
（別表）            監 事 監 査 重 点 項 目 

監事監査重点項目 チェックポイント 着 眼 点 意 見 等 

組織運営 

（１）定款 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）役員及び 

   評議員 

 

（１）定款準則に準拠し 

   ているか 

 

 

 

 

 

 

 

（１）役員及び評議員 

  の選任及び構成は 

  適正か 

 

①定款変更手続が所定の 

 手続を経ているか 

 

 

 

 

 

 

 

①法人の役員（理事・監 

 事）・評議員の定数、現 

 員の状況 

 

②法人の役員の選任方法 

 及び時期の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③特定の親族又は特別の

関係にある者の状況 

④適格性があるか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤理事長は適正に選任さ 

 れ、登記されているか 

 

最新の変更年月日 

 平成 26年 6月 29日 

理事会承認日 

 平成 26年 9月 23日 

評議員会承認日 

 平成 26年 9月 22日 

益田市長の認可日 

 平成 26年 9月 29日 

定数 理事７ 監事３ 

   評議員１５ 

現員 理事７ 監事３ 

   評議員１４ 

（欠員１）平成 27

年 5 月 18 日選任

予定 

理事・監事 

 平成 25年 5月 20日 

 選任    （適正） 

評議員 

 平成 25年 10月 30日 

選任    （適正） 

選任関係書類 （あり） 

任期が明確か （明確） 

理事に理事長の子１名 

（適正） 

欠格者はいないか 

      （いない） 

関係行政庁の職員はいな

いか    （いない） 

名目的な理事・監事・評

議員はいないか 

      （いない） 

勤務実績のない報酬等は

支出されていないか 

      （いない） 

法人運営の職責を果たし

得る者であるか（ある） 

学識経験者  （３名） 

地域の福祉関係者（３名） 

施設長    （２名） 

選任日 

 平成２５年５月２０日 

登記日 

 平成２５年５月２４日 



（１）理事会・評議員会 

   の開催及び審議の   

   状況は適正か 

①開催回数及び時期の状

況 

②要審議事項の審議内容  

 及び記録の状況 

理事会 ２回開催（適正） 

評議員会２回開催（適正） 

議事録有り  （適正） 

２ 資産（不動産 

  等）に関する 

  事項 

（１）資産総額の変更登 

   記は適正か 

①資産総額（変更）登記 

時期等の変更 

②定款に定める基本財産 

（土地・建物・面積）

と登記簿謄本との一致 

の状況 

平成 26年 5月 21日登記 

 

一致     （適正） 

（２）資産登記は適正か ①借地（借地権）の借地 

 契約及び登記簿管理の 

 状況 

②基本財産及び運用財産 

等の登記等管理の状況 

契約書登記済 （適正） 

一部緑ケ丘保育所土地部

分未登記（園庭・駐車場） 

 

       （適正） 

３ 業務に関する 

  事項 

（１）事業計画は適正に 

策定され、事業は 

適正に行われてい

るか 

①年間事業計画の策定の 

手続（決定）等の状況 

②事業の実施状況と進行 

管理の状況 

理事会提案決定（適正） 

 

       （適正） 

（２）事業報告書に法人 

   の活動結果が適正 

   に表示されている 

   か 

①年間事業計画と事業報 

 告書との整合性の状況 

②事業報告の方法及び手 

 続きの状況 

     （適正） 

 

理事会報告有 （適正） 

４ 経理に関する 

  事項 

（１）予算の編成、変更、 

   執行手続は適正に 

   行われているか 

①予算の編成（収入収支 

 の積算、事業計画と予 

 算の関連等）の状況 

②予算の変更（ベースア 

 ップ等による補正予算 

 等）の状況 

具体的積算表有（適正） 

 

 

補正回数１回 （適正） 

（２）現金、預金の残高 

   のすべてが決算報 

   告書に適正に計上 

   されているか 

①決算報告書に現金、預 

 金の残高がすべて計上 

 されているか 

 

残高証明書と一致（適正） 

（３）支払についての証 

   拠書類の整備、保 

   管は適正か 

①購入依頼書 

②納品書 

③請求書 

④領収書 

収入支出表に添付されて

いる（①②③については 

軽微なもの省略）（適正） 

（４）法人の決算書等は 

会計基準及び定款 

等に基づいて適正

に作成されている

か 

①財産目録 

②貸借対照表 

③収支計算書 

④資金計画及び借入金償 

 還状況 

①②③整備  （適正） 

 

 

借入金      0円 

 



５ 利用者預かり 

  金等に関する 

  事項 

（１）利用者預り金の取 

   り扱いは適正に行 

   われているか 

①利用者預り金の管理に 

ついての定めの状況 

②自己管理が可能な者の 

預り金の管理状況 

③利用者の通帳及び印鑑 

 等の管理状況 

④預り金の収支状況の入 

 所者（家族）への周知 

 状況 

預り金については該当な

し 

（２）遺留金品の取り扱 

   いは適正に行われ 

   ているか 

①実施機関（福祉事務所） 

の立会い等の状況 

②遺留金品引渡時の証拠 

書類の整備状況 

遺留金品については該当

なし 

６ その他入所者 

 （児）の処遇及 

  び職員の処遇 

  に関する事項 

（１）入所者（児）の処 

   遇体制は適正か 

①全体的な処遇計画及び 

入所者（児）毎の個別 

処遇計画の策定状況 

②入所者（児）の事故防 

 止対策（避難訓練等） 

 の実施状況 

③国で定めた職員配置基 

 準に基づく職員の配置 

 状況 

④事業費の執行残の状況 

年間、月間、週、年齢別

計画、個人別利用台帳等

有り     （適正） 

避難訓練・安全点検毎月

実施、記録有り（適正） 

 

全職種配置基準を上回る

配置状況である（適正） 

 

適正範囲と認める 

 

（２）職員の処遇体制は 

適正か 

①職員の定着化状況 

②給与の支給状況 

 

③勤務時間の短縮の状況 

 

④年次有給休暇の取得状 

 況 

年度途中退職１名 

規程どおり 

 

４４時間制（一部４０時

間制）    （適正） 

       （適正） 

７ 情報の提供 （１）施設の様子は知ら 

   されているか 

①情報開示の方法 各施設玄関で開示 

ＨＰで開示 

各施設の園（苑）だより 

事務室で閲覧可 

監事の意見・提案（平成 27年 5月） 

・特にありません 

社会福祉法人わかくさ福祉会 


