾書等により就
任の意思表示を確認していること。

２ 監事となることができ
ない者が選任されていな
いか。

○ 欠格事由を有する者が選任されていない
か。
○ 評議員、理事又は職員を兼ねていないか。
○ 監事のうちに、各役員について、その配偶
者又は三親等以内の親族その他各役員と厚生
労働省令で定める特殊の関係にある者が含ま
れていないか。
○ 実際に法人運営に参加できない者が名目的
に選任されていないか。
○ 暴力団員等の反社会勢力の者が選任されて
いないか

○　監事候補者が欠格事由に該当しないか、各評議員又は各役員と特殊の関係にな
いか、暴力団員等の反社会的勢力の者でないかについて、履歴書や誓約書等により
確認していること。

３ 法に定める者が含まれ
ているか。

○ 社会福祉事業について識見を有する者及び
財務管理について識見を有する者が含まれて
いるか。

○　監事は、監査を行うに当たり、法人の業務及び財産の状況を確認するものであ
ることから、「社会福祉事業について識見を有する者」及び「財務管理について識
見を有する者」が含まれている必要があること。

３　理事

４　監事

（２）選任
及び解任



項目 監査事項 チェックポイント 着眼点、指摘基準、確認書類 適否 意見

１ 法令に定めるところに
より業務を行っている
か。

○ 理事の職務の執行を監査し、厚生労働省令
で定めるところにより、監査報告を作成して
いるか。

○　監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成しなければならないこ
と。毎会計年度の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、厚生労働省
令に定めるところにより、監事の監査を受けなければならず、計算書類及びその附
属明細書（計算関係書類）の監査と、事業報告及びその附属明細書（以下「事業報
告等」という。）の監査について、それぞれ監査報告の内容及びその作成等の手続
に関する規定が社会福祉法及び社会福祉法施行規則に設けられている。

○ 理事会への出席義務を履行している
か。

○　監事は、理事の職務の執行を監査する役割を有し、毎年度の監査報告の作成の
義務を負うとともに、次の義務を負う。
① 理事の不正の行為がある若しくは当該行為をするおそれがあると認められる場
合、又は法令、定款違反の事実若しくは著しく不当な事実があると認める場合は、
遅滞なくその旨を理事会に報告すること。
② 理事会に出席し、必要がある場合には意見を述べなければならないこと。
③ 理事が評議員会に提出しようとする議案、書類、電磁的記録その他の資料を調
査すること。この場合、法令違反等の事実があると認めるときはその調査結果を評
議員会に報告すること。
○　①及び③については監査報告へ記載すること。

１ 理事会は法令及び定款
の定めに従って開催され
ているか。

○ 権限を有する者が招集しているか。
○ 各理事及び各監事に対して、期限までに招
集の通知をしているか。
○ 招集通知の省略は、理事及び監事の全員の
同意により行われているか。

○　理事会を招集した理事が開催通知を期限までに発出していること。招集通知を
省略している場合には、理事及び監事の全員の同意があること。
○　理事会の招集通知を省略することについての理事及び監事の同意の取得・保存
の方法について、法令上の制限はないが、法人において、理事及び監事の全員が同
意書を提出することとする、又は理事会の議事録に当該同意があった旨を記載する
等、書面若しくは電磁的記録による何らかの形で保存できるようにしておくことが
望ましいこと。

２ 理事会の決議は、法令
及び定款に定めるところ
により行われているか。

○ 決議に必要な数の理事が出席し、必要な数
の賛成をもってにより行われているか。
○ 決議が必要な事項について、決議が行われ
ているか。
○ 決議について特別の利害関係を有する理事
が決議に加わっていないか。
○ 理事会で評議員の選任又は解任の決議が行
われていないか。
○ 書面による議決権の行使が行われていない
か。

○　理事会の決議は、必要な数の理事が出席し、必要な数の賛成をもって行われる
必要があること。
○　理事会の決議には、決議に特別の利害関係を有する理事が加わることができな
いこと。
○　理事若しくは理事会が評議員を選任若しくは解任する旨の定款の定めは効力を
有しないため、理事会による評議員の選任又は解任が行われていないこと。

３ 理事への権限の委任は
適切に行われているか。

○ 理事に委任できない事項が理事に委任され
ていないか。
○ 理事に委任される範囲が明確になっている
か。

○　理事に委任することができない事項が理事に委任されていないこと。
○　理事に委任されている権限の内容・範囲が、理事会で決定する規程等において
明確なものとなっていること。

４ 法令又は定款に定める
ところにより、理事長等
が、職務の執行状況につ
いて、理事会に報告をし
ているか。

○　実際に開催された理事会において、必要
な回数以上報告がされているか。

○　理事長及び業務執行理事が法令又は定款の定めに基づき報告をしていること。
○　理事長及び業務執行理事による職務の執行状況の定期的な報告については、必
ず実際に開催された理事会において報告を行う必要があり、省略はできないこと。

４　監事

５　理事会

（３）職
務・義務

（１）審議
状況



項目 監査事項 チェックポイント 着眼点、指摘基準、確認書類 適否 意見
（２）記録

１ 法令で定めるところに
より議事録が作成され、
保存されているか。

○ 法令で定めるところにより議事録が作成さ
れているか。
○ 議事録に、法令又は定款で定める議事録署
名人が署名又は記名押印がされているか。
○ 議事録が電磁的記録で作成されている場
合、必要な措置をしているか。
○ 議事録又は同意の意思表示の書面等を主た
る事務所に必要な期間備え置いているか。

○　議事録には、社会福祉法施行規則第２条の17第３項に定められた事項を記載す
ること。
○　理事全員の同意により理事会の決議を省略した場合は、理事会において実際の
決議があったものではないが、社会福祉法施行規則第２条の17第４項第１号に定め
られた事項を記載すること。
○　議事録に定款に定める議事録署名人の書名等があること。
○　議事録が主たる事務所に備え置かれていること。（理事会の日から10年間保
存）
○　理事会の議決を省略した場合には理事全員の意思表示の書面又は電磁的記録が
主たる事務所に備え置かれていること。

（３）債権
債務の状況

○　借入は、適正に行わ
れているか。

○　借入（多額の借財に限る）は、理事会の
決議を受けて行われていること。

○　多額の借財については、法人の経営に影響を与えるおそれがあるため、理事会
が理事長等の理事に委任することができないこととされており、これに該当する場
合は、理事会の議決を受けた上で行われていること。
○　多額の借財の範囲は、理事会が理事長等の理事に委任する範囲として、専決規
程等において明確に定めておくこと。

１　会計監査人は定款の
定めにより設置されてい
るか。

○　特定社会福祉法人は、会計監査人の設置
を定款に定めているか。
○　会計監査人の設置を定款に定めた法人
が、会計監査人を設置しているか。
○　会計監査人が欠けた場合、遅滞なく会計
監査人を選任しているか。

○　法人は、定款の定めにより、会計監査人を設置することができる。
○　特定社会福祉法人は、会計監査人の設置が義務付けられており、定款に会計監
査人の設置について定めなければならない。
○　会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた定款の員数が欠けた場合には、遅滞
なく会計監査人を選任しなければならない。

２　法令に定めるところ
により選任されている
か。

○　評議員会の決議により適切に選任等がさ
れているか。

○　会計監査人が評議員会において選任されていること。
○　理事会による会計監査人候補者の選任が適切に行われていること。
○　会計監査人として選任することができない者でないか、候補者に確認している
こと。
○　評議員会に提出された会計監査人の選任等及び解任並びに再任しないことに関
する議案について監事の過半数の同意を得ていること。

３　法令に定めるところ
により会計監査を行って
いるか。

○　省令に定めるところにより会計監査報告
を作成しているか。
○　財産目録を監査し、その監査結果を会計
監査報告に併せて記載又は記録しているか。

○　会計監査人は会計監査報告を作成していること。
○　会計監査報告に必要な記載事項が記載されていること。
○　会計監査人が期限までに特定監事及び特定理事に会計監査報告の内容を通知し
ていること。

１ 評議員の報酬等の額が
法令で定めるところによ
り定められているか。

○ 評議員の報酬等の額が定款で定められてい
るか。

○　評議員の報酬等の額が定款で定められていること。

２ 理事の報酬等の額が法
令に定めるところにより
定められているか。

○ 理事の報酬等の額が定款又は評議員会の決
議によって定められているか。

○　理事の報酬等の額は、定款にその額を定めていない場合には、評議員会の決議
によって定めること。

（１）報酬

５　理事会

６　会計監
査人

６　評議
員、理事、
監事、会計
監査人の報

酬



項目 監査事項 チェックポイント 着眼点、指摘基準、確認書類 適否 意見

３ 監事の報酬等の額が法
令に定めるところにより
定められているか。

○ 監事の報酬等が定款又は評議員会の決議に
よって定めているか。
○ 定款又は評議員会の決議によって監事の報
酬総額のみが決定されているときは、その具
体的な配分は、監事の協議によって定められ
ているか。

○　監事の報酬等の額は、理事の報酬等と同様に、定款にその額を定めていない場
合には、評議員会の決議によって定めること。
○　定款又は評議員会の決議によって監事の報酬総額のみが決定されているとき
は、その具体的な配分は、監事の協議により定めること。この監事の協議は全員一
致の決定による必要があるため、監事の全員一致の決定により具体的な配分がなさ
れているかを確認すること。

４　会計監査人の報酬等
が法令に定めるところに
より定められているか。

○　会計監査人の報酬等を定める場合に、監
事の過半数の同意を得ているか。

○　理事会等が会計監査人の報酬等を定める際に監事の過半数の同意を得ているこ
と。

１ 役員及び評議員に対す
る報酬等の支給基準につ
いて、法令に定める手続
により定め、公表してい
るか。

○ 理事、監事及び評議員に対する報酬等につ
いて、厚生労働省令で定めるところにより、
支給の基準を定め、評議員会の承認を受けて
いるか。

○　理事、監事及び評議員の報酬等の支給基準が作成されており、評議員会の承認
を受けていること及び支給基準に規定すべき事項が定められていること。
○　役員等の報酬等の支給基準が「不当に高額」でないことについては、法人に説
明責任がある。そのため、支給基準が、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給
与、当該法人の経理の状況その他の事情を考慮した上で定めたものであることにつ
いて、どのような検討を行ったかを含め、具体的に説明できること。

○　理事、監事及び評議員に対する報酬等の
支給の基準を公表しているか。

○　報酬等の支給基準がインターネットの利用により公表されていること。

（３）報酬
の支給

１ 役員及び評議員の報酬
等が法令等に定めるとこ
ろにより支給されている
か。

○ 評議員の報酬等が定款に定められた額及び
報酬等の支給基準に従って支給されている
か。
○ 役員の報酬等が定款又は評議員会の決議に
より定められた額及び報酬等の支給基準に
従って支給されているか。

○　評議員及び役員の報酬が、定款等で定められた額及び報酬等の支給基準に基づ
き支給されていること。

（４）報酬
等の総額の
公表

１ 役員及び評議員等の報
酬について、法令に定め
るところにより公表して
いるか。

○ 理事、監事及び評議員の区分ごとの報酬等
の総額について、現況報告書に記載の上、公
表しているか。

○　法人運営の透明性を確保する観点から、役員及び評議員の報酬等については、
理事、監事及び評議員の区分毎にその総額を現況報告書に記載の上、公表するこ
と。
○　現況報告書に記載し「財務諸表等電子開示システム」を利用した届出を行う
か、法人ホームページ等のインターネットにより公表すること。

６　評議
員、理事、
監事の報酬

（１）報酬

（２）報酬
等支給基準



Ⅱ　事業

項目 監査事項 チェックポイント 着眼点、指摘基準、確認書類 適否 意見

１　定款に従って事業を
実施しているか。

○　定款に定めている事業が実施されている
か。
○　定款に定めていない事業が実施されてい
ないか。

○　法人の行う事業（社会福祉事業・公益事業・収益事業）の種類は、定款に必ず
記載されていること。
○　定款に記載している事業を実施していない場合とは、休止中の事業であって、
再開の見込みのない事業等をいう。
○　定款に記載していない事業は、定款に記載を要さない事業（例:特別養護老人
ホームの経営と一体的に実施している公益事業）

２　「地域における公益
的な取組」を実施してい
るか。

○　社会福祉事業及び公益事業を行うに当た
り、日常生活若しくは社会生活上の支援を必
要とする者に対して、無料又は低額な料金
で、福祉サービスを積極的に提供するよう努
めているか。

○　法人の責務である「地域における公益的な取組」を実施していること。実施し
ていない場合は、実施することに努めているか（実施事業の検討等）確認するこ
と。

１　社会福祉事業を行う
ことを目的とする法人と
して適正に実施されてい
るか。

○　当該法人の事業のうち主たる地位を占め
るものであるか。
○　社会福祉事業で得た収入を、法令・通知
上認められていない使途に充てていないか。

○　社会福祉事業が法人の行う事業のうちの主たる地位を占めていること（事業規
模が法人の全事業のうち50%を越えていること）。
○　公益事業や収益事業を実施している場合、社会福祉事業に対して従たる地位に
あること。
○　原則、社会福祉事業の収入を公益事業や収益事業に充てることはできないこ
と。

２　社会福祉事業を行う
ために必要な資産を有し
ているか。

○　社会福祉事業を行うために必要な資産が
確保されているか。

○　原則として、社会福祉事業を行うために直接必要である全ての物件について、
所有権を有していること。又は、国若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用許
可を受けていること。
○　全ての社会福祉施設の用に供する不動産について、国又は地方公共団体から貸
与又は使用許可を受けている法人は、1000万円以上に相当する資産を基本財産とし
て有していなければならないこと。
○　これら資産は、法人設立時のみならず、法人が存続する限り有していなければ
ならないこと。

３　公益事
業

１　社会福祉事業を行う
ことを目的とする法人が
行う公益事業として適正
に実施されていること。

○　社会福祉と関係があり、また、公益性が
あるものであるか。
○　公益事業の経営により、社会福祉事業の
経営に支障を来していないか。
○　公益事業の規模が社会福祉事業の規模を
超えていないか。

○　公益事業は、社会福祉と関係があり、公益性があるものである必要があるこ
と。
○　公益事業に係る事業区分を設定し、社会福祉事業や収益事業と区分して会計処
理をすること。
○　公益事業は社会福祉事業に対して従たる地位になければならず、原則として、
その事業規模が社会福祉事業の規模を超えてはならない。

１　法に基づき適正に実
施されているか。

○　社会福祉事業又は政令で定める公益事業
の経営に収益が充てられているか。
○　収益事業の経営により、社会福祉事業の
経営に支障を来していないか。

○　収益事業に関する事業区分を設定し、社会福祉事業及び公益事業と区分して会
計処理をすること。
○　収益事業の収益は社会福祉事業等に充てていること。

２　法人が行う事業と
して法令上認められる
ものであるか。

○　事業規模が社会福祉事業の規模を超
えていないか。
○　法人の社会的信用を傷つけるおそれ
のあるもの又は投機的なものでないか。
○　当該事業を行うことにより当該法人
の社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるお
それがあるものでないか。

○　収益事業は社会福祉事業に対して従たる地位にある必要があり、社
会福祉事業を超える規模の収益事業を経営することは認められないこ
と。
○　実施する収益事業の種類について、法令上制限はないが、法人の社
会的信用を傷つけるおそれがあるもの又は投機的なものは適当でないこ
と。
○　当該事業を行うことにより法人の社会福祉事業の円滑な遂行を妨げ
るおそれがあるものでないこと。

１　事業一
般

２　社会福
祉事業

４　収益事
業



Ⅲ　管理

項目 監査事項 チェックポイント 着眼点、指摘基準、確認書類 適否 意見
１　人事管
理

１　法令に従い、職員
の任免等人事管理を
行っているか。

○　重要な役割を担う職員の選任及び解
任は、理事会の決議を経て行われている
か。
○　職員の任免は適正な手続により行わ
れているか。

○　職員の任免は、理事会で定める規程等により、その決定を理事長等
にゆだねることができるが、施設長等の「重要な役割を担う職員」の選
任及び解任については、理事会の決議により決定される必要があるこ
と。

（１）基本
財産

１　基本財産の管理運
用が適切になされてい
るか。

○　法人の所有する社会福祉事業の用に
供する不動産は、全て基本財産として定
款に記載されているか。
○　当該不動産の所有権の登記がなされ
ているか。
○　所轄庁の承認を得ずに、基本財産を
処分し、貸与し又は担保に供していない
か。
○　基本財産の管理運用は、安全、確実
な方法、すなわち原本が確実に回収でき
るものにより行われているか。

○　原則として、社会福祉事業を行うために直接必要な全ての物件につ
いて所有権を有し、登記をしていること。又は、国若しくは地方公共団
体から貸与若しくは使用許可を受けていることが必要であること。
○　都市部等土地の取得が極めて困難な地域等における施設や、第２種
社会福祉事業の用に供する財産については、不動産の全部若しくは一部
を国若しくは地方公共団体以外の者から貸与を受けることとして差し支
えないが、この場合には、事業の存続に必要な期間の地上権又は賃借権
を設定し、かつ、これを登記しなければならない。
○　既存法人が通所施設（障害福祉サービス事業、保育所、老人デイ
サービスセンター、地域活動支援センター、幼保連携型認定こども園
等）を設置する場合や、既設法人以外の法人が保育所を設置する場合
は、この限りではない。

（２）基本
財産以外の
財産

１　基本財産以外の資
産の管理運用は適切に
なされているか。

○　基本財産以外の資産（その他財産、
公益事業用財産、収益事業用財産）の管
理運用に当たって、安全、確実な方法で
行われているか。
○　その他財産のうち社会福祉事業の存
続要件となっているものの管理が適正に
され、その処分がみだりに行われていな
いか。

○　基本財産以外の財産の管理運用に当たって、安全、確実な方法で行
われていること。すなわち、元本が確実に回収できるもの以外の方法で
の管理運用を行う場合には、管理運用体制が整備されていること。
○　その他財産のうち、社会福祉事業の存続要件となるものの管理運用
体制が整備されていること。
○　法人の基本財産以外の財産が大きく既存していないこと。
○　社会福祉事業の存続要件となる財産が欠けていないこと。

（３）株式
保有

１　株式の保有は適切
になされているか。

○　株式の保有が法令上認められるもの
であるか。
○　株式保有等を行っている場合（全株
式の20％以上を保有している場合に限
る。）に、所轄庁に必要書類の提出をし
ているか。

○　株式保有が認められるものであること。
○　株式保有が認められる場合であっても特定の企業の株式を全株式の
２分の１を超えて有していないこと。
○　所轄庁に定められた書類を提出していない全株式の20％以上を保有
している営利企業がないこと。

（４）不動
産の借用

１　不動産を借用して
いる場合、適正な手続
きを行っているか。

○　社会福祉事業の用に供する不動産を
国又は地方公共団体から借用している場
合は、国又は地方公共団体の使用許可等
を受けているか。
○　社会福祉事業の用に供する不動産を
国又は地方公共団体以外の者から借用し
ている場合は、その事業の存続に必要な
期間の利用券を設定し、かつ、登記がな
されているか。

○　社会福祉事業の用に供する不動産を国又は地方公共団体から借用し
ている場合に国又は地方公共団体の使用許可等を受けていること。
○　社会福祉事業の用に供する不動産を国又は地方公共団体以外の者か
ら借用している場合にその事業の存続に必要な期間の地上権又は賃借権
を設定し、かつ、登記がなされていること。

２　資産管
理



項目 監査事項 チェックポイント 着眼点、指摘基準、確認書類 適否 意見

１　経理規程を制定して
いるか。

○　定款等の定めるところにより、経理規程
を制定しているか。
○　経理規程が遵守されているか。

○　経理規程が定款に定める手続きにより定められているか、経理規程が法令又は
通知に反するものでないか、経理規程に従って会計処理等の事務処理がなされてい
るか。
○　高額な契約を締結している場合等に、経理規程やその細則等法人の規程に定め
る要件や手続等に従っているか。

２　予算の執行及び資金
等の管理に関する体制が
整備されているか。

○　予算の執行及び資金等の管理に関して、
会計責任者の設置等の管理運営体制が整備さ
れているか。
○　会計責任者と出納職員との兼務を避ける
など、内部牽制に配意した体制とされている
か。

○　経理規程等により予算の執行や資金等の管理に関する体制が整備されているこ
と。
○　管理運営に関する経理規程等に定める手続きが行われていること。

１　事業区分等は適正に
区分されているか。

○　事業区分について、適正に区分されてい
るか。
○　拠点区分について、適正に区分されてい
るか。

○　実施する事業に対応して、事業区分及び拠点区分が適正に区分されているこ
と。
○　各拠点区分が属するべき事業区分に属していること。社会福祉事業と公益事業
及び収益事業は、別の拠点区分とすることが原則であるが、社会福祉事業と一体的
に実施されている公益事業については、当該社会福祉事業と同一の拠点区分とする
ことができる。

○　拠点区分について、サービス区分が設け
られているか。

○　拠点において、複数の事業を実施する場合等であって、法令等の要請によりそ
れぞれの事業ごとの事業活動状況又は資金収支状況の把握が必要な場合には、事業
の内容に応じて区分するために、サービス区分を設けなければならないこと。

２　会計処理の基本的取
扱い

○　借入金、補助金、寄附金はその目的に応じて帰属する拠点区分を決定し、適切
な勘定科目に計上していること。
○　共通支出（費用）については、例えば、人件費であれば勤務時間割合等、建物
であれば延床面積等によって配分することとなっているが、法人において、どのよ
うな配分方法を用いたか分かるように記録したうえで、その配分方法に従って適切
に処理しているか。
○　事業区分間、拠点区分間及びサービス区分間における内部取引については、計
算書類各号第２～４様式において相殺消去することとされている。法人単位の計算
書類（各号第１様式）において、全ての内部取引が相殺消去されていること。
○　貸借対照表上、未収金、前払金、未払金、前受金等の経常的な取引によって発
生した債権債務は、流動資産又は流動負債に表示されていること。
○　貸借対照表上、貸付金、借入金等の経常的な取引以外の取引によって発生した
債権債務については、貸借対照表日の翌日から起算して１年以内に入金又は支払の
期限が到来するものは流動資産又は流動負債に、入金又は支払の期限が１年を超え
て到来するものは固定資産又は固定負債に表示されていること。

３　計算書類が法令に基
づき適正に作成されてい
るか。

○　作成すべき計算書類が作成されている
か。

○　計算書類に記載する金額は、原則として総額をもって、かつ、１円単位で表示
する。
○　計算書類の様式は、会計基準に定めるところによる。
○　各号第２様式については、事業区分が社会福祉事業のみの法人は省略可能。各
号第３様式については、当該事業区分に拠点区分が一つである場合は省略可能。
○　各号第４様式については、各拠点区分ごとに作成しなければならないこと。

資金収支計算書 ○　計算書類に整合性がとれているか。

○　資金収支計算書の登記支払資金残高と貸借対照表の支払資金残高が一致してい
ること。
○　前期支払資金残高も同様に貸借対照表の前年度末支払資金残高と一致している
こと。
○　「予算」欄の金額は、理事会で承認された最終補正予算額（補正がない場合は
当初予算額）と一致していること。

（１）規
程・体制

（２）会計
処理

３　会計管
理



項目 監査事項 チェックポイント 着眼点、指摘基準、確認書類 適否 意見

○　資金収支計算書の様式が会計基準に則し
ているか。

○　第１～３様式は、大区分のみを記載するが、必要のない勘定科目は省略可。た
だし、追加・修正は不可。
○　第４様式は、小区分までを記載し、必要のない勘定科目の省略可。中区分はや
むをえない場合、小区分は適当な勘定科目を追加可。小区分の下に適当な科目を設
けてさらに区分することも可。

○　資金収支予算書は、定款の定め等に従い
適正な手続により編成されているか。

○　法人は、毎年度、全ての収入及び支出について予算を編成し、資金収支予算書
を作成した上で、その予算に基づいて事業活動を行う。また、資金収支予算書は、
事業計画をもとに、各拠点区分ごとに資金収支計算書の勘定科目に準拠して作成す
る。
○　定款に定める手続に則り、作成及び承認していること。

○　予算の執行に当たって、変更を加えると
きは、定款等に定める手続を経ているか。

○　補正予算の編成が必要と認められる軽微な範囲とは言えない乖離について、定
款等に定める手続により、補正予算が編成されていること。

○　計算書類に整合性がとれているか。

○　事業活動計算書の次期繰越活動増減差額と貸借対照表の次期繰越活動増減差額
が一致していること。
○　事業活動計算書の当期活動増減差額と貸借対照表のうち当期活動増減差額が一
致していること。

○　事業活動計算書の様式が会計基準に則し
ているか。

○　第１～３様式は、大区分のみを記載するが、必要のない勘定科目は省略可。た
だし、追加・修正は不可。
○　第４様式は、小区分までを記載し、必要のない勘定科目の省略可。中区分はや
むをえない場合、小区分は適当な勘定科目を追加可。小区分の下に適当な科目を設
けてさらに区分することも可。

○　寄附金について適正に計上されている
か。

○　経常経費に対する寄付物品は、取得時の時価により、経常経費寄付金収入及び
経常経費寄付金収益に計上されていること。
○　土地などの支払い資金の増減に影響しない寄付物品は、取得時の時価により、
事業活動計算書の固定資産受贈額として計上され、資金収支計算書には計上されて
いないこと。
○　寄付金申込書、寄付金領収書（控）、寄付金台帳の記録は全て対応しているこ
と。

○　収益及び費用は適切な会計期間に計上さ
れているか。

○　収益及び費用が適切な会計期間に計上されていること。

○　計算書類の整合性がとれているか。 ○　貸借対照表の純資産の部と財産目録に差引純資産は一致していること。

○　貸借対照表の様式が会計基準の則してい
るか。

○　中区分までを記載し、必要のない中区分の勘定科目は省略可能。

○　資産は実在しているか。
○　計算書類及び財産目録に計上している資産が実在していること。架空資産の計
上がないこと。

○　資産を取得した場合、原則として取得価
額を付しているか。

○　資産を取得したときの評価が適正に行われていること。取得価額には、資産を
取得した際に要した手数料等の付随費用も含む。

資金収支計算書（２）会計
処理

貸借対照表

事業活動計算書

３　会計管
理



項目 監査事項 チェックポイント 着眼点、指摘基準、確認書類 適否 意見

○　有形固定資産及び無形固定資産に係る減
価償却を行っているか。

○　減価償却は、建物・構築物・車両運搬具等の使用又は時の経過により価値が減
少するもので、耐用年数が１年以上、かつ、原則として１個若しくは１組の金額が
10万円以上の有形固定資産及び無形固定資産を対象とする。
○　減価償却を行わなければならない有形固定資産及び無形固定資産について、減
価償却を行っていること。

○　資産について時価評価を適正に行ってい
るか。

○　時価評価を行うべき資産が把握されている場合は、時価評価を行うこと。

○　有価証券の価額について適正に評価して
いるか。

○　有価証券の評価の方法が会計基準に則り行われていること。原則として、法人
が保有する個々の有価証券の時価の調査を行うことは要しない。ただし、当該有価
証券の時価の変動が法人運営に重大な影響を及ぼすおそれがあると認める場合はこ
の限りではない。

○　棚卸資産について適正に評価している
か。

○　棚卸資産（貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品・製品、
仕掛品、原材料等）については、会計年度における時価がその時の取得価額より低
いときは、時価を付していること。

○　負債は網羅的に計上されているか（引当
金を除く）。

○　負債は網羅的に計上されていること。
○　負債のうち、債務は原則として債務額で計上されていること。資金繰りが悪化
し、借入金の利息を支払っていない場合も当該利息を債務に計上する必要があるこ
と。

○　引当金は適正に計上されているか。

○　当該引当金の残高を貸借対照表の負債の部に計上又は資産の部に控除項目とし
て記載するものであり、原則として、引当金のうち賞与引当金のように通常１年以
内に使用される見込みのものは流動負債に計上し、退職給付引当金のように通常１
年を超えて使用される見込みのものは固定負債に計上すること。

○　債権について徴収不能引当金を適正に計
上しているか。

○　滞留債権の把握が適切に行われていること。
○　徴収不能引当金が会計基準に則り計上されていること。

○　賞与引当金を適正に計上しているか。
○　職員に対し賞与を支給することとされている場合に、当該会計年度の負担に属
する金額を当該会計年度の費用に計上し、負債として認識すべき残高を賞与引当金
として計上していること。

○　退職給与引当金を適正に計上している
か。

○　法人の退職金の制度に応じて必要な費用処理や退職給付引当金が計上されてい
ること。

○　上記のほか、引当金の計上は適切か。
○　引当金の全ての要件に該当する場合は、必要な引当金が計上されていること。
○　計上されている引当金は全ての要件に該当するものであること。

○　純資産は適正に計上されているか。
○　純資産については、基本金を元に行われる法人設立以降の法人の事業活動の結
果としての財産の増減を示すものとして貸借対照表に表示される。これらについて
は、会計基準に従い、貸借対照表に適正に計上される必要がある。

貸借対照表（２）会計
処理

３　会計管
理



項目 監査事項 チェックポイント 着眼点、指摘基準、確認書類 適否 意見

○　基本金について適正に計上されている
か。

○　第１号基本金、第２号基本金、第３号基本金に該当する寄附金の額が会計基準
に則り基本金に計上されていること。

○　国庫補助金等特別積立金について適正に
計上されているか。

○　国庫補助金等特別積立金の積立ては、国庫補助金等を受け入れた年度におい
て、国庫補助金等の収益額を事業活動計算書の特別収益に計上した後、その収益に
相当する額を国庫補助金等特別積立金積立額として特別必要に計上していること。
○　国庫補助金等により取得した資産の減価償却費等により事業費用として費用配
分される額の国庫補助金等の当該資産の取得原価に対する割合に相当する額を取り
崩し、事業活動計算書のサービス活動費用に控除項目として計上していること。
○　国庫補助金等特別積立金の積立ての対象となった基本財産等が廃棄され又は売
却された場合には、当該資産に相当する国庫補助金等特別積立金の額を取崩し、事
業活動計算書の特別費用に控除項目として計上していること。

○　その他の積立金について適正に計上され
ているか。

○　その他の積立金の計上に関して、理事会の決議に基づいて行っていること。
○　積立ての目的を示す名称を付していること。
○　積立金と同額の積立資産が計上されていること。

（３）会計
帳簿

１　会計帳簿は適正に整
備されているか。

○　各拠点ごとに仕分日記帳及び総勘定元帳
を作成しているか。
○　計算書類に係る各勘定科目の金額につい
て主要簿と一致しているか。

○　経理規程に定められた会計帳簿（仕訳日記帳、総勘定元帳等）が拠点区分ごと
に作成され、備え置かれているか、計算書類における各勘定科目の金額が総勘定元
帳と一致しているか。

○　注記に係る勘定科目と金額が計算書類と
整合しているか。

○　注記事項のうち、「基本財産の増減の内容及び金額」、「固定資産の取得価
額、減価償却累計額及び当期末残高」、「債権の金額、徴収不能引当金の当期末残
高、当該債権の当期末残高」については、計算書類の金額と一致していなければな
らない。

○　計算書類の注記について注記すべき事項
が記載されているか。

○　把握された注記すべき事項が注記されていること。
○　注記事項によっては、該当がない場合、記載自体を省略できるものと、「該当
なし」と記載するものがあるため、留意する必要があること。

２　附属明細書が法令に
基づき適正に作成されて
いるか。

○　作成すべき附属明細書が様式に従って作
成されているか。
○　附属明細書に係る勘定科目と金額が計算
書類と整合しているか。

○　法人が作成すべき各会計年度に係る計算書類の附属明細書は、運用上の取扱い
において定められている。
○　該当する事由がない場合は、当該附属明細書の作成は省略可能。
○　一部の附属明細書については、複数の附属明細書のうちのいずれかを作成すれ
ばよい。
○　附属明細書は、計算書類における金額と一致していなければならない。

３　会計管
理

貸借対照表（２）会計
処理

１　法令に基づき適正に
作成されているか。

（４）附属
明細書等



項目 監査事項 チェックポイント 着眼点、指摘基準、確認書類 適否 意見
３　会計管
理

（４）附属
明細書等

３　財産目録が法令に基
づき適正に作成されてい
るか。

○　財産目録の様式が通知に則しているか。
○　財産目録に係る勘定科目と金額が法人単
位貸借対照表と整合しているか。

○　基本財産については定款の記載事項であることから、定款の規定と一致する必
要がある。
○　財産目録は、法人のすべての資産及び負債について、貸借対照表価額を表示す
るものであり、貸借対照表と整合がとれているものでなければならない。具体的に
は、貸借対照表科目と貸借対照表価額が、法人単位貸借対照表と一致していなけれ
ばならない。各合計欄（流動資産合計、基本財産合計等）についても、法人単位貸
借対照表と一致していなければならない。
○　なお、法人単位貸借対照表における勘定科目の金額を財産目録において拠点区
分ごと等に分けて記載した場合は小計欄と一致していなければならない。

（１）特別
の利益供与
の禁止

１　社会福祉法人の関係
者に対して特別の利益を
与えていないか。

○　評議員、理事、監事、職員その他の政令
で定める社会福祉法人の関係者に対して特別
の利益を与えていないか。

○　社会福祉法人は、公益性が高い法人として公費の投入や税制優遇を受けている
ことから、当該法人の評議員、理事、監事、職員その他の関係者（これらの配偶者
や三親等内の親族等）に対して特別の利益を与えてはならない。
○　「特別の利益」とは、社会通念に照らして合理性を欠く不相当な利益の供与そ
の他の優遇をいう。例えば、法人の関係者から不当に高い価格で物品等を購入・賃
借等を行ったり、法人の関係者へ不当に低い価格又は無償で譲渡や賃貸を行った
り、役員等報酬基準や給与規程等に基づかない役員報酬や給与を支給したりするこ
とが該当する。
○　関係者への報酬や給与の支給、取引等が、定款や関係規程に基づき行われてお
り、特別の利益の供与ではないことについて、法人は説明責任を負うものである。

（２）社会
福祉充実計
画

１　社会福祉充実計画に
従い事業が行われている
か。

○　社会福祉充実計画に定める事業が計画に
沿って行われているか。

○　法人は、毎年社会福祉充実残額を算定し、当該残額が生じた場合は、既存の社
会福祉事業の充実や新規事業の実施に関する計画「社会福祉充実計画」を策定し、
これに基づく事業を実施しなければならない。これは、税金や保険料といった公費
を原資とする充実残額を、地域住民に改めて還元するとともに、その使途を明確化
して国民に対する法人の説明責任の強化を図るものである。
○　充実計画の作成に当たっては、公認会計士等の意見聴取、理事会の承認を経
て、評議員会の承認を受けた上で、所轄庁に承認を受ける必要がある。
○　法人は、所轄庁が承認した充実計画に基づき、事業を実施しなければならな
い。

（３）情報
の公表

１　法令に定める情報の
公表を行っているか。

○　法令に定める事項について、インター
ネットを利用して公表しているか。

○　必要な事項が法人ホームページ等のインターネットの利用により公表されてい
ること。

１　福祉サービスの質の
評価を行い、サービスの
質の向上を図るための措
置を講じているか。

○　福祉サービス第三者評価事業による第三
者評価の受審等の福祉サービスの質の評価を
行い、サービスの質の向上を図るための措置
を講じているか。

○　法人が行う福祉サービスにうちて、第三者評価の受審及び結果の公表やサービ
スの質の向上を図るための措置を行っていること。

２　福祉サービスに関す
る苦情解決の仕組みへの
取組が行われているか。

○　福祉サービスに関する苦情解決の仕組み
への取組が行われているか。

○　法人において、苦情解決の体制整備、手順の決定、それらの利用者等への周知
が行われていること。

４　その他

（４）その
他



項目 監査事項 チェックポイント 着眼点、指摘基準、確認書類 適否 意見

３　登記しなければなら
ない事項について期限ま
でに登記がなされている
か。

○　登記事項（資産の総額を除く）について
変更が生じた場合、２週間以内に変更登記を
しているか。
○　資産の総額については、会計年度終了後
３か月以内に変更登記をしているか。

○　法人は、①目的及び業務、②名称、③事務所の所在地、④代表権を有する者の
氏名、住所及び資格、⑤存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事
由、⑥資産の総額　について変更がある場合は、変更の登記をしなければならな
い。
○　①～⑤は、変更が生じたときから２週間以内に変更登記を行う。
　例：理事長の変更
　　　事業の追加
　　　主たる事務所の所在地の変更（区画整理による変更含む）
○　⑥については、毎会計年度終了後３か月以内（毎年６月末まで）に変更登記を
行う。

４　契約等が適正に行わ
れているか。

○　法人印及び代表者印の管理について管理
が充分に行われているか。
○　理事長が契約について職員に委任する場
合は、その範囲を明確に定めているか。
○　随意契約を行っている場合は一般的な基
準に照らし合わせて適当か。

○　法人印及び代表者印の管理について、管理者が定められている等、充分な管理
が行われていること。
○　理事長が契約について職員に委任している場合は、経理規程等によりその範囲
を明確に定めていること。
○　随意契約を行っている場合は、入札通知により適正に行われていること。
○　施設整備に係る契約については、国関連通知等により適正に行われているこ
と。

（４）その
他

４　その他


