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社会福祉法人昭島愛育会ほか１６団体 

 

第１ 監査の目的 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項に基づき、都が補助金交付等の財政

援助を行っている団体に対して、収支及び補助金の算定は適正に行われているか、財政援助に係

る事業は目的に沿って適切に執行されているか、監査を実施する。 

 

第２ 監査の対象 

１ 監査対象団体及び局 

監査対象団体は、表１のとおり、社会福祉法人昭島愛育会ほか１６団体である。 

あわせて、補助事業を実施している福祉保健局に対しても監査を実施した。 

 

（表１）監査対象団体 

団 体 名 

社会福祉法人 昭島愛育会 社会福祉法人 省我会 社会福祉法人 若水会 

社会福祉法人 大龍会 社会福祉法人 こばと会 社会福祉法人 愛恵会乳児院 

社会福祉法人 育和会 社会福祉法人 松柏児童園 社会福祉法人 景行会 

社会福祉法人 東香会 社会福祉法人 村山苑 社会福祉法人 新町保育会 

社会福祉法人 健生会 社会福祉法人 こうほうえん 

社会福祉法人 慈光会 

社会福祉法人 

恩賜財団 東京都同胞援護会 社会福祉法人 えどがわ 

 

２ 団体の概要 

（１）団体の概要 

社会福祉法人は、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）の定めるところにより、社会福

祉事業を行うために設立された法人で、保育所、特別養護老人ホーム等を設置し、運営して

いる。 

今回の監査は、保育所、児童養護施設等民間社会福祉施設におけるサービス推進、特別養

護老人ホームに対する経営への支援等を目的として、都が各種補助金交付要綱等に基づき、

補助金を交付している社会福祉法人のうち、表２のとおり、社会福祉法人昭島愛育会ほか１

６団体を対象とし、その団体が設置し、運営する補助対象施設等について実施した。 
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（表２）監査対象団体及び施設（補助対象施設のみ） 

団 体 名 施設等の名称 所 在 地 施設等規模 施設種別等 

昭和保育園 昭島市宮沢町 定員100名 

昭栄保育園 昭島市拝島町 定員100名 1 
社会福祉法人 

昭島愛育会 
松中保育園 立川市一番町 定員120名 

保育所 

省我保育園 八王子市大和田町 定員100名 

せいがの森保育園 八王子市別所 定員100名 2 
社会福祉法人 

省我会 
新宿せいが保育園 新宿区下落合 定員115名 

保育所 

にじのいろ保育園 府中市是政 定員 87名 
3 

社会福祉法人 

若水会 大泉にじのいろ保育園 練馬区大泉町 定員154名 
保育所 

金町保育園 葛飾区東金町 定員185名 

大和南保育園 東大和市清原 定員100名 

拝島保育園 昭島市拝島町 定員106名 

高木保育園 東大和市向原 定員100名 

保育所 
4 

社会福祉法人 

大龍会 

あゆみ苑 都内 定員 20世帯 母子生活支援施設 

こばと第一保育園 多摩市諏訪 定員180名 
5 

社会福祉法人 

こばと会 あおぞら保育園 多摩市落合 定員109名 
保育所 

6 
社会福祉法人 

愛恵会乳児院 
愛恵会乳児院 町田市小川町 定員 55名 乳児院 

椎名町ひまわり保育園 豊島区南長崎 定員 60名 

しいの実保育園 豊島区千早 定員100名 7 
社会福祉法人 

育和会 
とちの木保育園 中野区上鷺宮 定員 70名 

保育所 

8 
社会福祉法人 

松柏児童園 
西台こども館 板橋区西台 定員 40名 児童養護施設 

草笛保育園 町田市本町田 定員133名 
9 

社会福祉法人 

景行会 クローバー保育園 町田市相原町 定員 87名 
保育所 

しぜんの国保育園 町田市忠生 定員115名 
10 

社会福祉法人 

東香会 成瀬くりの家保育園 町田市成瀬 定員 89名 
保育所 

ふじみ保育園 定員100名 

つぼみ保育園 定員195名 
保育所 

村山荘 定員100名 

さつき荘 定員 50名 
救護施設 

福祉事業センター 定員 80名 
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業

所 

11 
社会福祉法人 

村山苑 

ハトホーム 

東村山市富士見町 

定員180名 特別養護老人ﾎｰﾑ 

新町保育園 定員160名 

新町東保育園 
青梅市新町 

定員170名 12 
社会福祉法人 

新町保育会 
新町西保育園 青梅市河辺町 定員150名 

保育所 
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（表２）監査対象団体及び施設（補助対象施設のみ） 

団体名 施設名 所在地 施設規模 施設種別 

よつぎ第一保育園 

（含ﾐﾆﾙｰﾑよつぎ） 

あきる野市雨間 

（あきる野市野辺）
定員151名 

よつぎ第二保育園 あきる野市上代継 定員140名 

よつぎ第三保育園 

（含分園） 

小平市津田町 

（小平市学園西町）
定員 60名 

13 
社会福祉法人 

健生会 

よつぎ第四保育園 昭島市美堀町 定員110名 

保育所 

キッズタウン 

うきま保育園 
定員120名 

キッズタウン 

うきま夜間保育園 

北区浮間 

定員 30名 

キッズタウンにしおお

い 
品川区西大井 定員100名 

保育所 

キッズタウンあとりえ 北区東十条 定員 10名 児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 

14 
社会福祉法人 

こうほうえん 

うきま幸朋苑 北区浮間 定員115名 特別養護老人ﾎｰﾑ 

久米川保育園 東村山市萩山町 定員120名 

東福保育園 福生市福生 定員100名 

若葉保育園 福生市熊川 定員100名 

加美平保育園 福生市加美平 定員115名 

草花保育園 あきる野市草花 定員150名 

15 
社会福祉法人 

慈光会 

あそか保育園 東久留米市下里 定員110名 

保育所 

葛西おひさま保育園 江戸川区東葛西 定員149名 

新堀おひさま保育園 江戸川区新堀 定員112名 

東小松川おひさま保育

園 
江戸川区松島 定員100名 

鹿骨おひさま保育園 江戸川区鹿骨 定員150名 

北葛西おひさま保育園 江戸川区北葛西 定員144名 

西篠崎おひさま保育園 江戸川区西篠崎 定員120名 

東小岩おひさま保育園 江戸川区東小岩 定員113名 

春江おひさま保育園 江戸川区春江町 定員157名 

葛西第二おひさま保育

園 
江戸川区中葛西 定員124名 

松江おひさま保育園 江戸川区松江 定員116名 

16 
社会福祉法人 

えどがわ 

西小岩おひさま保育園 江戸川区西小岩 定員165名 

保育所 
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（表２）監査対象団体及び施設（補助対象施設のみ） 

団体名 施設名 所在地 施設規模 施設種別 

むさしの保育園 

（含む方南分園） 

杉並区和田 

（杉並区方南） 
定員154名 

大山保育園 板橋区大山町 定員122名 

昭和郷保育園 定員100名 

昭和郷第二保育園 

（含む分園） 

昭島市中神町 
定員174名 

みなと保育園 港区高輪 定員 70名 

同援みどり保育園 板橋区蓮根 定員125名 

つつじが丘保育園 昭島市つつじが丘 定員110名 

同援さくら保育園 豊島区南池袋 定員108名 

保育所 

サンライズ青山 都内 定員 20世帯 

サンライズ武蔵野 都内 定員 20世帯 

サンライズ山中 都内 定員 20世帯 

サンライズ万世 都内 定員 20世帯 

母子生活支援施設 

双葉園 昭島市中神町 定員 40名 児童養護施設 

いこいの家 都内 定員 40名 婦人保護施設 

サンホーム 東村山市富士見町 定員 50名 軽費老人ﾎｰﾑ(A型) 

ライトホーム 定員 50名 軽費老人ﾎｰﾑ(B型) 

フジホーム 定員100名 

ニューフジホーム 

昭島市中神町 

定員100名 

原町ホーム 新宿区原町 定員 50名 

ゆたか苑 豊島区長崎 定員 50名 

ひかり苑 東村山市富士見町 定員 50名 

特別養護老人ﾎｰﾑ 

万世敬老園 昭島市中神町 定員200名 養護老人ﾎｰﾑ 

立川福祉作業所 立川市柴崎町 定員 75名 
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業

所 

さやま園 定員 96名 障害者支援施設 

東村山生活実習所 
東村山市富士見町 

定員 40名 

アミニティ富士見 

（それいゆ小川） 
小平市小川東町 定員  6名 

夢オハナ 国立市中 定員  6名 

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業

所 

昭島荘 定員100名 救護施設 

17 

社会福祉法人 

恩賜財団東京

都同胞援護会 

昭島病院 
昭島市中神町 

定員199床 医療保護施設 
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（２）組織 

今回、監査対象とした各団体における組織等（平成２３．３．３１現在）は、表３のとおり

である。 

 

（表３）団体別組織一覧                             （単位：人） 

団体名 理事長
常務理事
又は 

副理事長
理 事 監 事 職 員 

主たる事務 
所の所在地 

1 社会福祉法人昭島愛育会 1
 (代行)

1
4 2 89 昭島市宮沢町 

2 社会福祉法人省我会 1 2 3 2 107 八王子市大和田町 

3 社会福祉法人若水会 1 1 4 2 108 府中市是政 

4 社会福祉法人大龍会 1 6 2 152 葛飾区東金町 

5 社会福祉法人こばと会 1 6 2 64 多摩市諏訪 

6 社会福祉法人愛恵会乳児院 1 6 2 66 町田市小山町 

7 社会福祉法人育和会 1 1 7 2 64 中野区上鷺宮 

8 社会福祉法人松柏児童園 1 1 14 2 37 板橋区西台 

9 社会福祉法人景行会 1 6 2 87 町田市本町田 

10 社会福祉法人東香会 1 1 4 2
105 

(都内施設分) 
町田市忠生 

11 社会福祉法人村山苑 1 7 2 408 東村山市富士見町 

12 社会福祉法人新町保育会 1 2 10 2 135 青梅市新町 

13 社会福祉法人健生会 1 7 2 159 あきる野市上代継 

14 社会福祉法人こうほうえん 1 1 8 2
317 

(都内施設分)
鳥取県境港市 

15 社会福祉法人慈光会 1 6 2 200 あきる野市草花 

16 社会福祉法人えどがわ 1 2 9 2 350 江戸川区松島 

17 
社会福祉法人 

恩賜財団東京都同胞援護会 
1 1 7 2 1,488 新宿区原町 

 （注） 人員は、非常勤を含む法人全体の人数 
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３ 都との関係 

都は、社会福祉法人昭島愛育会ほか１６団体に対し、平成２１年度に２１億７９６万余円、平

成２２年度に２１億３，９９９万余円の補助金を交付している。 

（１）補助事業の交付目的等 

監査対象とした補助事業の交付目的等は、表４のとおりである。 

 

（表４）補助事業の交付目的等 

補助事業名（要綱名） 交付目的 対象経費 算定方法 

基本補助 年齢別・定員別等単価×月の初

日の在籍児童数 

特別保育事

業等推進加

算 

零歳児保育・産休明け保育の実

施、延長保育事業、アレルギー

児対応等の実績に応じた加算 

保育所地域

子育て支援

推進加算 

世代間交流、異年齢児交流、在

宅支援活動、保育園拠点活動支

援等の実績に応じた加算 

東京都民間社会福祉施設

サービス推進費補助（保

育所） 

（東京都民間社会福祉施

設サービス推進費補助金

交付要綱（保育所）） 

保育所の運営等に要す

る費用の一部を補助

し、利用者の福祉の向

上を図る。 

施 設

の 

努 力

・ 

実 績

加 算

サービス評

価・改善計

画加算 

第三者評価受審及び利用者に対

する調査の実績に対する加算 

事務費 月額単価×各月初日定員数 基 本

補 助 事業費 月額単価×各月初日現員数 

施設の努力・実績

加算 

通院付添、アフターケア、心理

ケア等の実績に応じた加算 

東京都民間社会福祉施設

サービス推進費補助（婦

人保護施設） 

（東京都民間社会福祉施

設サービス推進費補助金

交付要綱（婦人保護施

設）） 

婦人保護施設の運営等

に要する費用の一部を

補助し、利用者の福祉

の向上を図る。 

サービス評価・改

善計画加算 

第三者評価受審及び利用者に対

する調査の実績に対する加算 

基本補助 施設種別月額単価×適用期間延

べ人員数 

施設の努力・実績

加算 

アフターケア、家庭復帰等促

進、心理ケア、就職支度等の実

績に応じた加算 

東京都民間社会福祉施設

サービス推進費補助（児

童養護施設等） 

（東京都民間社会福祉施

設サービス推進費補助金

交付要綱（児童養護施設

等）） 

児童養護施設等の運営

等に要する費用の一部

を補助し、利用者の福

祉の向上を図る。 

サービス評価・改

善計画加算 

第三者評価受審及び利用者に対

する調査の実績に対する加算 
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（表４）補助事業の交付目的等 

補助事業名（要綱名） 交付目的 対象経費 算定方法 

事務費 定員別単価×各月初日定員数 基本

補助 事業費 ①定員別月額単価×月の初日か

ら月末までの在籍児童数 

②定員別日額単価×月の途中の

入所又は退所した児童の在籍日

数 

施設の努力・実績

加算 

家庭復帰等促進、心理ケア、新

生児等受入、アフターケア等の

実績に応じた加算 

東京都民間社会福祉施設

サービス推進費補助（乳

児院） 

（東京都民間社会福祉施

設サービス推進費補助金

交付要綱（乳児院）） 

乳児院の運営等に要す

る費用の一部を補助

し、利用者の福祉の向

上を図る。 

サービス評価・改

善計画加算 

第三者評価受審及び利用者に対

する調査の実績に対する加算 

基本補助 施設種別月額単価×各月初日対

象世帯数 

施設の努力・実績

加算 

就労支援活動、心理ケア、アフ

ターケア等の実績に応じた加算

東京都民間社会福祉施設

サービス推進費補助（母

子生活支援施設） 

（東京都民間社会福祉施

設サービス推進費補助金

交付要綱（母子生活支援

施設）） 

母子生活支援施設の運

営等に要する費用の一

部を補助し、利用者の

福祉の向上を図る。 

サービス評価・改

善計画加算 

第三者評価受審及び利用者に対

する調査の実績に対する加算 

(基準単価×精神科医等配置数)

と対象経費の実支出額とを比較

して少ない方の額 

専門職員の

配置 

(基準単価×治療指導担当職員

配置数)と対象経費の実支出額

とを比較して少ない方の額 

基 本

分 

施設運営向

上事業経費

基準額と施設運営向上の取組に

係る実支出額とを比較して少な

い方の額 

東京都専門機能強化型児

童養護施設運営費補助 

（東京都専門機能強化型

児童養護施設運営費補助

要綱） 

専門機能強化型児童養

護施設の運営に要する

経費の一部を補助し、

その円滑な執行を図

る。 

加算分 個別ケアの実績に応じた加算 
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（表４）補助事業の交付目的等 

補助事業名（要綱名） 交付目的 対象経費 算定方法 

児童福祉施設等整備費補

助 

（児童福祉施設等整備費

補助要綱） 

児童福祉施設等の整備

に要する費用の一部を

補助し、施設の整備を

促進し、入所者の処遇

の向上を図る。 

施設整備に必要な

工事、設備整備等

に要する費用 

①区市町村実施以外 

ａ大規模修繕、スプリンクラー

設備工事 

(事業区分ごとの基準により算

定した額と対象経費の実支出額

とを比較して少ない方の額)×

3/4 

ａ以外 

事業区分ごとの基準により算定

した額と(対象経費の実支出額

×3/4)とを比較して少ない方の

額 

②区市町村実施 

基準額と(対象経費の実支出額

×3/4)とを比較して少ない方の

額 

児童福祉施設等耐震化等

施設整備事業補助 

（児童福祉施設等耐震化

等施設整備事業補助金交

付要綱） 

耐震化の費用の一部を

補助し、社会福祉施設

等の耐震化の推進に資

する。 

耐震化の推進に必

要な施設整備等に

要する費用 

(種目ごとの基準額と対象経費

の実支出額とを比較して少ない

方の額)×3/4 

※設置者が区市町村の場合は

1/2 

民間社会福祉施設設備改

善整備費補助 

（民間社会福祉施設設備

改善整備費補助要綱） 

民間社会福祉施設の施

設・設備改善整備に要

する費用の一部を補助

し、利用者の処遇の充

実、地域交流の促進を

図る。 

防災設備設置、地

域交流等のための

施 設 又 は 設 備 整

備、中規模修繕等

に要する費用 

(事業に要する経費の実支出額

から寄附金その他の収入を控除

した額)×1/2 

児童養護施設等の生活向

上のための環境改善事業

補助 

（児童養護施設等の生活

向上のための環境改善事

業補助要綱） 

児童養護施設等の入所

児等の生活向上に要す

る費用の一部を補助

し、環境改善を図る。

施設内遊具の安全

対策、食品の安全

対策、児童養護施

設等の生活環境改

善等に要する費用 

(左記の改修、備品購入に係る

総事業経費－寄付金その他の収

入)と、補助限度額とを比較し

て少ない方の額 

※区市が設置主体の場合3/4 

※児童相談体制整備対策事業に

ついては1/2 

施設入所児童等への特別

支援事業費補助 

（平成２２年度における

施設入所児童等への特別

支援事業費補助要綱） 

児童福祉施設等が実施

する特別支援に要する

費用を補助し、児童の

健やかな育ちを支援す

る。 

対象児童に係る物

品 等 の 購 入 、 趣

味、会食や貯蓄に

要する費用 

(月額単価×各月初日対象児童

数)と実支出額とを比較して少

ない方の額 
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（表４）補助事業の交付目的等 

補助事業名（要綱名） 交付目的 対象経費 算定方法 

東京都認可保育所屋外遊

戯場芝生化実証実験事業

補助 

（東京都認可保育所屋外

遊戯場芝生化実証実験事

業補助金交付要綱） 

認可保育所が芝生化事

業の実証実験を行う場

合、その事業に要する

経費を補助し、都の推

進する緑化対策などに

資する。 

芝生化実証実験事

業 の う ち 、 本 工

事、附帯工事、調

査設計等に要する

費用 

補助対象経費の合計額 

東京都認可保育所屋外遊

戯場芝生化維持管理経費

補助 

（東京都認可保育所屋外

遊戯場芝生化維持管理経

費補助金交付要綱） 

芝生化事業の実証実験

後に必要な専門的維持

管理経費の一部を補助

し、事業の円滑な実施

を図る。 

維持管理のうち、

芝生・土壌診断等

専門的作業に要す

る費用 

[業務委託に要する費用の合計

額と(実績面積×作業単価)とを

比較して少ない方の額]×1/2 

設置費及び運営費 [基準額と(対象経費の実支出額

－寄附金その他収入額)とを比

較して少ない方の額]×1/2 

※設置者が中小企業の場合、1

～5年目2/3、6～10年目1/3 

事業所内保育施設支援事

業補助 

（事業所内保育施設支援

事業補助要綱） 

事業所内保育施設の設

置等に要する費用の一

部を補助し、サービス

水準の向上、企業の次

世代育成取組促進、仕

事と子育ての両立支援

に資する。 

保育遊具等購入費 (対象経費の実支出額×3/4)と

限度額とを比較して少ない方の

額 

基本補助 施設別区分別月額単価×各月初

日現員数 

施設の努力・実績

加算 

重度障害者、障害者等雇用、身

体障害者自活訓練、地域生活移

行支援、アフターケア等の実績

に応じた加算 

認定施設加算 認定施設区分別月額単価×各月

初日加算対象者数 

東京都民間社会福祉施設

サービス推進費補助金

（給付費施設） 

（東京都民間社会福祉施

設サービス推進費補助金

交 付 要 綱 （ 給 付 費 施

設）） 

給付費施設の運営等に

要する費用の一部を補

助し、社会福祉施設利

用者の福祉の向上を図

る。 

サービス評価・改

善計画加算 

第三者評価受審及び利用者に対

する調査の実績に対する加算 

基本補助 規模別区分別月額単価×各月初

日現員数 

施設の努力・実績

加算 

重度障害者、障害者等雇用、ア

フターケア等の実績に応じた加

算 

東京都民間社会福祉施設

サービス推進費補助金

（給付費通所施設） 

（東京都民間社会福祉施

設サービス推進費補助金

交付要綱（給付費通所施

設）） 

給付費通所施設の運営

等に要する費用の一部

を補助し、社会福祉施

設利用者の福祉の向上

を図る。 

サービス評価・改

善計画加算 

第三者評価受審及び利用者に対

する調査の実績に対する加算 
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（表４）補助事業の交付目的等 

補助事業名（要綱名） 交付目的 対象経費 算定方法 

看護師配置経費 

宿泊行事等経費 

補助対象経費の実支出額と補助

金上限額とを比較し低い方の金

額 

福祉作業所運営経費補助

金 

（福祉作業所運営経費補

助金交付要綱） 

民間移譲した福祉作業

所の運営経費に要する

費用の一部を補助し、

利用者に対する質の高

いサービスの提供と良

好な施設・設備の維持

管理を図る。 

建物維持管理経費 補助対象経費の実支出額から一

部費用を差し引いた額と補助上

限額とを比較し、低い方の金額

宿泊行事等経費 補助対象経費の実支出額と補助

金上限額とを比較し低い方の金

額 

生活実習所運営経費補助

金 

（生活実習所運営経費補

助金交付要綱） 

民間移譲した生活実習

所の運営経費に要する

費用の一部を補助し、

利用者に対する質の高

いサービスの提供と良

好な施設・設備の維持

管理を図る。 

建物維持管理経費 補助対象経費の実支出額から一

部費用を差し引いた額と補助上

限額とを比較し、低い方の金額

施設外就労等による一般

就労移行助成事業 

（施設外就労等による一

般就労移行助成事業にお

ける補助金交付要綱） 

支援事業実施者に東京

都障害者自立支援対策

臨時特例交付金事業と

して補助し、障害者の

一般就労移行や工賃水

準向上に寄与する。 

就労移行支援事業

及び就労継続支援

事業を実施する施

設 

施設外就労又は施設外支援によ

り一般就労した利用者１人当た

り10万円 

離職・再チャレンジ支援

事業 

（離職・再チャレンジ支

援事業補助金交付要綱） 

支援事業実施者に東京

都障害者自立支援対策

臨時特例交付金事業と

して補助し、離職の危

機を迎えている、また

は離職した障害者の就

労を支援する。 

支 援 対 象 者 に 対

し、就労・訓練機

会の提供等にかか

る支援を実施する

施設 

支援対象者１人当たり4万円 

東京都障害者自立支援基

盤整備事業補助金 

（東京都障害者自立支援

基盤整備事業補助金交付

要綱） 

障害者自立支援法の施

行に伴い、新法に基づ

く事業への円滑な移行

を促進するための費用

を補助し、新体系事業

におけるサービスの基

盤整備を図る。 

新体系事業へ移行

するために必要な

改修、増築、設備

整備等に要する費

用 

補助基準額と補助対象経費の実

支出額とを比較して少ない方の

額 

民間移譲施設整備費補助

金 

（民間移譲施設整備費補

助金交付要綱） 

都が民間社会福祉法人

へ移譲した施設の改築

に要する費用を補助

し、施設改築促進、サ

ービス水準維持・向上

を図る。 

築35年以上の移譲

施設改築、築35年

未満の移譲施設で

サービス向上に向

けた改築等に要す

る費用 

[(補助対象経費の実支出額－寄

附金その他の収入額を控除した

額)×7/8･10/10]－国庫補助金 
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（表４）補助事業の交付目的等 

補助事業名（要綱名） 交付目的 対象経費 算定方法 

障害者（児）施設整備費

補助金 

（障害者（児）施設整備

費補助要綱） 

障害者（児）施設の施

設整備に要する費用を

補助し、障害者（児）

の福祉の向上を図る。

施 設 の 整 備 （ 創

設、改築、大規模

修繕、スプリンク

ラー設備整備等）

に要する費用 

①創設、改築 

各基準額の合計と対象経費の実

支出額とを比較して少ない方の

額 

②大規模修繕・スプリンクラー

設備整備 

(基準額と対象経費の実支出額

とを比較して少ない方の額)×

3/4 

障害者通所施設等整備費

補助金 

（障害者通所施設等整備

費補助要綱） 

障害者通所施設等の施

設整備等に要する費用

を補助し、障害者の福

祉の向上を図る。 

施設、設備の整備

に要する費用 

[(補助対象経費の実支出額－寄

附金その他の収入額を控除した

額)と補助基準額とを比較して

いずれか少ない方の額]×{1/2

＋（1/2×3/4）} 

※（ ）内は、創設及び定員増

目的の場合の特例措置 

東京都知的障害者グルー

プホーム等開設準備経費

等補助金 

（東京都知的障害者グル

ープホーム等開設準備経

費等補助金交付要綱） 

共同生活介護及び共同

生活援助を行う事業所

の開設等に要する費用

の一部を補助し、その

円滑な執行を図る。 

共同生活住居を新

設又は増設するた

めの家屋の借り上

げ等に要する費用 

（補助基準額と補助対象経費の

実支出額とを比較して少ない方

の額）×3/4 

基本補助 定員別月額単価×各月初日現員

数 

施設の努力・実績

加算 

介護予防、重度者、通院同行等

の実績に応じた加算 

東京都民間社会福祉施設

サービス推進費補助（老

人福祉施設） 

（東京都民間社会福祉施

設サービス推進費補助金

交付要綱（老人福祉施

設）） 

老人福祉施設の運営等

に要する費用の一部を

補助し、利用者の福祉

の向上を図る。 

サービス評価・改

善計画加算 

第三者評価受審及び利用者に対

する調査の実績に対する加算 
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（表４）補助事業の交付目的等 

補助事業名（要綱名） 交付目的 対象経費 算定方法 

包括分 体制整備、健康管理等の実施に

対し定額補助（年額） 

基 本

補 助

施設振興費 月額単価×入所定員×12か月 

あん摩マッサージ

指圧師加算 

定員別・地域別による単価（月

額） 

小 規 模 施 設 （ 特

別）加算 

定員別・地域別による単価（月

額） 

島しょ加算 

町村部特別加算 

対象地域に存する施設に定額補

助 

先駆的取組に対す

る加算 

（平成２１年度の

み） 

職員の人材育成等に資する取組

（介護職員の技術向上又は在日

外国人採用対策）のいずれかの

実施に対し定額補助 

医療対応強

化支援加算

医療対応の必要な入所者の割合

に応じた加算 

評 価

加 算

努力・実績

加算 

介護職有資格者の割合、要介護

度の改善、区市町村との防災協

定等の実績に応じた加算 

東京都特別養護老人ホー

ム経営支援補助 

（東京都特別養護老人ホ

ーム経営支援補助金交付

要綱） 

介護保険制度へ円滑に

移行するために要する

運営費等の一部を補助

し、利用者サービスの

維持向上と経営基盤の

整備を図る。 

サービス評価・改

善計画加算 

第三者評価受審及び利用者に対

する調査の実績に対する加算 

軽費老人ホーム（Ａ型及

びＢ型）運営費補助 

（軽費老人ホーム（Ａ型

及びＢ型）運営費補助要

綱） 

軽費老人ホームの運営

費の一部を補助し、老

人福祉の向上を図る。

施設の運営管理に

必要な人件費及び

管理費並びに利用

者の処遇に必要な

飲食物費及び日常

生 活 諸 費 （ 運 営

費） 

(総運営費の実支出額－利用料

徴収金その他収入)と、減免額

(基本利用料＋冬期暖房費＋特

別運営費)とを比較して少ない

方の額 

介護従事者業務省力化支

援事業 

（平成21年度介護従事者

業務省力化支援事業補助

要綱） 

介護保険施設等におい

て、介護従事職員の業

務省力化設備の整備に

要する費用の一部を補

助し、職員の業務軽減

と入所者の処遇充実を

図る。 

介護保険施設等に

勤務する職員の業

務省力化を図るた

めの機器整備に要

する経費 

[１施設当たりの補助基準額

と、(補助対象経費の実支出額

－その他の収入額)とを比較し

て少ない方の額]×1/2 

ボランティア活動支援補

助 

（ボランティア活動支援

補助金交付要綱） 

ボランティア活動支援

事業に要する経費の一

部を補助し、事業の円

滑な推進を図る。 

ボランティア活動

に使用する、什器

の購入又はリース

に要する経費若し

くは被服等の購入

に要する経費 

[(１施設当たりの基準額と対象

経費の実支出額の合計額とを比

較して少ない方の額)と、(総事

業費－その他の収入額)とを比

較して少ない方の額]×1/2 
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（表４）補助事業の交付目的等 

補助事業名（要綱名） 交付目的 対象経費 算定方法 

介護従事者雇用環境改善

事業 

（介護従事者雇用環境改

善支援補助金交付要綱） 

介護従事者雇用環境改

善事業に要する経費の

一部を補助し、事業の

円滑な推進を図る。 

組織制度、人事制

度及び給与制度を

整備又は再構築す

るために行う調査

研究委託に要する

経費 

[(１施設当たりの基準額と対象

経費の実支出額の合計額とを比

較して少ない方の額)と、(総事

業費－その他の収入額)とを比

較して少ない方の額]×1/2 

介護人材確保のための一

日職場体験・インターン

シップ事業 

（介護人材確保のための

一日職場体験・インター

ンシップ事業補助要綱） 

介護保険施設等が介護

人材確保のための事業

を実施することに対

し、その経費の一部を

補助し、事業の円滑な

執行を図る。 

福祉・介護の仕事

に 関 心 を 有 す る

者、就労希望者等

（学生、主婦、生

活困難者等）の受

入 れ に 係 る 費 用

（食費、被服費は

除く。） 

[(補助基準額単価×実施日数)

と、対象経費の実支出額とを比

較して少ない方の額]×10/10 

基本補助 定員規模別月額単価×各月初日

現員数 

施設の努力・実績

加算 

重度者、アフターケア、心理カ

ウンセリング等の実績に応じた

加算 

東京都民間社会福祉施設

サービス推進費補助（保

護施設） 

（東京都民間社会福祉施

設サービス推進費補助金

交付要綱（保護施設）） 

保護施設の運営等に要

する費用の一部を補助

し、利用者の福祉の向

上を図る。 

サービス評価・改

善計画加算 

第三者評価受審及び利用者に対

する調査の実績に対する加算 

東京都救急医療機関勤務

医師確保事業 

（東京都救急医療機関勤

務医師確保事業補助金交

付要綱） 

対象医療機関が実施要

綱に基づき支給した費

用の一部を補助し、医

師等の処遇改善を図

る。 

実 施 要 綱 に 基 づ

き、休日及び夜間

において救急医療

に従事する医師に

支払う勤務医手当 

[(補助基準額と対象経費の実支

出額とを比較して少ない方の

額)と(総事業費－その他の収入

額)とを比較して少ない方の額]

×2/3または1/3 

東京都感染症診療医療機

関施設・設備整備費補助 

（東京都感染症診療医療

機関施設・設備整備費補

助金交付要綱） 

東京都感染症診療協力

医療機関及び感染症患

者の入院を基本とした

医療を提供する東京都

感染症入院医療機関の

整備を促進する。 

協 力 医 療 機 関 設

置・運営要綱及び

入院医療機関整備

要綱に基づき設置

する施設・設備の

整備に要する費用 

[(区分ごとの補助基準額と対象

経費の実支出額とを比較して少

ない方の額)と(総事業費－その

他の収入額)とを比較して少な

い方の額]×10/10 

福祉施設緑化促進事業補

助 

（福祉施設緑化促進事業

補助要綱） 

福祉施設が緑化事業を

実施する場合、その事

業に要する経費の一部

又は全額を補助し事業

の円滑な実施を図る。

苗木の植栽及び輸

送に要する経費 

[１施設当たりの補助基準額

と、(補助対象経費の実支出額

－その他の収入額)とを比較し

て少ない方の額]×10/10 

社会福祉施設等耐震化促

進事業（耐震診断経費）

補助 

（社会福祉施設等耐震化

促進事業（耐震診断経

費）補助金要綱） 

耐震診断の費用の一部

を補助し、社会福祉施

設等の耐震化の推進に

資する。 

施設利用者等の安

全を確保するため

に必要な建物の耐

震診断費（簡易な

耐 震 診 断 費 を 除

く。） 

[(面積別単価×耐震診断実施延

べ面積)と(耐震診断経費の実支

出額－寄附金その他の収入)と

を比較して少ない方の額]×4/5
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（２）団体別補助金交付額 

今回、監査対象とした各団体に対する補助金の交付額は、表５のとおりである。 

 

（表５）団体別交付額                            （単位：千円） 

補助金交付額 
団 体 名 

２１年度 ２２年度
補 助 金 名 

社会福祉法人昭島愛育会 45,596 44,346 ・民間社会福祉施設サービス推進費補助（保育所） 

社会福祉法人省我会 55,913 46,571 ・民間社会福祉施設サービス推進費補助（保育所） 

・認可保育所屋外遊戯場芝生化実証実験事業補助金 

・認可保育所屋外遊戯場芝生化維持管理経費補助金 

・社会福祉施設等耐震化促進事業（耐震診断経費） 

社会福祉法人若水会 46,825 46,644 ・民間社会福祉施設サービス推進費補助（保育所） 

・民間社会福祉施設設備改善整備費 

社会福祉法人大龍会 49,129 150,789 ・民間社会福祉施設サービス推進費補助（保育所・母

子生活支援施設） 

・児童福祉施設等耐震化等施設整備事業補助金 

・児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業 

社会福祉法人こばと会 52,947 60,949 ・民間社会福祉施設サービス推進費補助（保育所） 

社会福祉法人愛恵会乳児

院 

43,777 44,929 ・民間社会福祉施設サービス推進費補助（乳児院） 

・児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業 

・施設入所児童等への特別支援事業 

社会福祉法人育和会 41,635 46,374 ・民間社会福祉施設サービス推進費補助（保育所） 

社会福祉法人松柏児童園 56,290 61,220 ・民間社会福祉施設サービス推進費補助（児童養護施

設） 

・東京都専門機能強化型児童養護施設運営費補助金 

・児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業 

・施設入所児童等への特別支援事業 

社会福祉法人景行会 35,241 34,999 ・民間社会福祉施設サービス推進費補助（保育所） 

社会福祉法人東香会 49,637 53,838 ・民間社会福祉施設サービス推進費補助（保育所） 

社会福祉法人村山苑 248,882 229,911 ・民間社会福祉施設サービス推進費補助（保護施設・

保育所・給付費施設） 

・東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金 

・ボランティア活動支援補助金 

・施設外就労等に対する助成事業 

・離職・再チャレンジ支援事業補助金 

・社会福祉施設等耐震化促進事業（耐震診断経費） 

・東京都障害者自立支援基盤整備事業補助金 

社会福祉法人新町保育会 48,790 82,032 ・民間社会福祉施設サービス推進費補助（保育所） 

・認可保育所屋外遊戯場芝生化実証実験事業補助金 

・認可保育所屋外遊戯場芝生化維持管理経費補助金 

社会福祉法人健生会 55,053 53,336 ・民間社会福祉施設サービス推進費補助（保育所） 
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（表５）団体別交付額                            （単位：千円） 

補助金交付額 
団 体 名 

２１年度 ２２年度
補 助 金 名 

社会福祉法人 

こうほうえん 

53,102 48,628 ・東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金 

・介護従事者雇用環境改善支援補助金 

・介護人材確保のための一日職場体験・インターンシ

ップ事業 

・民間社会福祉施設サービス推進費補助（保育所） 

・認可保育所屋外遊戯場芝生化維持管理経費補助金 

・東京都障害者自立支援基盤整備事業補助金 

社会福祉法人慈光会 90,176 86,108 ・民間社会福祉施設サービス推進費補助（保育所） 

社会福祉法人えどがわ 90,464 113,416 ・民間社会福祉施設サービス推進費補助（保育所） 

・民間社会福祉施設設備改善整備費 

社会福祉法人恩賜財団 

東京都同胞援護会 

1,044,505 935,905 ・東京都救急医療機関勤務医師確保事業 

・福祉施設緑化促進事業 

・感染症診療医療機関施設・設備整備事業 

・社会福祉施設等耐震化促進事業（耐震診断経費） 

・民間社会福祉施設サービス推進費補助（保護施設・

保育所・母子生活支援施設・児童養護施設・婦人保

護施設・老人福祉施設・給付費施設・給付費通所施

設） 

・民間社会福祉施設設備改善整備費 

・児童福祉施設等整備費補助金 

・児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業 

・施設入所児童等への特別支援事業 

・事業所内保育施設支援事業補助金 

・認可保育所屋外遊戯場芝生化実証実験事業補助金 

・軽費老人ホーム運営費補助 

・東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金 

・介護従事者業務省力化支援事業 

・介護人材確保のための一日職場体験・インターンシ

ップ事業 

・ボランティア活動支援補助金 

・障害者通所施設等整備費補助事業 

・障害者(児)施設整備補助 

・福祉作業所運営経費補助金 

・生活実習所運営経費補助金 

・知的障害者グループホーム開設準備経費等補助金 

・民間移譲施設整備費補助金 

合   計 2,107,963 2,139,995  

（注）千円未満を切り捨てて表記しており、合計と一致しない。



 - 136 -

第３ 監査の範囲及び実地監査期間 

 １ 監査の範囲 

    平成２１年度及び平成２２年度の事業について実施した。 

 

２ 実地監査期間 

（１）福祉保健局 平成２３年９月１５日及び同年１０月３日 

（２）団   体  平成２３年９月１６日から同月２８日まで 

   （団体別実地監査期間は、表６のとおり）   

 

  （表６）団体別実地監査期間 

月 日 団 体 名 

９月１６日 社会福祉法人昭島愛育会 社会福祉法人省我会 社会福祉法人若水会 

９月２０日 社会福祉法人大龍会 社会福祉法人愛恵会乳児院 社会福祉法人こばと会 

９月２１日 社会福祉法人松柏児童園 社会福祉法人景行会 社会福祉法人育和会 

９月２２日 社会福祉法人村山苑 社会福祉法人新町保育会 社会福祉法人東香会 

９月２７日 社会福祉法人こうほうえん 社会福祉法人健生会 

９月２８日 社会福祉法人慈光会 

社会福祉法人 

恩賜財団東京都同胞援護会
社会福祉法人えどがわ 
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第４ 監査の結果 

１ 補助対象事業の執行について 

各団体が行っている補助対象事業について、総勘定元帳、伝票及び証ひょう等により、補助

金の算定は適正に行われているか、事業は適切に執行されているかについて検証した。 

その結果、別項指摘事項を除き、補助金の算定は適正に行われており、事業は財政援助の目

的に沿って適切に執行されていると認められる。 

 

２ 指摘事項 

（１）局及び団体 

ア 補助金の返還を求めるべきもの 

（ア）東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金（保育所） 

福祉保健局は、東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金交付要綱（保育所）に基づ

き、社会福祉施設利用者の福祉の向上を図ることを目的として、児童福祉法（昭和２２年法

律第１６４号）に規定する保育所の運営等に要する費用の一部を、運営する社会福祉法人等

に対して補助している。 

この補助金は、①在籍児童数等に基づいて算定する基本補助額と、②延長保育事業、保育

所体験など施設の努力・実績に応じて算定する努力・実績加算額（注）等との合計額に基づ

き、算定されている。 

ところで、次のとおり、７団体１２施設で不適正な事例が認められた。 

法人は、過大に交付された補助金を返還されたい。 

局は、法人に対し補助金の返還を求められたい。 

( 社会福祉法人昭島愛育会 ) 

( 社会福祉法人若水会 ) 

( 社会福祉法人大龍会 ) 

 ( 社会福祉法人村山苑 ) 

( 社会福祉法人こうほうえん ) 

 ( 社会福祉法人えどがわ ) 

 ( 社会福祉法人恩賜財団東京都同胞援護会 ) 

 ( 福祉保健局 ) 

 

（注）努力・実績加算の算定方法は、①加算項目の対象児童数に単価を乗じて加算額を算定するも

のと、②加算項目の基準を満たした場合において与えられるポイント数に単価を乗じて加算額を

算定するものとがある。 
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ａ 社会福祉法人昭島愛育会が設置する松中保育園で平成２１年度の補助金交付状況につ

いて見たところ、①努力・実績加算項目のうち延長保育事業（２時間・３時間延長）加

算において、利用児童数を誤って算定した、②努力・実績加算項目のうちアレルギー児

対応において、医師の診断書がない児童を対象児童数に含めて算定した、③努力・実績

加算項目のうち在宅支援活動（出前保育）において、参加者不在等で実施できなかった

ものも回数に含めてポイント数を算定したため、表７のとおり、１２９万円が過大に交

付されている。 

 

（表７）補助金交付額の算定                          （単位：円） 

誤 正 
項   目 

実績 金 額 実績 金 額 
過大交付額

基本補助             Ａ 5,288,920 5,288,920 

努力・実績加算          Ｂ 9,106,750 7,728,860 

 延長保育事業（２時間・３時間延長） 

@610円×延べ利用児童数 
479人 292,190 478人 291,580 

 アレルギー児対応 

@15,720円×延べ対象児童数 
58人 911,760 34人 534,480 

 在宅支援活動（出前保育） 

@50,000円×ポイント数 
20Ｐ 1,000,000 0Ｐ 0 

保育拠点活動支援         Ｃ 900,000 900,000 

サービス評価・改善計画加算    Ｄ 600,000 600,000 

 

補助金交付額   Ｅ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ ＊15,807,000 14,517,000 1,290,000

（注）補助金交付額は、千円未満の端数切捨て 

（＊ 法人からの申請に基づき、あらかじめ決定した額が上限であり、合計と一致しない。） 
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ｂ 社会福祉法人昭島愛育会が設置する昭和保育園で平成２１年度の補助金交付状況につ

いて見たところ、努力・実績加算項目のうち異年齢児交流（小学生等との交流）及び在

宅支援活動（子育てサークル支援）において、補助要件※を満たしていないものを回数

に含めてポイント数を算定したため、表８のとおり、５０万円が過大に交付されている。 

 

（表８）補助金交付額の算定                          （単位：円） 

誤 正 
項   目 

実績 金 額 実績 金 額 
過大交付額

基本補助             Ａ 4,735,450 4,735,450 

努力・実績加算          Ｂ 8,987,120 8,487,120 

 異年齢児交流（小学生等との交流） 

@50,000×ポイント数 
4Ｐ 200,000 0Ｐ 0 

 在宅支援活動（子育てサークル支援） 

@50,000×ポイント数 
12Ｐ 600,000 6Ｐ 300,000 

保育拠点活動支援         Ｃ 800,000 800,000 

サービス評価・改善計画加算    Ｄ 600,000 600,000 

 

補助金交付額   Ｅ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ 15,122,000 14,622,000 500,000

（注）補助金交付額は、千円未満の端数切捨て 

 

※「補助要件」 

東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金交付要綱（保育所） 

別表３ 努力・実績加算項目算定基準表 保育所地域子育て支援推進加算（ポイント制） 

加算項目 対象事業 施設保管義務資料 

２ 異年齢児交流 小学生等との交流 在園児と、退所児童などの地

域の小学生との交流を行う。 

・年６回以上 

実施回ごとに日時・内容・広

報・報告レポート・写真など 

５ 在宅支援活動 子育てサークル支援 パートナー保育登録をした家

庭が参加する子育てサークル

を育成・支援する。 

・年３回以上又は年６回以上 

実施回ごとに日時・内容・広

報・報告レポート・写真など 

参加者名簿 
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ｃ 社会福祉法人昭島愛育会が設置する昭栄保育園で平成２１年度の補助金交付状況につ

いて見たところ、努力・実績加算項目のうち、世代間交流（お年寄りとの交流）及び在

宅支援活動（子育てサークル支援）において、参加者不在等で実施できなかったものも

回数に含めてポイント数を算定したため、表９のとおり、１８万円が過大に交付されて

いる。 

 

（表９） 補助金交付額の算定                         （単位：円） 

誤 正 
項   目 

実績 金 額 実績 金 額 
過大交付額

基本補助                         Ａ 4,596,400 4,596,400 

努力・実績加算                   Ｂ 8,890,720 8,390,720 

 
世代間交流（お年寄りとの交流） 

@50,000円×ポイント数 
4Ｐ 200,000 0Ｐ 0 

 
在宅支援活動（子育てサークル支援） 

@50,000円×ポイント数 
12Ｐ 600,000 6Ｐ 300,000 

保育拠点活動支援         Ｃ 900,000 900,000 

サービス評価・改善計画加算       Ｄ 600,000 600,000 

補助金交付額   Ｅ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ ＊14,667,000 14,487,000 180,000

（注） 補助金交付額は、千円未満の端数切捨て 

（＊ 法人からの申請に基づき、あらかじめ決定した額が上限であり、合計と一致しない。）  
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ｄ 社会福祉法人若水会が設置する大泉にじのいろ保育園で平成２１年度の補助金交付状

況について見たところ、①努力・実績加算項目のうちアレルギー児対応において、医師

の診断書がない児童を対象児童数に含めて算定した、②努力・実績加算項目のうち外国

人児童受入れにおいて、補助要件※を満たしていない児童を対象児童数に含めて算定し

たため、表１０のとおり、３２万４，０００円が過大に交付されている。 

 

（表１０）補助金交付額の算定                         （単位：円） 

誤 正 
項       目 

実績 金 額 実績 金 額 
過大交付額

基本補助                         Ａ 6,893,770 6,893,770 

努力・実績加算                   Ｂ 17,269,910 16,700,750 

 
アレルギー児対応 

@15,720円×延べ対象児童数 
155人 2,436,600 142人 2,232,240 

 
外国人児童受入れ 

@7,600円×延べ対象児童数 
72人 547,200 24人 182,400 

保育拠点活動支援         Ｃ 900,000 900,000 

サービス評価・改善計画加算       Ｄ 600,000 600,000 

補助金交付額   Ｅ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ ＊25,418,000 25,094,000 324,000

（注）補助金交付額は、千円未満の端数切捨て 

（＊ 法人からの申請に基づき、あらかじめ決定した額が上限であり、合計と一致しない。） 

 

※「補助要件」 

東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金交付要綱（保育所） 

別表２ 努力・実績加算項目算定基準表 特別保育事業等推進加算 

加算項目 対象事業 施設保管義務資料 

20 外国人児童受

入れ 

両親、父又は母が外国人である児童を受

け入れ、当該家庭の言語・習慣・食事等

に特別な対応を行う保育所 

該当する児童ごとに、具体的留意事項を

まとめたもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 142 -

ｅ 社会福祉法人大龍会が設置する金町保育園で平成２１年度の補助金交付状況について

見たところ、①基本補助項目の年齢別入所児童数を誤って算定した、②努力・実績加算

項目のうち零歳児保育対策実施かつ産休明け保育実施において、在籍児童数を誤って算

定した、③努力・実績加算項目のうち外国人児童受入れにおいて、補助要件※を満たし

ていない児童を対象児童数に含めて算定したため、表１１のとおり、３１万２，０００

円が過大に交付されている。 

 

（表１１）補助金交付額の算定                         （単位：円） 

誤 正 
項   目 

実績 金 額 実績 金 額 
過大交付額

基本補助             Ａ 7,209,090 7,172,680 

０歳児@8,810×入所児童数 233人 2,052,730 222人 1,955,820 
 

１歳児@5,500×入所児童数 300人 1,650,000 311人 1,710,500 

努力・実績加算          Ｂ 9,344,110 9,069,280 

零歳児保育対策実施かつ産休明け保育

実施@13,930円×延べ零歳児在籍数 
233人 3,245,690 222人 3,092,460 

 
外国人児童受入れ 

@7,600円×延べ対象児童数 
124人 942,400 108人 820,800 

保育拠点活動支援         Ｃ 800,000 800,000 

サービス評価・改善計画加算    Ｄ 600,000 600,000 

補助金交付額   Ｅ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ 17,953,000 17,641,000 312,000

（注）補助金交付額は、千円未満の端数切捨て 

 

※「補助要件」 

東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金交付要綱（保育所） 

別表２ 努力・実績加算項目算定基準表 特別保育事業等推進加算 

加算項目 対象事業 施設保管義務資料 

20 外国人児童受

入れ 

両親、父又は母が外国人である児童を受

け入れ、当該家庭の言語・習慣・食事等

に特別な対応を行う保育所 

該当する児童ごとに、具体的留意事項を

まとめたもの 
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ｆ 社会福祉法人大龍会が設置する大和南保育園で平成２１年度の補助金交付状況につい

て見たところ、①努力・実績加算項目のうち延長保育事業（零歳児の延長保育）におい

て、利用児童数を誤って算定した、②努力・実績加算項目のうち異年齢児交流（小学校

低学年児童受入れ）において、補助要件※を満たしていない児童を含めてポイント数を

算定したため、表１２のとおり、２０万２，０００円が過大に交付されている。 

 

（表１２）補助金交付額の算定                                      （単位：円） 

誤 正 
項   目 

実績 金 額 実績 金 額 
過大交付額

基本補助             Ａ 4,503,790 4,503,790 

努力・実績加算          Ｂ 10,763,710 8,949,090 

 
延長保育事業（零歳児の延長保育） 

@910円×延べ利用児童数 
139人 126,490 137人 124,670 

 
異年齢児交流（小学校低学年児童受入

れ）@50,000×ポイント数 
4Ｐ 200,000 0Ｐ 0 

保育拠点活動支援         Ｃ 900,000 900,000 

サービス評価・改善計画加算    Ｄ 600,000 600,000 

補助金交付額   Ｅ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ ＊15,154,000 14,952,000 202,000

（注）補助金交付額は、千円未満の端数切捨て 

（＊ 法人からの申請に基づき、あらかじめ決定した額が上限であり、合計と一致しない。） 

 

※「補助要件」 

東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金交付要綱（保育所） 

別表３ 努力・実績加算項目算定基準表 保育所地域子育て支援推進加算（ポイント制） 

加算項目 対象事業 施設保管義務資料 

４ 異年齢児交流 小学校低学年児童受

入れ 

小学校低学年児童（学童保育

利用児童を除く。）を一時保

育の場所を活用して年間を通

じ継続的に受け入れる。 

・受入対象人数10人以上 

対象児童名簿 
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ｇ 社会福祉法人村山苑が設置するつぼみ保育園で平成２１年度の補助金交付状況につい

て見たところ、①努力・実績加算項目のうち延長保育事業（零歳児の延長保育）におい

て、利用児童数を誤って算定した、②努力・実績加算項目のうち世代間交流（お年寄り

との交流）及び在宅支援活動（出前保育）において、補助要件※を満たしていないもの

を回数に含めてポイント数を算定したため、表１３のとおり、１２０万５，０００円が

過大に交付されている。 

 

（表１３）補助金交付額の算定                                      （単位：円） 

誤 正 
項   目 

実績 金 額 実績 金 額 
過大交付額

基本補助             Ａ 7,497,310 7,497,310 

努力・実績加算          Ｂ 10,884,170 9,678,710 

延長保育事業（零歳児の延長保育） 

@910円×延べ利用零歳児童数 
179人 162,890 173人 157,430 

世代間交流（お年寄りとの交流） 

@50,000×ポイント数 
4Ｐ 200,000 0Ｐ 0  

在宅支援活動（出前保育） 

@50,000×ポイント数 
20Ｐ 1,000,000 0Ｐ 0 

保育拠点活動支援         Ｃ 400,000 400,000 

サービス評価・改善計画加算    Ｄ 600,000 600,000 

補助金交付額   Ｅ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ 19,381,000 18,176,000 1,205,000

（注）補助金交付額は、千円未満の端数切捨て 

 

※「補助要件」 

東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金交付要綱（保育所） 

別表３ 努力・実績加算項目算定基準表 保育所地域子育て支援推進加算（ポイント制） 

加算項目 対象事業 施設保管義務資料 

１ 世代間交流 お年寄りとの交流 老人福祉施設等訪問、園行事

招待等を通じてお年寄りとの

交流を図る。 

・年10回以上 

実施回ごとに日時・内容・広

報・報告レポート・写真など 

７ 在宅支援活動 出前保育 公園、公民館等の保育所以外

の場において、在宅子育て家

庭向けにお話会や集団遊び等

を行う。 

・年６回以上 

実施回ごとに日時・内容・広

報・報告レポート・写真など 
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ｈ 社会福祉法人村山苑が設置するふじみ保育園で平成２１年度の補助金交付状況につい

て見たところ、努力・実績加算項目のうち零歳児保育対策実施かつ産休明け保育実施及

び零歳児保育対策実施かつ産休明け保育未実施において、在籍児童数を誤って算定した

ため、表１４のとおり、７３万１，０００円が過大に交付されている。 

 

（表１４）補助金交付額の算定                         （単位：円） 

誤 正 
項   目 

実績 金 額 実績 金 額 
過大交付額

基本補助             Ａ 4,545,180 4,545,180 

努力・実績加算          Ｂ 7,021,350 6,289,110 

零歳児保育対策実施かつ産休明け保育

実施@13,930円×延べ零歳児在籍数 
108人 1,504,440 0人 0 

 
零歳児保育対策実施かつ産休明け保育

未実施@7,150円×延べ零歳児在籍数 
0人 0 108人 772,200 

保育拠点活動支援         Ｃ 400,000 400,000 

サービス評価・改善計画加算    Ｄ 600,000 600,000 

補助金交付額   Ｅ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ ＊12,565,000 11,834,000 731,000

（注）補助金交付額は、千円未満の端数切捨て 

（＊ 法人からの申請に基づき、あらかじめ決定した額が上限であり、合計と一致しない。） 
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ｉ 社会福祉法人こうほうえんが設置するキッズタウンうきま保育園で平成２１年度の補

助金交付状況について見たところ、①努力・実績加算項目のうちアレルギー児対応にお

いて、医師の診断書がない児童を対象児童数に含めて算定した、②努力・実績加算項目

のうち異年齢児交流（小中高生の育児体験受入れ）において、補助要件※を満たしてい

ないものを回数に含めてポイント数を算定したため、表１５のとおり、８８万３，００

０円が過大に交付されている。 

 

（表１５）補助金交付額の算定                         （単位：円） 

誤 正 
項   目 

実績 金 額 実績 金 額 
過大交付額

基本補助             Ａ 4,998,020 4,998,020 

努力・実績加算          Ｂ 11,357,850 10,474,890 

アレルギー児対応 

@15,720円×延べ対象児童数 
48人 754,560 30人 471,600 

 

 

 異年齢児交流（小中高生の育児体験受

入れ）@50,000×ポイント数 
12Ｐ 600,000 0Ｐ 0 

保育拠点活動支援         Ｃ 450,000 450,000 

サービス評価・改善計画加算    Ｄ 600,000 600,000 

  

補助金交付額   Ｅ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ 17,405,000 16,522,000 883,000

（注）補助金交付額は、千円未満の端数切捨て 

 

※「補助要件」 

東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金交付要綱（保育所） 

別表３ 努力・実績加算項目算定基準表 保育所地域子育て支援推進加算（ポイント制） 

加算項目 対象事業 施設保管義務資料 

３ 異年齢児交流 小中高生の育児体験

受入れ 

小中高生の職場体験、育児体

験等を受入れる。 

年10日以上 

学校からの依頼文（日程・体

験者氏名を記載したもの） 

体験した生徒の感想文等 
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ｊ 社会福祉法人えどがわが設置する葛西おひさま保育園で平成２１年度の補助金交付状

況について見たところ、①基本補助項目の年齢別入所児童数を誤って算定した、②努

力・実績加算項目のうち保育拠点活動支援において、補助要件※を満たしていない項目

のポイント数を算定したため、表１６のとおり、１０万２，０００円が過大に交付され

ている。 

 

（表１６）補助金交付額の算定                                                （単位：円） 

誤 正 
項   目 

実績 金 額 実績 金 額 
過大交付額

基本補助                         Ａ 4,867,560 4,863,920 

 ３歳児@2,130×入所児童数 420人 823,200 415人 813,400 

 ４歳児@1,720×入所児童数 834人 1,284,360 838人 1,290,520 

努力・実績加算                   Ｂ 4,462,720 4,462,720 

保育拠点活動支援         Ｃ 

@50,000×ポイント数 
20Ｐ 1,000,000 18Ｐ 900,000 

サービス評価・改善計画加算       Ｄ 600,000 600,000 

補助金交付額   Ｅ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ ＊10,928,000 10,826,000 102,000

（注）補助金交付額は、千円未満の端数切捨て 

（＊ 法人からの申請に基づき、あらかじめ決定した額が上限であり、合計と一致しない。） 

 

※「補助要件」 

東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金交付要綱（保育所） 

別表３ 努力・実績加算項目算定基準表 保育所地域子育て支援推進加算（ポイント制） 

加算項目 対象事業 施設保管義務資料 

９ 地域拠点活動

支援 

保育拠点活動支援 

加算分 

基本分の保育所一般の研修・

実習に加え、病児・病後児保

育に係る研修・実習を実施す

る。 

実習生の通う学校や所属する

事業者等からの依頼文 
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ｋ 社会福祉法人恩賜財団東京都同胞援護会が設置するむさしの保育園で平成２１年度の

補助金交付状況について見たところ、①努力・実績加算項目のうち延長保育事業（零歳

児の延長保育）において、利用児童数を誤って算定した、②努力・実績加算項目のうち

アレルギー児対応において、医師の診断書がない児童を対象児童数に含めて算定したた

め、表１７のとおり、５万１，０００円が過大に交付されている。 

 

（表１７）補助金交付額の算定                         （単位：円） 

誤 正 
項     目 

実績 金 額 実績 金 額 
過大交付額

基本補助                         Ａ 7,412,630 7,412,630 

努力・実績加算                   Ｂ 11,816,320 11,747,820 

 
延長保育事業（零歳児の延長保育） 

@910円×延べ利用零歳児童数 
190人 172,900 132人 120,120 

 
アレルギー児対応 

@15,720円×延べ対象児童数 
74人 1,163,280 73人 1,147,560 

保育拠点活動支援         Ｃ 900,000 900,000 

サービス評価・改善計画加算       Ｄ 600,000 600,000 

補助金交付額   Ｅ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ ＊20,711,000 20,660,000 51,000

（注）補助金交付額は、千円未満の端数切捨て 

（＊ 法人からの申請に基づき、あらかじめ決定した額が上限であり、合計と一致しない。） 

 

 

 

ｌ 社会福祉法人恩賜財団東京都同胞援護会が設置するみなと保育園で平成２１年度の補

助金交付状況について見たところ、努力・実績加算項目のうち、アレルギー児対応にお

いて、医師の診断書がない児童を対象児童数に含めて算定したため、表１８のとおり、

３６万１，０００円が過大に交付されている。 

 

（表１８）補助金交付額の算定                         （単位：円） 

誤 正 
項     目 

実績 金 額 実績 金 額 

過大交付

額 

基本補助                         Ａ 3,455,440 3,455,440 

努力・実績加算                   Ｂ 7,429,150 7,067,590 

 
アレルギー児対応 

@15,720円×延べ対象児童数 
144人 2,263,680 121人 1,902,120 

保育拠点活動支援         Ｃ 900,000 900,000 

サービス評価・改善計画加算       Ｄ 600,000 600,000 

補助金交付額   Ｅ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ 12,384,000 12,023,000 361,000

（注）補助金交付額は、千円未満の端数切捨て 
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第５ 補助対象事業の概要 

   補助事業に係る各事業実績等は、表１９東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助（保育

所）事業実績等から表５５社会福祉施設等耐震化促進事業（耐震診断経費）補助等まで記載のと

おりである。 

 

（表１９）東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助（保育所）事業実績等 

団 体 名 
（施設名） 

年度 
(平成) 

事業実績等 
補助金額 

(単位：千円) 

２１ 

定員 １００名 
基本補助実績    延べ １，３８１人 
 
基本補助         ４，７３５千円 
努力・実績加算      ８，９８７千円 
保育拠点活動支援        ８００千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

１５，１２２

社会福祉法人昭島愛育会 
（昭和保育園） 

２２ 

定員 １００名 
基本補助実績    延べ １，３９７人 
 
基本補助         ４，８５７千円 
努力・実績加算      ９，２０８千円 
サービス評価・改善計画加算  ２００千円 

１４，２２３

２１ 

定員 １００名 
基本補助実績    延べ １，２２２人 
 
基本補助         ４，５９６千円 
努力・実績加算      ８，８９０千円 
保育拠点活動支援        ９００千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

１４，６６７

社会福祉法人昭島愛育会 
（昭栄保育園） 

２２ 

定員 １００名 
基本補助実績    延べ １，２４１人 
 
基本補助         ４，７０６千円 
努力・実績加算     １０，６４４千円 
サービス評価・改善計画加算  ２００千円 

１５，５４７

２１ 

定員 １２０名 
基本補助実績    延べ １，５４８人 
 
基本補助         ５，２８８千円 
努力・実績加算      ９，１０６千円 
保育拠点活動支援        ９００千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

１５，８０７

社会福祉法人昭島愛育会 
（松中保育園） 

２２ 

定員 １２０名 
基本補助実績    延べ １，５２５人 
 
基本補助         ５，２４１千円 
努力・実績加算      ９，１６６千円 
保育拠点活動支援        ２００千円 

１４，５７６
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（表１９）東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助（保育所）事業実績等 

団 体 名 
（施設名） 

年度 
(平成) 

事業実績等 
補助金額 

(単位：千円) 

２１ 

定員 １００名 
基本補助実績    延べ １，３１４人 
 
基本補助         ５，２０３千円 
努力・実績加算      ６，８３３千円 
保育拠点活動支援        ８００千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

１３，４３７

社会福祉法人省我会 
（省我保育園） 

２２ 

定員 １００名 
基本補助実績    延べ １，２２１人 
 
基本補助         ４，４８２千円 
努力・実績加算      ８，０６４千円 
サービス評価・改善計画加算  ２００千円 

１２，７４６

２１ 

定員 １００名  
基本補助実績    延べ １，２３５人 
 
基本補助         ４，８０９千円 
努力・実績加算      ９，０５３千円 
保育拠点活動支援     １，０００千円 
サービス評価・改善計画加算  ２００千円 

１５，０６３

社会福祉法人省我会 
（せいがの森保育園） 

２２ 

定員 １００名 
基本補助実績    延べ １，２４０人 
 
基本補助         ４，９６９千円 
努力・実績加算      ９，９５３千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

１５，５２３

２１ 

定員 １１５名 
基本補助実績    延べ １，３４１人 
 
基本補助         ５，５９５千円 
努力・実績加算     １０，７１７千円 
保育拠点活動支援        ８００千円 
サービス評価・改善計画加算  ２００千円 

１６，８４２

社会福祉法人省我会 
（新宿せいが保育園） 

２２ 

定員 １１５名  
基本補助実績    延べ １，４１８人 
 
基本補助         ５，８５７千円 
努力・実績加算     １２，１１４千円 
サービス評価・改善計画加算  ２００千円 

１８，１７１

２１ 

定員  ８７名 
基本補助実績    延べ １，０７３人 
 
基本補助         ４，５７０千円 
努力・実績加算     １４，２３２千円 
保育拠点活動支援        ９００千円 
サービス評価・改善計画加算  ２００千円 

１９，６２２

社会福祉法人若水会 
（にじのいろ保育園） 

２２ 

定員  ８７名 
基本補助実績    延べ １，０７４人 
 
基本補助         ４，６０１千円 
努力・実績加算     １５，３９６千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

２０，５９７
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（表１９）東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助（保育所）事業実績等 

団 体 名 
（施設名） 

年度 
(平成) 

事業実績等 
補助金額 

(単位：千円) 

２１ 

定員 １５４名 
基本補助実績    延べ １，８５９人 
 
基本補助         ６，８９３千円 
努力・実績加算     １７，２６９千円 
保育拠点活動支援        ９００千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

２５，４１８

社会福祉法人若水会 
（大泉にじのいろ保育園）

２２ 

定員 １５４名 
基本補助実績    延べ １，８４４人 
 
基本補助         ６，８１６千円 
努力・実績加算     １９，９２７千円 
サービス評価・改善計画加算  ２００千円 

２６，０４７

２１ 

定員 １７５名 
基本補助実績    延べ ２，０８５人 
 
基本補助         ７，２０９千円 
努力・実績加算      ９，３４４千円 
保育拠点活動支援        ８００千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

１７，９５３

社会福祉法人大龍会 
（金町保育園） 

２２ 

定員 １７５名（４月～８月） 
定員 １８５名（９月～翌年３月） 
基本補助実績    延べ ２，１１８人 
 
基本補助         ７，４７６千円 
努力・実績加算     １０，６４１千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

１８，７１８

２１ 

定員 １００名 
基本補助実績    延べ １，２８１人 
 
基本補助         ４，５０３千円 
努力・実績加算     １０，７６３千円 
保育拠点活動支援        ９００千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

１５，１５４

社会福祉法人大龍会 
（大和南保育園） 

２２ 

定員 １００名 
基本補助実績    延べ １，２７５人 
 
基本補助         ４，４９１千円 
努力・実績加算      ９，５４１千円 
サービス評価・改善計画加算  ２００千円 

１４，２３３

２１ 

定員 １０６名 
基本補助実績    延べ １，２３８人 
 
基本補助         ４，１５３千円 
努力・実績加算      ７，６７２千円 
保育拠点活動支援        ８００千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

１３，２１３

社会福祉法人大龍会 
（拝島保育園） 

２２ 

定員 １０６名 
基本補助実績    延べ １，１８２人 
 
基本補助         ４，０３０千円 
努力・実績加算      ７，６７０千円 
サービス評価・改善計画加算  ２００千円 

１１，９００
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（表１９）東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助（保育所）事業実績等 

団 体 名 
（施設名） 

年度 
(平成) 

事業実績等 
補助金額 

(単位：千円) 

社会福祉法人大龍会 
（高木保育園） 

２２ 

定員 １００名 
基本補助実績    延べ １，２１６人 
 
基本補助         ４，５６２千円 
努力・実績加算      ９，１２６千円 
サービス評価・改善計画加算  ２００千円 

１３，８６２

２１ 

定員 １８０名 
基本補助実績    延べ ２，３０３人 
 
基本補助         ７，４９２千円 
努力・実績加算     ２０，３０９千円 
保育拠点活動支援        ９００千円 
サービス評価・改善計画加算  ２００千円 

２８，７３１

社会福祉法人こばと会 
（こばと第一保育園） 

２２ 

定員 １８０名 
基本補助実績    延べ ２，３３０人 
 
基本補助         ７，６６９千円 
努力・実績加算     ２５，２４５千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

３３，３２６

２１ 

定員 １０９名 
基本補助実績    延べ １，４５８人 
 
基本補助         ５，１１５千円 
努力・実績加算     １８，６９１千円 
保育拠点活動支援        ９００千円 
サービス評価・改善計画加算  ２００千円 

２４，２１６

社会福祉法人こばと会 
（あおぞら保育園） 

２２ 

定員 １０９名 
基本補助実績    延べ １，４７６人 
 
基本補助         ５，１４０千円 
努力・実績加算     ２２，０７２千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

２７，６２３

２１ 

定員  ６０名 
基本補助実績    延べ   ７２９人 
 
基本補助         ３，７８０千円 
努力・実績加算      ９，３４１千円 
保育拠点活動支援        ９００千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

１４，５１４

社会福祉法人育和会 
（椎名町ひまわり保育園）

２２ 

定員  ６０名 
基本補助実績    延べ   ７４２人 
 
基本補助         ３，８９２千円 
努力・実績加算     １３，０６１千円 
サービス評価・改善計画加算  ２００千円 

１７，１５３
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（表１９）東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助（保育所）事業実績等 

団 体 名 
（施設名） 

年度 
(平成) 

事業実績等 
補助金額 

(単位：千円) 

２１ 

定員 １００名 
基本補助実績    延べ １，１７６人 
 
基本補助         ４，３２９千円 
努力・実績加算     １０，８３８千円 
保育拠点活動支援        ９００千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

１６，２３８

社会福祉法人育和会 
（しいの実保育園） 

２２ 

定員 １００名 
基本補助実績    延べ １，２０１人 
 
基本補助         ４，４１７千円 
努力・実績加算     １２，３１２千円 
サービス評価・改善計画加算  ２００千円 

１６，７８０

２１ 

定員  ７０名 
基本補助実績    延べ   ８５２人 
 
基本補助         ３，７４２千円 
努力・実績加算      ６，０８６千円 
保育拠点活動支援        ８００千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

１０，８８３

社会福祉法人育和会 
（とちの木保育園） 

２２ 

定員  ７０名 
基本補助実績    延べ   ８４０人 
 
基本補助         ３，７１８千円 
努力・実績加算      ８，５４４千円 
サービス評価・改善計画加算  ２００千円 

１２，４４１

２１ 

定員 １３３名 
基本補助実績    延べ １，５９４人 
 
基本補助         ４，８４９千円 
努力・実績加算     １３，８８０千円 
保育拠点活動支援        ９００千円 
サービス評価・改善計画加算  ２００千円 

１９，８３０

社会福祉法人景行会 
（草笛保育園） 

２２ 

定員 １３３名 
基本補助実績    延べ １，５３６人 
 
基本補助         ４，７９２千円 
努力・実績加算     １４，７５６千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

２０，１４８

２１ 

定員  ８４名 
基本補助実績    延べ １，１５８人 
 
基本補助         ４，５５０千円 
努力・実績加算      ９，４４３千円 
保育拠点活動支援        ９００千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

１５，４１１

社会福祉法人景行会 
（クローバー保育園） 

２２ 

定員  ８４名 
基本補助実績    延べ １，１６１人 
 
基本補助         ４，５９４千円 
努力・実績加算     １０，０５７千円 
サービス評価・改善計画加算  ２００千円 

１４，８５１
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（表１９）東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助（保育所）事業実績等 

団 体 名 
（施設名） 

年度 
(平成) 

事業実績等 
補助金額 

(単位：千円) 

２１ 

定員 １１５名 
基本補助実績    延べ １，５２９人 
 
基本補助         ５，６８３千円 
努力・実績加算     １９，２２１千円 
保育拠点活動支援        ９００千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

２５，９６９

社会福祉法人東香会 
（しぜんの国保育園） 

２２ 

定員 １１５名 
基本補助実績    延べ １，４５７人 
 
基本補助         ５，５１３千円 
努力・実績加算     ２２，３９２千円 
サービス評価・改善計画加算  ２００千円 

２７，７６０

２１ 

定員  ８９名 
基本補助実績    延べ １，１２８人 
 
基本補助         ４，４９３千円 
努力・実績加算     １８，３２４千円 
保育拠点活動支援        ９００千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

２３，６６８

社会福祉法人東香会 
（成瀬くりの家保育園） 

２２ 

定員  ８９名 
基本補助実績    延べ １，１５２人 
 
基本補助         ４，５０１千円 
努力・実績加算     ２１，５６８千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

２６，０７８

２１ 

定員 １００名 
基本補助実績    延べ １，２５２人 
 
基本補助         ４，５４５千円 
努力・実績加算      ７，０２１千円 
保育拠点活動支援        ４００千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

１２，５６５

社会福祉法人村山苑 
（ふじみ保育園） 

２２ 

定員 １００名 
基本補助実績    延べ １，２７２人 
 
基本補助         ４，８１５千円 
努力・実績加算      ７，１００千円 
サービス評価・改善計画加算  ２００千円 

１２，１１６

２１ 

定員 １９５名 
基本補助実績    延べ ２，４１５人 
 
基本補助         ７，４９７千円 
努力・実績加算     １０，８８４千円 
保育拠点活動支援        ４００千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

１９，３８１

社会福祉法人村山苑 
（つぼみ保育園） 

２２ 

定員 １９５名 
基本補助実績    延べ ２，４５６人 
 
基本補助         ７，６６９千円 
努力・実績加算     １１，１１５千円 
サービス評価・改善計画加算  ２００千円 

１７，４２７
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（表１９）東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助（保育所）事業実績等 

団 体 名 
（施設名） 

年度 
(平成) 

事業実績等 
補助金額 

(単位：千円) 

２１ 

定員 １６０名 
基本補助実績    延べ １，９６１人 
 
基本補助         ６，０７２千円 
努力・実績加算     １０，１２７千円 
保育拠点活動支援        ９００千円 
サービス評価・改善計画加算  ２００千円 

１７，３００

社会福祉法人新町保育会 
（新町保育園） 

２２ 

定員 １６０名 
基本補助実績    延べ １，９６５人 
 
基本補助         ６，０４０千円 
努力・実績加算      ９，９８２千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

１６，６２２

２１ 

定員 １３０名（４月～９月） 
定員 １７０名（１０月～翌年３月） 
基本補助実績    延べ １，８０９人 
 
基本補助         ５，４０９千円 
努力・実績加算      ７，４２９千円 
保育拠点活動支援        ８００千円 
サービス評価・改善計画加算  ２００千円 

１３，７８８

社会福祉法人新町保育会 
（新町東保育園） 

２２ 

定員 １７０名 
基本補助実績    延べ ２，０４２人 
 
基本補助         ６，３９６千円 
努力・実績加算     １１，８７０千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

１８，８６１

２１ 

定員 １５０名 
基本補助実績    延べ １，８２７人 
 
基本補助         ６，０５２千円 
努力・実績加算     １１，９２６千円 
サービス評価・改善計画加算  ２００千円 

１７，６０２

社会福祉法人新町保育会 
（新町西保育園） 

２２ 

定員 １５０名 
基本補助実績    延べ １，８５６人 
 
基本補助         ６，１４０千円 
努力・実績加算     １２，９４７千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

１９，６８８

２１ 

定員 １５１名 
基本補助実績    延べ １，９２２人 
 
基本補助         ６，９３４千円 
努力・実績加算      ９，９６９千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

１７，４４４

社会福祉法人健生会 
（よつぎ第一保育園） 

２２ 

定員 １５１名 
基本補助実績    延べ １，９００人 
 
基本補助         ６，７２５千円 
努力・実績加算      ９，０６２千円 
サービス評価・改善計画加算  ２００千円 

１５，９７５
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（表１９）東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助（保育所）事業実績等 

団 体 名 
（施設名） 

年度 
(平成) 

事業実績等 
補助金額 

(単位：千円) 

２１ 

定員 １４０名 
基本補助実績    延べ ２，０５１人 
 
基本補助         ７，８８２千円 
努力・実績加算      ７，４０４千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

１５，８４２

社会福祉法人健生会 
（よつぎ第二保育園） 

２２ 

定員 １４０名 
基本補助実績    延べ ２，０３２人 
 
基本補助         ７，４０４千円 
努力・実績加算      ６，４１７千円 
サービス評価・改善計画加算  ２００千円 

１３，９８２

２１ 

定員  ６０名 
基本補助実績    延べ   ８２８人 
 
基本補助         ６，１７８千円 
努力・実績加算      ５，４６９千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

１２，２１７

社会福祉法人健生会 
（よつぎ第三保育園） 

２２ 

定員  ６０名 
基本補助実績    延べ   ８２８人 
 
基本補助         ６，１７８千円 
努力・実績加算      ６，４４５千円 
サービス評価・改善計画加算  ２００千円 

１２，７５１

２１ 

定員 １１０名 
基本補助実績    延べ １，４８９人 
 
基本補助         ５，８６１千円 
努力・実績加算      ３，２１３千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

９，５５０

社会福祉法人健生会 
（よつぎ第四保育園） 

２２ 

定員 １１０名 
基本補助実績    延べ １，５６８人 
 
基本補助         ６，４２７千円 
努力・実績加算      ４，１３３千円 
サービス評価・改善計画加算  ２００千円 

１０，６２８

２１ 

定員 １２０名 
基本補助実績    延べ １，３６３人 
 
基本補助         ４，９９８千円 
努力・実績加算     １１，３５７千円 
保育拠点活動支援        ４５０千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

１７，４０５

社会福祉法人こうほうえん
（キッズタウン 

うきま保育園）

２２ 

定員 １２０名 
基本補助実績    延べ １，４４８人 
 
基本補助         ５，１８３千円 
努力・実績加算     １２，０６６千円 
サービス評価・改善計画加算  ２００千円 

１７，１１５
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（表１９）東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助（保育所）事業実績等 

団 体 名 
（施設名） 

年度 
(平成) 

事業実績等 
補助金額 

(単位：千円) 

２１ 

定員  ３０名 
基本補助実績    延べ   ３３６人 
 
基本補助         ２，２６８千円 
努力・実績加算     １１，８７７千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

１４，４１４

社会福祉法人こうほうえん
（キッズタウン 

うきま夜間保育園）

２２ 

定員  ３０名 
基本補助実績    延べ   ３３１人 
 
基本補助         ２，２５７千円 
努力・実績加算      ８，１５６千円 
サービス評価・改善計画加算  ２００千円 

１０，６１３

２１ 

定員 １００名 
基本補助実績    延べ １，０３７人 
 
基本補助         ４，５９５千円 
努力・実績加算      ９，１５５千円 
保育拠点活動支援        ４００千円 
サービス評価・改善計画加算  ２００千円 

１４，２０２

社会福祉法人こうほうえん
（キッズタウン 

にしおおい）

２２ 

定員 １００名 
基本補助実績    延べ １，２９４人 
 
基本補助         ４，９３７千円 
努力・実績加算     １０，５１１千円 

１５，１５９

２１ 

定員 １２０名 
基本補助実績    延べ １，５２４人 
 
基本補助         ５，２６６千円 
努力・実績加算     １４，４７４千円 
保育拠点活動支援        ９００千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

２０，６３７

社会福祉法人慈光会 
（久米川保育園） 

２２ 

定員 １２０名 
基本補助実績    延べ １，５２９人 
 
基本補助         ５，２５２千円 
努力・実績加算     １３，５２５千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

１９，１３９

２１ 

定員 １００名 
基本補助実績    延べ １，３３９人 
 
基本補助         ４，０５１千円 
努力・実績加算      ５，６８６千円 
保育拠点活動支援        ８００千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

１１，０９６

社会福祉法人慈光会 
（東福保育園） 

２２ 

定員 １００名 
基本補助実績    延べ １，１７８人 
 
基本補助         ３，７４７千円 
努力・実績加算      ５，８２０千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

１０，１６８
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（表１９）東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助（保育所）事業実績等 

団 体 名 
（施設名） 

年度 
(平成) 

事業実績等 
補助金額 

(単位：千円) 

２１ 

定員 １００名 
基本補助実績    延べ １，２２０人 
 
基本補助         ３，９５１千円 
努力・実績加算      ５，７７９千円 
保育拠点活動支援        ８００千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

１１，１３０

社会福祉法人慈光会 
（若葉保育園） 

２２ 

定員 １００名 
基本補助実績    延べ １，２１４人 
 
基本補助         ４，０２６千円 
努力・実績加算      ５，４３５千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

１０，０６１

２１ 

定員 １１５名 
基本補助実績    延べ １，５５３人 
 
基本補助         ５，３８４千円 
努力・実績加算      ６，８４９千円 
保育拠点活動支援        ８００千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

１３，５９３

社会福祉法人慈光会 
（加美平保育園） 

２２ 

定員 １１５名 
基本補助実績    延べ １，５４３人 
 
基本補助         ５，４７７千円 
努力・実績加算      ７，１４６千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

１３，２１９

２１ 

定員 １２０名（４月～８月） 
定員 １５０名（９月～翌年３月） 
基本補助実績    延べ １，７１１人 
 
基本補助         ６，０００千円 
努力・実績加算      ６，６５０千円 
保育拠点活動支援        ４００千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

１３，２４６

社会福祉法人慈光会 
（草花保育園） 

２２ 

定員 １５０名 
基本補助実績    延べ １，９１４人 
 
基本補助         ６，７１１千円 
努力・実績加算      ６，６２７千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

１３，９３７

２１ 

定員 １１０名 
基本補助実績    延べ １，４１４人 
 
基本補助         ４，８８５千円 
努力・実績加算     １４，１８８千円 
保育拠点活動支援        ８００千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

２０，４７４

社会福祉法人慈光会 
（あそか保育園） 

２２ 

定員 １１０名 
基本補助実績    延べ １，４１５人 
 
基本補助         ４，８６９千円 
努力・実績加算     １４，２６８千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

１９，５８４
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（表１９）東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助（保育所）事業実績等 

団 体 名 
（施設名） 

年度 
(平成) 

事業実績等 
補助金額 

(単位：千円) 

２１ 

定員 １４９名 
基本補助実績    延べ １，７８２人 
 
基本補助         ４，８６７千円 
努力・実績加算      ４，４６２千円 
保育拠点活動支援     １，０００千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

１０，９２８

社会福祉法人えどがわ 
（葛西おひさま保育園） 

２２ 

定員 １４９名 
基本補助実績    延べ １，７６９人 
 
基本補助         ４，８３９千円 
努力・実績加算      ５，１６２千円 
サービス評価・改善計画加算  ２００千円 

１０，２０２

２１ 

定員 １１２名 
基本補助実績    延べ １，３１６人 
 
基本補助         ４，２７９千円 
努力・実績加算      ４，１２９千円 
保育拠点活動支援       ４５０千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

９，４５９

社会福祉法人えどがわ 
（新堀おひさま保育園） 

２２ 

定員 １１２名 
基本補助実績    延べ １，３３６人 
 
基本補助         ４，３１２千円 
努力・実績加算      ５，２１６千円 
サービス評価・改善計画加算  ２００千円 

９，７２９

２１ 

定員 １００名 
基本補助実績    延べ １，３４２人 
 
基本補助         ４，１９５千円 
努力・実績加算      ６，３６５千円 
保育拠点活動支援       ８００千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

１１，１３７

社会福祉法人えどがわ 
（東小松川 

おひさま保育園）

２２ 

定員 １００名 
基本補助実績    延べ １，３５２人 
 
基本補助         ４，２１４千円 
努力・実績加算      ７，４０９千円 
サービス評価・改善計画加算  ２００千円 

１１，６８６

２１ 

定員 １５０名 
基本補助実績    延べ １，８０９人 
 
基本補助         ５，３５６千円 
努力・実績加算      ３，９６８千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

９，５９４

社会福祉法人えどがわ 
（鹿骨おひさま保育園） 

２２ 

定員 １５０名 
基本補助実績    延べ １，７８３人 
 
基本補助         ５，３８８千円 
努力・実績加算      ５，６６５千円 
サービス評価・改善計画加算  ２００千円 

１１，２０２
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（表１９）東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助（保育所）事業実績等 

団 体 名 
（施設名） 

年度 
(平成) 

事業実績等 
補助金額 

(単位：千円) 

２１ 

定員 １４４名 
基本補助実績    延べ １，７２８人 
 
基本補助         ５，０８２千円 
努力・実績加算      ３，７１５千円 
保育拠点活動支援       ９００千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

１０，１３９

社会福祉法人えどがわ 
（北葛西おひさま保育園）

２２ 

定員 １４４名 
基本補助実績    延べ １，７００人 
 
基本補助         ５，０３１千円 
努力・実績加算      ４，６２６千円 
サービス評価・改善計画加算  ２００千円 

９，４２４

２１ 

定員 １２０名 
基本補助実績    延べ １，１５２人 
 
基本補助         ４，０１６千円 
努力・実績加算      ３，８５４千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

８，４７０

社会福祉法人えどがわ 
（西篠崎おひさま保育園）

２２ 

定員 １２０名 
基本補助実績    延べ １，４５６人 
 
基本補助         ４，５８１千円 
努力・実績加算      ７，２８４千円 
サービス評価・改善計画加算  ２００千円 

１２，０１４

２１ 

定員 １１３名 
基本補助実績    延べ １，３５６人 
 
基本補助         ４，１２２千円 
努力・実績加算      ４，１３２千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

８，８５４

社会福祉法人えどがわ 
（東小岩おひさま保育園）

２２ 

定員 １１３名 
基本補助実績    延べ １，３４５人 
 
基本補助         ４，０６７千円 
努力・実績加算      ５，５９４千円 
サービス評価・改善計画加算  ２００千円 

９，８６２

２１ 

定員 １５７名 
基本補助実績    延べ １，８６５人 
 
基本補助         ４，９７４千円 
努力・実績加算      ４，８３９千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

１０，３２７

社会福祉法人えどがわ 
（春江おひさま保育園） 

２２ 

定員 １５７名 
基本補助実績    延べ １，８８１人 
 
基本補助         ５，００１千円 
努力・実績加算      ５，７５０千円 
サービス評価・改善計画加算  ２００千円 

１０，１０６
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（表１９）東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助（保育所）事業実績等 

団 体 名 
（施設名） 

年度 
(平成) 

事業実績等 
補助金額 

(単位：千円) 

２１ 

定員 １２４名 
基本補助実績    延べ １，４５４人 
 
基本補助         ４，３６３千円 
努力・実績加算      ４，６１５千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

８，９５９

社会福祉法人えどがわ 
（葛西第二 

おひさま保育園）

２２ 

定員 １２４名 
基本補助実績    延べ １，４７１人 
 
基本補助         ４，３８５千円 
努力・実績加算      ４，７４６千円 
サービス評価・改善計画加算  ２００千円 

９，３３１

社会福祉法人えどがわ 
（松江おひさま保育園） 

２２ 

定員 １１６名 
基本補助実績    延べ １，３３０人 
 
基本補助         ４，０４４千円 
努力・実績加算      ３，９６１千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

８，５６０

社会福祉法人えどがわ 
（西小岩おひさま保育園）

２２ 

定員 １６５名 
基本補助実績    延べ １，９４５人 
 
基本補助         ５，３５５千円 
努力・実績加算      ５，８２０千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

１１，３００

２１ 

定員 １５４名 
基本補助実績    延べ １，８６８人 
 
基本補助         ７，４１２千円 
努力・実績加算     １１，８１６千円 
保育拠点活動支援       ９００千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

２０，７１１

社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会

（むさしの保育園） 

２２ 

定員 １５４名 
基本補助実績    延べ １，８７０人 
 
基本補助         ７，３３３千円 
努力・実績加算     １３，４３６千円 
サービス評価・改善計画加算  ２００千円 

２０，９４３

２１ 

定員 １２２名 
基本補助実績    延べ １，４７４人 
 
基本補助         ５，２８７千円 
努力・実績加算      ９，１８０千円 
保育拠点活動支援       ８００千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

１５，８０５

社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会

（大山保育園） 

２２ 

定員 １２２名 
基本補助実績    延べ １，４９１人 
 
基本補助         ５，３１０千円 
努力・実績加算     １０，２６３千円 
サービス評価・改善計画加算  ２００千円 

１５，６９６
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（表１９）東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助（保育所）事業実績等 

団 体 名 
（施設名） 

年度 
(平成) 

事業実績等 
補助金額 

(単位：千円) 

２１ 

定員 １００名 
基本補助実績    延べ １，３９６人 
 
基本補助         ５，１５６千円 
努力・実績加算      ８，６１６千円 
保育拠点活動支援       ８００千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

１５，０９１

社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会

（昭和郷保育園） 

２２ 

定員 １００名 
基本補助実績    延べ １，３７８人 
 
基本補助         ５，１５６千円 
努力・実績加算      ９，６９３千円 
サービス評価・改善計画加算  ２００千円 

１４，９８８

２１ 

定員 １７４名 
基本補助実績    延べ ２，２３４人 
 
基本補助         ７，６６６千円 
努力・実績加算     １２，３０３千円 
保育拠点活動支援       ４００千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

２０，９７０

社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会
（昭和郷第二保育園） 

２２ 

定員 １７４名 
基本補助実績    延べ ２，２２５人 
 
基本補助         ７，８３１千円 
努力・実績加算     １３，５７２千円 
サービス評価・改善計画加算  ２００千円 

２１，５６８

２１ 

定員  ７０名 
基本補助実績    延べ   ８６２人 
 
基本補助         ３，４５５千円 
努力・実績加算      ７，４２９千円 
保育拠点活動支援       ９００千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

１２，３８４

社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会

（みなと保育園） 

２２ 

定員  ７０名 
基本補助実績    延べ   ８４０人 
 
基本補助         ３，４５５千円 
努力・実績加算      ８，８１３千円 
サービス評価・改善計画加算  ２００千円 

１２，４６６

２１ 

定員 １２５名 
基本補助実績    延べ １，５６０人 
 
基本補助         ５，４９６千円 
努力・実績加算     １０，１２０千円 
保育拠点活動支援       ４００千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

１６，４８３

社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会
（同援みどり保育園） 

２２ 

定員 １２５名 
基本補助実績    延べ １，５５６人 
 
基本補助         ５，４８１千円 
努力・実績加算     １１，０２８千円 
サービス評価・改善計画加算  ２００千円 

１６，７１０
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（表１９）東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助（保育所）事業実績等 

団 体 名 
（施設名） 

年度 
(平成) 

事業実績等 
補助金額 

(単位：千円) 

２１ 

定員 １１０名 
基本補助実績    延べ １，５２２人 
 
基本補助         ６，２３８千円 
努力・実績加算     １０，８３０千円 
保育拠点活動支援       ９００千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

１８，４６２

社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会
（つつじが丘保育園） 

２２ 

定員 １１０名 
基本補助実績    延べ １，５９３人 
 
基本補助         ６，４４６千円 
努力・実績加算     １２，２６２千円 
サービス評価・改善計画加算  ２００千円 

１８，８５６

２１ 

定員 １０８名 
基本補助実績    延べ １，４１５人 
 
基本補助         ５，６４２千円 
努力・実績加算     １４，９９１千円 
保育拠点活動支援       ８００千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

２１，７６６

社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会
（同援さくら保育園） 

２２ 

定員 １０８名 
基本補助実績    延べ １，４３８人 
 
基本補助         ５，７０３千円 
努力・実績加算     １７，３５８千円 
サービス評価・改善計画加算  ２００千円 

２３，１５７

２１  ８６３，１８３
合   計 

２２  ９１７，１４８

 

（表２０）東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助（婦人保護施設）事業実績等 

団 体 名 
（施設名） 

年度 
(平成) 

事業実績等 
補助金額 

(単位：千円) 

２１ 

定員  ４０名 
基本補助実績    延べ   ８１３人 
 
基本補助        １７，６２９千円 
努力・実績加算      ５，７１２千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

２３，９４１

社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会

（いこいの家） 

２２ 

定員  ４０名 
基本補助実績    延べ   ７５４人 
 
基本補助        １７，４２３千円 
努力・実績加算      ５，３０４千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

２３，３２７

２１  ２３，９４１
合   計 

２２  ２３，３２７
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（表２１）東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助（児童養護施設）事業実績等 

団 体 名 
（施設名） 

年度 
(平成) 

事業実績等 
補助金額 

(単位：千円) 

２１ 

定員  ４０名 
基本補助実績    延べ   ９０１人 
 
基本補助        ３６，３８４千円 
努力・実績加算      ９，５８７千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

４６，５７２

社会福祉法人松柏児童園 
（西台こども館） 

２２ 

定員  ４０名 
基本補助実績    延べ   ９１７人 
 
基本補助        ３６，６８３千円 
努力・実績加算     １０，９２５千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

４８，２０９

２１ 

定員  ４０名 
基本補助実績    延べ １，０４５人 
 
基本補助        ３９，６２４千円 
努力・実績加算     １０，０３６千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

５０，２６１

社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会

（双葉園） 

２２ 

定員  ４０名 
基本補助実績    延べ １，０９１人 
 
基本補助        ４０，４８４千円 
努力・実績加算     １７，３２０千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

５８，４０５

２１  ９６，８３３
合   計 

２２  １０６，６１４

 

（表２２）東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助（乳児院）事業実績等 

団 体 名 
（施設名） 

年度 
(平成) 

事業実績等 
補助金額 

(単位：千円) 

２１ 

定員  ５５名 
基本補助実績    延べ ２，３５２人 
 
基本補助        １９，４４２千円 
努力・実績加算     ２２，１６０千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

４２，２０２

社会福祉法人愛恵会乳児院
（愛恵会乳児院） 

２２ 

定員  ５５名 
基本補助実績    延べ ２，１４１人 
 
基本補助        １９，２５５千円 
努力・実績加算     ２１，５４８千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

４１，４０３

２１  ４２，２０２
合   計 

２２  ４１，４０３
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（表２３）東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助（母子生活支援施設）事業実績等 

団 体 名 
（施設名） 

年度 
(平成) 

事業実績等 
補助金額 

(単位：千円) 

２１ 

定員  ２０世帯 
 
努力・実績加算      １，８２４千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

２，４２４

社会福祉法人大龍会 
（あゆみ苑） 

２２ 

定員  ２０世帯 
 
努力・実績加算      １，７３７千円 
サービス評価・改善計画加算  ２００千円 

１，９３７

２１ 

定員  ２０世帯 
 
努力・実績加算      ５，９８８千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

６，５８８
社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会

（サンライズ青山） 

２２ 

定員  ２０世帯 
 
努力・実績加算      ５，２８５千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

５，８８５

２１ 

定員  ２０世帯 
 
努力・実績加算      ５，６２４千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

６，２２４
社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会
（サンライズ武蔵野） 

２２ 

定員  ２０世帯 
 
努力・実績加算      ４，２８２千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

４，８８２

２１ 

定員  ２０世帯 
 
努力・実績加算      ４，１７８千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

４，７７８
社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会

（サンライズ山中） 

２２ 

定員  ２０世帯 
 
努力・実績加算      ４，１０６千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

４，７０６

２１ 

定員  ２０世帯 
基本補助実績    延べ   ４７２世帯 
 
基本補助        １３，２７３千円 
努力・実績加算      ９，８３２千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

２３，７０５

社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会

（サンライズ万世） 

２２ 

定員  ２０世帯 
基本補助実績    延べ   ４７６世帯 
 
基本補助        １３，２８４千円 
努力・実績加算     １０，４８０千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

２４，３６５

２１  ４３，７１９
合   計 

２２  ４１，７７５
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（表２４）東京都専門機能強化型児童養護施設運営費補助事業実績等 

団 体 名 
（施設名） 

年度 
(平成) 

事業実績等 
補助金額 

(単位：千円) 

２１ 

専門職員配置状況 
 精神科医等（非常勤） ３．５Ｈ×４日/月 
 治療指導担当（非常勤２人）  ２０日/月 
 
基本補助 
 精神科医等         ８８８千円 
 治療指導担当      ３，８４３千円 
施設運営向上事業        ８１千円 
個別ケア加算       ４，９０６千円 

９，７１８

社会福祉法人松柏児童園 
（西台こども館） 

２２ 

専門職員配置状況 
 精神科医等（非常勤） ３．５Ｈ×４日/月 
 治療指導担当（非常勤２人）  ２１日/月 
 
基本補助 
 精神科医等         ８８５千円 
 治療指導担当      ３，９６０千円 
施設運営向上事業        ５４千円 
個別ケア加算       ５，８８７千円 

１０，７８７

２１  ９，７１８
合   計 

２２  １０，７８７

 

（表２５）児童福祉施設等整備費補助事業実績等 

団 体 名 
（施設名） 

年度 
(平成) 

事業実績等 
補助金額 

(単位：千円) 

社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会
（サンライズ武蔵野） 

２２ 

【施設整備（改築）】 

工  期：平成22.12.1～平成25.2.28 

建築構造：鉄筋コンクリート造 

建築面積         ９１２．０５ｍ２ 

延床面積       ２，５６７．８９ｍ２ 

総事業費（平成２２年度出来高９％） 

             ２５，５７０千円 

１９，１７８

合   計 ２２  １９，１７８

 

（表２６）児童福祉施設等耐震化等施設整備事業補助事業実績等 

団 体 名 
（施設名） 

年度 
(平成) 

事業実績等 
補助金額 

(単位：千円) 

社会福祉法人大龍会 
（あゆみ苑） 

２２ 

【施設整備（改築）】 

工  期：平成22.10.13～平成23.8.31 

建築構造：鉄筋コンクリート造 

建築面積         ４３６．６５ｍ２ 

延床面積         ９１４．８１ｍ２ 

総事業費（平成２２年度出来高５０％） 

            １１９，５３２千円 

８９，６４９

合   計 ２２  ８９，６４９
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（表２７）民間社会福祉施設設備改善整備費補助事業実績等 

団 体 名 
（施設名） 

年度 
(平成) 

事業実績等 
補助金額 

(単位：千円) 

社会福祉法人若水会 
（にじのいろ保育園） 

２１ 

施設種別：保育所 

内装改修工事 

総事業費          ３，５７０千円 

１，７８５

社会福祉法人えどがわ 
（葛西おひさま保育園） 

２１ 

施設種別：保育所 

園庭改修工事 

総事業費          ２，４９９千円 

都補助基準額        ２，０４４千円 

１，０２２

社会福祉法人えどがわ 
（新堀おひさま保育園） 

２１ 

施設種別：保育所 

床改修工事 

総事業費          ３，１５０千円 

１，５７５

社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会

（みなと保育園） 
２２ 

施設種別：保育所 

バルコニー手摺補修等工事 

総事業費          １，２６３千円 

６３１

社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会

（サンライズ山中） 
２１ 

施設種別：母子生活支援施設 

小型湯沸器設置工事 

総事業費            ８０４千円 

４０２

２１  ４，７８４
合   計 

２２  ６３１
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（表２８）児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業補助事業実績等 

団 体 名 
（施設名） 

年度 
(平成) 

事業実績等 
補助金額 

(単位：千円) 

２１ 
学習環境改善 
総事業費           ３８５千円 
・パソコン３台、プリンター１台購入 

３８５
社会福祉法人大龍会 

（あゆみ苑） 

２２ 
児童養護施設等の生活環境改善 
総事業費           ４９０千円 
・衣類乾燥機２台、洗濯機２台等購入 

４９０

２１ 

児童養護施設等の生活環境改善 
総事業費         １，５７５千円 
・乳児トイレ換気扇交換、水道管修理等 
・カーテン更新、児童用ベッドマット交換 

１，５７５

社会福祉法人愛恵会乳児院
（愛恵会乳児院） 

２２ 

児童養護施設等の生活環境改善 
総事業費         ２，９１５千円 
・診察室等の壁・天井クロス張替え 
・保育室間仕切り用ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝ･ｶｰﾃﾝ設置 
・高架水槽取替工事等 

２，９１５

社会福祉法人松柏児童園 
（西台こども館） 

２２ 
児童養護施設等の生活環境改善 
総事業費         ２，０６８千円 
・玄関ドア取替工事、屋上手摺追加工事 

２，０６８

社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会

（双葉園） 
２２ 

児童養護施設等の生活環境改善 
総事業費         ５，４４５千円 
・児童居室の引き戸取替等、壁、天井クロス
張替え 
・ミニキッチン設置 
・トイレ床シート張替え 

５，４４５

社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会

（サンライズ青山） 
２２ 

児童養護施設等の生活環境改善 
総事業費           ９９７千円 
・放送設備の設置工事 

９９７

社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会

（サンライズ万世） 
２２ 

児童養護施設等の生活環境改善 
総事業費         １，２４４千円 
（その他収入         ４８千円） 
・廊下窓格子転落防止柵工事 
・屋上ベランダフェンス改修工事等 

１，１９６

２１ 

児童養護施設等の生活環境改善 
総事業費           ９５８千円 
・タイルカーペット張替え、玄関電子錠設置 
 
賃貸・改修等（賃貸料） 
総事業費           ４９２千円 
・家賃（１１月～３月） 

１，４５０

社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会

（いこいの家） 

２２ 

児童養護施設等の生活環境改善 
総事業費         ３，８８６千円 
・門扉設置工事、居室カーペット張替え 
・防犯カメラ、センサーライト設置 
・居室用テレビ２５台、共用テレビ１台購入 

３，８８６

２１  ３，４１０
合   計 

２２  １６，９９７
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（表２９）施設入所児童等への特別支援事業費補助事業実績等 

団 体 名 
（施設名） 

年度 
(平成) 

事業実績等 
補助金額 

(単位：千円) 

社会福祉法人愛恵会乳児院
（愛恵会乳児院） 

２２ 
対象児童             ５人 
対象月       延べ    ４７月 

６１１

社会福祉法人松柏児童園 
（西台こども館） 

２２ 
対象児童             １人 
対象月       延べ    １２月 

１５６

社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会

（双葉園） 
２２ 

対象児童             ３人 
対象月       延べ    ３６月 

４６８

合   計 ２２  １，２３５

 

（表３０）認可保育所屋外遊戯場芝生化実証実験事業補助事業実績等 

団 体 名 
（施設名） 

年度 
(平成) 

事業実績等 
補助金額 

(単位：千円) 

社会福祉法人省我会 
（せいがの森保育園） 

２１ 
芝生化面積          ２４３ｍ２ 
工事費等         ９，４５０千円 

９，４５０

社会福祉法人新町保育会 
（新町東保育園） 

２２ 
芝生化面積        ８０９．８ｍ２ 
工事費等        ２６，６７６千円 

２６，６７６

社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会

（昭和郷保育園） 
２１ 

芝生化面積          ３８２ｍ２ 
工事費等         ４，０８６千円 

４，０８６

２１  １３，５３６
合   計 

２２  ２６，６７６
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（表３１）認可保育所屋外遊戯場芝生化維持管理経費補助事業実績等 

団 体 名 
（施設名） 

年度 
(平成) 

事業実績等 
補助金額 

(単位：千円) 

社会福祉法人省我会 
（せいがの森保育園） 

２２ 

屋外遊戯場面積        ８９２ｍ２ 
芝生化面積          ２４３ｍ２ 
 
委託費            １６９千円 

８４

社会福祉法人省我会 
（新宿せいが保育園） 

２２ 

屋外遊戯場面積     １０１．９１ｍ２ 
芝生化面積       １０１．９１ｍ２ 
 
委託費（面積×@935）      ９５千円 

４７

２１ 

屋外遊戯場面積        ９８６ｍ２ 
芝生化面積          ８７８ｍ２ 
 
委託費（１０月～翌年３月）  ２００千円 

１００

社会福祉法人新町保育会 
（新町保育園） 

２２ 

屋外遊戯場面積        ９８６ｍ２ 
芝生化面積          ８７８ｍ２ 
 
委託費            ３７１千円 

１８５

社会福祉法人こうほうえん
（キッズタウン 

うきま保育園）
２１ 

屋外遊戯場面積      ３５５．９ｍ２ 
芝生化面積        ２０６．４ｍ２ 
 
委託費（面積×@935）     １９２千円 

９６

社会福祉法人こうほうえん
（キッズタウン 

うきま夜間保育園）
２１ 

屋外遊戯場面積      ３５５．９ｍ２ 
芝生化面積         ５１．６ｍ２ 
 
委託費（面積×@935）      ４８千円 

２４

２１  ２２０
合   計 

２２  ３１６

 

（表３２）事業所内保育施設支援事業実績等 

団 体 名 
（施設名） 

年度 
(平成) 

事業実績等 
補助金額 

(単位：千円) 

２１ 

平均開所時間          １０時間 
保育した児童    延べ    ５１人 
 
運営費 
 基本補助       ７，５８４千円 
 加算           ３００千円 
設置費         ５，６５７千円 
保育遊具等購入       ４００千円 

７，１７０

社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会

（同援事業所内保育室 
（あっぷる））

２２ 

平均開所時間          １０時間 
保育した児童    延べ    ９６人 
 
運営費 
 基本補助        ７，５８４千円 
 加算            ７２０千円 

４，１５２

２１  ７，１７０
合   計 

２２  ４，１５２
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（表３３）東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助（給付費施設）事業実績等 

団 体 名 
（施設名） 

年度 
(平成) 

事業実績等 
補助金額 

(単位：千円) 

定員  ８０名 
基本補助実績（４月～９月） 
          延べ   ３５７人 
 
基本補助         ７，３２１千円 

７，３２１

２１ 基本補助実績（１０月～翌年３月） 
          延べ   ３４７人 
 
基本補助         ４，４７９千円 
努力・実績加算      ２，３５１千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

７，４３０社会福祉法人村山苑 
（福祉事業センター） 

２２ 

定員  ８０名 
基本補助実績    延べ   ８０５人 
 
基本補助        １０，３７１千円 
努力・実績加算      ３，４２７千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

１４，３９８

２１ 

定員  ７５名 
基本補助実績    延べ   ８９８人 
 
基本補助        １４，４０６千円 
努力・実績加算      ２，５８２千円 
サービス評価・改善計画加算  ７００千円 

１７，４５２

社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会

（立川福祉作業所） 

２２ 

定員  ７５名 
基本補助実績    延べ   ９００人 
 
基本補助        １４，５２０千円 
努力・実績加算      ３，１５４千円 
サービス評価・改善計画加算  ７００千円 

１７，９６７

２１ 

定員 １００名 
基本補助実績    延べ １，１９８人 
 
基本補助       １１０，５１７千円 
努力・実績加算      ２，６４２千円 
サービス評価・改善計画加算  ７００千円 

１１３，８１９

社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会

（さやま園） 

２２ 

定員 １００名 
基本補助実績    延べ １，１９２人 
 
基本補助       １１３，６６２千円 
努力・実績加算      ３，２８１千円 
サービス評価・改善計画加算  ７００千円 

１１７，６４４

２１  １４６，０２２
合   計 

２２  １５０，００９
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（表３４）東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助（給付費通所施設）事業実績等 

団 体 名 
（施設名） 

年度 
(平成) 

事業実績等 
補助金額 

(単位：千円) 

２１ 

定員  ４０名 
基本補助実績    延べ   ３２９人 
 
基本補助         ４，４３６千円 
努力・実績加算      １，３９２千円 

重度障害者加算    １８，４３８千円 
サービス評価・改善計画加算  ７００千円 

２４，９６７

社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会
（東村山生活実習所） 

２２ 

定員  ４０名 
基本補助実績    延べ   ４４７人 
 
基本補助         ５，９２３千円 
努力・実績加算      ２，１２８千円 

重度障害者加算    １８，１６３千円 
サービス評価・改善計画加算  ７００千円 

２６，６７４

２１  ２４，９６７
合   計 

２２  ２６，６７４

 

（表３５）福祉作業所運営経費補助金事業実績等 

団 体 名 
（施設名） 

年度 
(平成) 

事業実績等 
補助金額 

(単位：千円) 

２１ 
看護師配置経費      ２，３９２千円 
宿泊行事経費       １，８６８千円 
建物維持管理経費     １，１６６千円 

５，４２６
社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会

（立川福祉作業所） 
２２ 

看護師配置経費      ２，３９２千円 
宿泊行事経費       １，８７５千円 
建物維持管理経費     １，１６６千円 

５，４３３

２１  ５，４２６
合   計 

２２  ５，４３３

 

（表３６）生活実習所運営経費補助金事業実績等 

団 体 名 
（施設名） 

年度 
(平成) 

事業実績等 
補助金額 

(単位：千円) 

２１ 宿泊行事経費         ７８３千円 ７８３社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会
（東村山生活実習所） ２２ 宿泊行事経費         ７８３千円 ７８３

２１  ７８３
合   計 

２２  ７８３
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（表３７）施設外就労等による一般就労移行助成における補助事業実績等 

団 体 名 
（施設名） 

年度 
(平成) 

事業実績等 
補助金額 

(単位：千円) 

２１ 
定員  ８０名 
事業種別：就労移行支援、就労継続支援Ｂ型 
一般就労移行実績         ４名 

４００
社会福祉法人村山苑 

（福祉事業センター） 

２２ 
定員  ８０名 
事業種別：就労移行支援、就労継続支援Ｂ型 
一般就労移行実績         ２名 

２００

２１  ４００
合   計 

２２  ２００

 

（表３８）離職・再チャレンジ支援事業補助事業実績等 

団 体 名 
（施設名） 

年度 
(平成) 

事業実績等 
補助金額 

(単位：千円) 

２１ 

定員  ８０名 
事業種別：就労移行支援、就労継続支援Ｂ型 
就労継続支援実績         ５名 
離職後支援実績          ２名 

２８０

社会福祉法人村山苑 
（福祉事業センター） 

２２ 

定員  ８０名 
事業種別：就労移行支援、就労継続支援Ｂ型 
就労継続支援実績         ６名 
離職後支援実績          １名 

２８０

２１  ２８０
合   計 

２２  ２８０

 

（表３９）東京都障害者自立支援基盤整備事業補助事業実績等 

団 体 名 
（施設名） 

年度 
(平成) 

事業実績等 
補助金額 

(単位：千円) 

社会福祉法人村山苑 
（福祉事業センター） 

２２ 
設備整備（フォークリフト購入） 
総事業費         ２，４１５千円 
対象実支出額       ２，３９４千円 

２，３９４

社会福祉法人こうほうえん
（キッズタウンあとりえ）

２２ 
設備整備（開設準備経費） 
総事業費         １，０１３千円 
対象実支出額       １，０１３千円 

１，０００

合   計 ２２  ３，３９４

 

（表４０）民間移譲施設整備費補助事業実績等 

団 体 名 
（施設名） 

年度 
(平成) 

事業実績等 
補助金額 

(単位：千円) 

社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会
（東村山生活実習所） 

２１ 

施設種別：知的障害者通所更生施設 
【施設整備（仮設施設設備工事）】 
期  間：平成20.12.1～平成23.8.31 
建築構造：軽量鉄骨造 
建築面積        ４０９．０２ｍ２ 
延床面積        ４０９．０２ｍ２ 
総事業費        １３，３５４千円 

１１，６８５

合   計 ２１  １１，６８５
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（表４１）障害者(児)施設整備補助事業実績等 

団 体 名 
（施設名） 

年度 
(平成) 

事業実績等 
補助金額 

(単位：千円) 

社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会
（東村山生活実習所） 

２１ 

施設種別：生活介護・就労継続支援Ｂ型 
【施設整備（施設設備設置工事）】 
期  間：平成21.3.19～平成21.12.25 
建築構造：鉄筋コンクリート造 
建築面積        ７９６．２４ｍ２ 
対象面積        ７０２．４０ｍ２ 
総事業費       ２３６，３４８千円 
補助対象実支出額   ２１８，６２８千円 

１８０，１５０

合   計 ２１  １８０，１５０

 

（表４２）障害者通所施設等整備費補助事業実績等 

団 体 名 
（施設名） 

年度 
(平成) 

事業実績等 
補助金額 

(単位：千円) 

社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会
（東村山生活実習所） 

２１ 

施設種別：短期入所事業 
【施設整備（施設設備設置工事）】 
期  間：平成21.3.19～平成21.12.25 
建築構造：鉄筋コンクリート造 
建築面積        ７９６．２４ｍ２ 
対象面積         ９３．８４ｍ２ 
総事業費        ３１，０２９千円 
補助対象実支出額    ２７，７３７千円 

６，５０１

合   計 ２１  ６，５０１

 

（表４３）東京都知的障害者グループホーム等開設準備経費補助事業実績等 

団 体 名 
（施設名） 

年度 
(平成) 

事業実績等 
補助金額 

(単位：千円) 

社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会

（それいゆ小川） 
２１ 

開設準備経費 
 実支出額          ３７１千円 
 補助基準額         ３０９千円 
家屋借り上げ費 
 実支出額          ２５２千円 

４２０

社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会

（夢オハナ） 
２１ 

開設準備経費 
 実支出額          ３３２千円 
 補助基準額         ３０９千円 

２３１

合   計 ２１  ６５２

（注）千円未満を切り捨てて表記しており、合計と一致しない。 
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（表４４）東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助（老人福祉施設）事業実績等 

団 体 名 
（施設名） 

年度 
(平成) 

事業実績等 
補助金額 

(単位：千円) 

２１ 

定員  ５０名 
基本補助実績    延べ １，２００人 
 
基本補助        １８，４８０千円 
努力・実績加算      ２，５６６千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

２１，６４６

社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会

（サンホーム） 

２２ 

定員  ５０名 
基本補助実績    延べ １，２００人 
 
基本補助        １８，４８０千円 
努力・実績加算      ２，３０５千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

２１，３３０

２１ 

定員  ５０名 
基本補助実績    延べ １，００６人 
 
基本補助         ６，５３９千円 
努力・実績加算        ５４３千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

７，６８２

社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会

（ライトホーム） 

２２ 

定員  ５０名 
基本補助実績    延べ   ９８８人 
 
基本補助         ６，４２２千円 
努力・実績加算        ９３６千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

７，９５８

２１ 

定員 ２００名 
基本補助実績    延べ ４，８０８人 
 
基本補助        ４４，９５４千円 
努力・実績加算     ３５，３３６千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

８０，７６５

社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会

（万世敬老園） 

２２ 

定員 ２００名 
基本補助実績    延べ ４，８１２人 
 
基本補助        ４４，９９２千円 
努力・実績加算     ３４，５３４千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

７９，９５９

２１  １１０，０９３
合   計 

２２  １０９，２４７
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（表４５）東京都特別養護老人ホーム経営支援補助事業実績等 

団 体 名 
（施設名） 

年度 
(平成) 

事業実績等 
補助金額 

(単位：千円) 

２１ 

定員 １８０名 
基本分（包括分）     ３，２７５千円 
基本分（施設振興費）   ５，８３２千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

９，７０７

社会福祉法人村山苑 
（ハトホーム） 

２２ 

定員 １８０名 
基本分（包括分）     ２，９４８千円 
基本分（施設振興費）   ５，８３２千円 
評価加算           ９２１千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

１０，３０１

２１ 

定員 １１５名 
基本分（包括分）     ３，２７５千円 
先駆的取組加算      ２，０００千円 
サービス評価・改善計画加算  ２００千円 

５，４７５

社会福祉法人こうほうえん
（うきま幸朋苑） 

２２ 

定員 １１５名 
基本分（包括分）     ２，９４８千円 
評価加算         １，０７５千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

４，６２３

２１ 

定員 １００名 
基本分（包括分）     ３，２７５千円 
基本分（施設振興費）   ３，２４０千円 
あん摩マッサージ指圧師加算１，６６８千円 
先駆的取組加算      ２，０００千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

１０，７８３

社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会

（フジホーム） 

２２ 

定員 １００名 
基本分（包括分）     ２，９４８千円 
基本分（施設振興費）   １，６２０千円 
あん摩マッサージ指圧師加算１，６６８千円 
評価加算           ９２１千円 
サービス評価・改善計画加算  ２００千円 

７，３５７

２１ 

定員 １００名 
基本分（包括分）     ３，２７５千円 
基本分（施設振興費）   ３，２４０千円 
あん摩マッサージ指圧師加算１，６６８千円 
先駆的取組加算      ２，０００千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

１０，７８３

社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会
（ニューフジホーム） 

２２ 

定員 １００名 
基本分（包括分）     ２，９４８千円 
基本分（施設振興費）   １，６２０千円 
あん摩マッサージ指圧師加算１，６６８千円 
評価加算         ２，９７２千円 
サービス評価・改善計画加算  ２００千円 

９，４０８
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（表４５）東京都特別養護老人ホーム経営支援補助事業実績等 

団 体 名 
（施設名） 

年度 
(平成) 

事業実績等 
補助金額 

(単位：千円) 

２１ 

定員  ５０名 
基本分（包括分）     ３，２７５千円 
基本分（施設振興費）   １，６２０千円 
小規模施設加算     １１，６７６千円 
小規模施設特別加算    １，４０４千円 
先駆的取組加算      ２，０００千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

２０，５７５

社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会

（原町ホーム） 

２２ 

定員  ５０名 
基本分（包括分）     ２，９４８千円 
基本分（施設振興費）     ８１０千円 
小規模施設加算     １１，６７６千円 
小規模施設特別加算    １，４０４千円 
評価加算         １，０２４千円 
サービス評価・改善計画加算  ２００千円 

１８，０６２

２１ 

定員  ５０名 
基本分（包括分）     ３，２７５千円 
基本分（施設振興費）   １，６２０千円 
小規模施設加算     １１，６７６千円 
小規模施設特別加算    １，４０４千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

１８，５７５

社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会

（ゆたか苑） 

２２ 

定員  ５０名 
基本分（包括分）     ２，９４８千円 
基本分（施設振興費）   １，６２０千円 
小規模施設加算     １１，６７６千円 
小規模施設特別加算    １，４０４千円 
評価加算         １，２２８千円 
サービス評価・改善計画加算  ２００千円 

１９，０７６

２１ 

定員  ５０名 
基本分（包括分）     ３，２７５千円 
基本分（施設振興費）   １，６２０千円 
小規模施設加算     １１，３０４千円 
小規模施設特別加算    １，３５６千円 
先駆的取組加算      ２，０００千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

２０，１５５

社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会

（ひかり苑） 

２２ 

定員  ５０名 
基本分（包括分）     ２，９４８千円 
基本分（施設振興費）   １，６２０千円 
小規模施設加算     １１，３０４千円 
小規模施設特別加算    １，３５６千円 
評価加算         ２，２８０千円 
サービス評価・改善計画加算  ２００千円 

１９，７０８

２１  ９６，０５３
合   計 

２２  ８８，５３５
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（表４６）軽費老人ホーム（Ａ型及びＢ型）運営費補助事業実績等 

団 体 名 
（施設名） 

年度 
(平成) 

事業実績等 
補助金額 

(単位：千円) 

２１ 
定員  ５０名 
利用料減免対象者延数       ６００名 

６８，５２３社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会

（サンホーム） ２２ 
定員  ５０名 
利用料減免対象者延数       ６００名 

６８，５３８

２１ 
定員  ５０名 
利用料減免対象者延数       ４３３名 

７，１１６社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会

（ライトホーム） ２２ 
定員  ５０名 
利用料減免対象者延数       ４２３名 

６，８７３

２１  ７５，６４０
合   計 

２２  ７５，４１１

（注）千円未満を切り捨てて表記しており、合計と一致しない。 

 

（表４７）介護従事者業務省力化支援事業補助事業実績等 

団 体 名 
（施設名） 

年度 
(平成) 

事業実績等 
補助金額 

(単位：千円) 

社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会
（ニューフジホーム） 

２１ 

定員 １００名 
移動リフト            ２台 

実支出額            ９６８千円 
４８４

社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会

（原町ホーム） 
２１ 

定員  ５０名 
移動リフト            ２台 

実支出額            ９６８千円 
４８４

社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会

（ゆたか苑） 
２１ 

定員  ５０名 
機械式浴槽            １台 

実支出額          ４，１２６千円 
１，５００

社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会

（ひかり苑） 
２１ 

定員  ５０名 
機械式浴槽            ２台 

実支出額          ７，４０２千円 
２，６４４

合   計 ２１  ５，１１２

 

（表４８）ボランティア活動支援補助事業実績等 

団 体 名 
（施設名） 

年度 
(平成) 

事業実績等 
補助金額 

(単位：千円) 

社会福祉法人村山苑 
（ハトホーム） 

２１ 

定員 １８０名 
活動人数           ４７６人 
活動時間数     延べ   ４７８時間 
什器の購入又はリース     １９７千円 

９８

社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会
（ニューフジホーム） 

２１ 

定員 １００名 
活動人数            １８人 
活動時間数     延べ ３，５３８時間 
什器の購入又はリース     ２０１千円 

１００

社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会

（ゆたか苑） 
２１ 

定員  ５０名 
活動人数            ３８人 
活動時間数     延べ １，２６１時間 
什器の購入又はリース     １２２千円 

６１

合   計 ２１  ２５９
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（表４９）介護従事者雇用環境改善支援補助金事業実績等 

団 体 名 
（施設名） 

年度 
(平成) 

事業実績等 
補助金額 

(単位：千円) 

社会福祉法人こうほうえん
（うきま幸朋苑） 

２１ 
介護従事者雇用環境改善事業実施 
総事業費         ２，５００千円 

１，２５０

合   計 ２１  １，２５０

 

（表５０）介護人材確保のための一日職場体験・インターンシップ事業補助事業実績等 

団 体 名 
（施設名） 

年度 
(平成) 

事業実績等 
補助金額 

(単位：千円) 

２１ 

職場体験受入れ          ４人 
実施日数      延べ    ４０日 
実支出額           ２４０千円 
算定額            ２３６千円 

２３６
社会福祉法人こうほうえん

（うきま幸朋苑） 

２２ 
職場体験受入れ          ２人 
実施日数      延べ    ２０日 
実支出額           １１８千円 

１１８

社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会

（原町ホーム） 
２１ 

職場体験受入れ          １人 
実施日数      延べ     ５日 
実支出額            ２９千円 

２９

２１  ２６６
合   計 

２２  １１８

（注）千円未満を切り捨てて表記しており、合計と一致しない。 
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（表５１）東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助（保護施設）事業実績等 

団 体 名 
（施設名） 

年度 
(平成) 

事業実績等 
補助金額 

(単位：千円) 

２１ 

定員 １００名 
基本補助実績    延べ ２，３９８人 
 
基本補助        ４５，３２２千円 
努力・実績加算     ６３，３６９千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

１０９，２９１

社会福祉法人村山苑 
（村山荘） 

２２ 

定員 １００名 
基本補助実績    延べ ２，３９０人 
 
基本補助        ４５，１７１千円 
努力・実績加算     ４６，１９９千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

９１，９７０

２１ 

定員  ５０名 
基本補助実績    延べ １，２８４人 
 
基本補助        ３５，３７４千円 
努力・実績加算     ４６，４３５千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

８２，４０９

社会福祉法人村山苑 
（さつき荘） 

２２ 

定員  ５０名 
基本補助実績    延べ １，２７６人 
 
基本補助        ３５，１５３千円 
努力・実績加算     ４２，０６９千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

７７，８２３

２１ 

定員  １００名 
基本補助実績    延べ ２，４２２人 
 
基本補助        ４５，７７５千円 
努力・実績加算     ８７，２６８千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

１３３，６４３

社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会

（昭島荘） 

２２ 

定員  １００名 
基本補助実績    延べ ２，４１６人 
 
基本補助        ４５，６６２千円 
努力・実績加算     ８７，５０３千円 
サービス評価・改善計画加算  ６００千円 

１３３，７６５

２１  ３２５，３４３
合   計 

２２  ３０３，５５８
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（表５２）東京都救急医療機関勤務医師確保事業実績等 

団 体 名 
（施設名） 

年度 
(平成) 

事業実績等 
補助金額 

(単位：千円) 

社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会

（昭島病院） 
２２ 

休日昼間 

 救急車受入    延べ    ９７回 

夜間 

 救急車受入    延べ   ３４１回 

 当直       延べ   １７０回 

 土曜日当直    延べ     ８回 

総事業費         ３，６８５千円 

補助基準額        ３，６２２千円 

２，４１４

合   計 ２２  ２，４１４

 

（表５３）東京都感染症診療医療機関施設・設備整備費補助事業実績等 

団 体 名 
（施設名） 

年度 
(平成) 

事業実績等 
補助金額 

(単位：千円) 

施設整備：陰圧化、ロールスクリーン設置等 
総事業費         ７，３９０千円 

７，３９０社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会

（昭島病院） 
２２ 

設備整備：感染症医療用備品購入等 
総事業費        ５７，０６６千円 

５７，０６６

合   計 ２２  ６４，４５６

 

（表５４）福祉施設緑化促進事業実績等 

団 体 名 
（施設名） 

年度 
(平成) 

事業実績等 
補助金額 

(単位：千円) 

社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会
（東村山生活実習所） 

２２ 
植栽用苗木等購入 

総事業費           １００千円 
１００

社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会

（サンライズ青山） 
２２ 

植栽植付け等委託業務 

総事業費            ５０千円 
５０

合   計 ２２  １５０
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（表５５）社会福祉施設等耐震化促進事業（耐震診断経費）補助 

団 体 名 
（施設名） 

年度 
(平成) 

事業実績等 
補助金額 

（単位：千円） 

社会福祉法人省我会 
（省我保育園） 

２１ 

対象施設：省我保育園 
対象面積        ７００．７４ｍ２ 
実支出額         １，４２８千円 
算定額          １，４０１千円 

１，１２１

社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会

（大山保育園） 
２１ 

対象施設：本館 
対象面積      １，２６１．２６ｍ２ 
実支出額         １，１１５千円 

８９２

社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会
（同援みどり保育園） 

２１ 
対象施設：本館 
対象面積        ８７６．６１ｍ２ 
実支出額         １，５７５千円 

１，２６０

社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会
（昭和郷第二保育園） 

２１ 

対象施設：本館、サンルーム 
対象面積      １，３１２．７７ｍ２ 
実支出額         ２，５２０千円 
算定額          ２，５０１千円 

２，０００

社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会

（サンライズ山中） 
２１ 

対象施設：本館 
対象面積        ６２２．９８ｍ２ 
実支出額         １，０８９千円 

８７１

社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会

（ライトホーム） 
２１ 

対象施設：本館 
対象面積      １，９３８．９６ｍ２ 
実支出額         ２，７７５千円 

２，２２０

社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会

（万世敬老園） 
２２ 

対象施設：本館、食堂、浴場 
対象面積      ４，６７４．００ｍ２ 
実支出額         ５，３５５千円 
算定額          ５，０１０千円 

４，００７

社会福祉法人 
恩賜財団東京都同胞援護会
（ニューフジホーム） 

２２ 
対象施設：本館 
対象面積      ３，１４４．１６ｍ２ 
実支出額         ３，０４５千円 

２，４３６

社会福祉法人村山苑 
（福祉事業センター） 

２２ 
対象施設：福祉事業センター 
対象面積      １，６５２．９７ｍ２ 
実支出額         １，８７６千円 

１，５０１

社会福祉法人村山苑 
（村山荘） 

２２ 
対象施設：村山荘 
対象面積      １，６５２．９７ｍ２ 
実支出額         １，８７６千円 

１，５０１

２１  ８，３６４
合   計 

２２  ９，４４５

 


	２３社会福祉法人昭島愛育会ほか１６団体

