
 

 

内 閣 府 

 

 

 

平 成 2 6 年 ４ 月 1 6 日 

内 閣 府 大 臣 官 房 

公益法人行政担当室 

 

 

 

 

 公益社団法人全日本テコンドー協会における不適正経理に関し、内閣府

は本日付けで、同法人に対し、公益認定法第 28条第 1項の規定による勧

告を行いましたので、公表します。 

 この勧告は、公益認定等委員会から内閣総理大臣に対して行われた同法第 46

条第 1項の規定による勧告に基づき行政庁が行うものです。 

 

 詳細は、別添資料を御覧ください。 

 

 

 

 

【本件問合せ先】 

内閣府大臣官房公益法人行政担当室 

中里、浅川、横山 

ＴＥＬ：５４０３－９５３８(直通) 

ＦＡＸ：５４０３－０２３１ 

 

公益社団法人全日本テコンドー協会に対する勧告について 
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（公社）全日本テコンドー協会に対する勧告について 

 

 

１．事案の概要 

 ○ （公社）全日本テコンドー協会（以下「協会」）は、平成 24年４月１日に新制

度の公益社団法人に移行した（行政庁は内閣府）。 

 ○ 公益認定法は、公益法人に求められる基準として、「経理的基礎」（経理処理・

財産管理の適正性）を定めている（同法第５条第２号）。 

○ 公益認定等委員会は、法人の適正な業務運営を確保する観点から、協会が国か

ら受ける国庫補助金の取扱い等について、平成 25年 12月 26日及び平成 26年３

月４日に報告徴収（公益認定法第 27条第 1項）を実施した。 

協会は、これに対し、平成 26年１月 31日及び同年３月 28日に報告書を提出 

○ 公益認定等委員会において事案を審査した結果、公益認定法に基づき協会に対

し勧告を行うことが適当と判断するに至り、４月 16日付けで、委員会から行政

庁（内閣総理大臣）に対する勧告（同法第 46条第１項）を実施 

  これを受けて、同日付けで、行政庁（内閣総理大臣）から協会に対する勧告（同

法第 28条第１項）を実施 

（参考１：（公社）全日本テコンドー協会に係る事案をめぐる主な経緯） 

（参考２：公益法人の監督措置に係る手続の流れ 等） 

 

 

２．勧告の概要（→別添：全日本テコンドー協会に対する勧告書全文） 

（勧告を行う理由）（→別添の別紙（委員会勧告書）参照） 

○ 協会においては、代表理事の主導により、簿外の資金の流れが、少なくとも５

年（平成 19年度から同 23年度）にわたり存在した。 

○ 代表理事である会長個人の財布と法人の会計とが確実に分離されていること

は、公益性の認定以前に一般法人としての法人格が成り立つ上での当然の前提で

あるが、本事案を主導した代表理事は、簿外の資金の流れについて、帳簿等をも

って説明することができていない。 

加えて、代表理事はコーチから助成金を自ら集金し、それを自己又は自己の関

連会社の名義で寄附し、寄附金控除等を受けているなど、代表理事個人の財布と

法人の会計が区分されていない。 

○ 協会は、公益社団法人に移行した時点では、簿外の資金の残額は存在していな

かったとしているが、明確な根拠は示されていない。 

また、「経理的基礎」は、公益法人として活動する限り継続的に有していること
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が必要であり、ある時点における貸借対照表の残高が仮に正しい金額であったと

しても、「経理的基礎」が備わっていることにはならない。 

○ 理事及び監事も、簿外の資金について承知していながら、理事会及び監事とし

て是正のための行動をしていない。 

○ よって、協会においては、公益目的事業を適正に実施し得るだけの経理的基礎

を有していない疑いがある。 

○ なお、協会に対しては、定款の根拠なく社員の議決権を制約している問題につ

いて、内閣総理大臣から勧告（平成 25年 12月 10日）している。同勧告及び本

件勧告の指摘事項は、いずれも、そもそも一般社団法人としての法人格成立の前

提とも言える問題。このため、協会においては、一般法人法等にのっとった法人

運営を確立するため、早急に必要な措置を講じる必要がある旨、付言 

 

（勧告において求める措置） 

（１）経理的基礎を回復するため、必要な措置を講ずること。その重要な一環として、

代表理事である会長個人の財布と法人の会計とを分離するため、必要な措置を講

ずること。 

（２）上記の措置を講ずるに当たって、理事会及び社員総会において適切な検討を行

うこと。その検討を通じ、本事案における理事会及び監事の責任を具体的に明ら

かにするとともに、再発防止策の徹底を含め、適切な措置を講ずること。 

（３）上記の措置を平成 26年６月 18日までに講じ、行政庁に報告するとともに、以

後５年間にわたり、毎事業年度終了後の事業報告書等の提出と併せて、その時点

の改善状況について正確かつ真摯な報告を行政庁に対して行うこと。 

 

 

（注１）協会の簿外資金は、少なくとも５年にわたり存在していたことが確認されている。

また、公益認定が取り消された場合、その取消しの日から５年間は、新たな認定を受け

ることができない。 

 

（注２）公益認定等に関する運用について（公益認定等ガイドライン）（平成 20年４月（平

成 25年１月改定）内閣府公益認定等委員会）（抜粋） 

○ 「認定法第５条第２号の「公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎」とは、①財

政基盤の明確化、②経理処理、財産管理の適正性、③情報開示の適正性とする。」 

○ 「経理処理・財産管理の適正性」とは、「財産の管理、運用について法人の役員が適

切に関与すること、開示情報や行政庁への提出資料の基礎として十分な会計帳簿を備

え付けること、不適正な経理を行わないこと（注）とする。」 

 （注）「法人の支出に使途不明金があるもの、会計帳簿に虚偽の記載があるものその他の不

適正な経理とする。」 
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（参考１） 

（公社）全日本テコンドー協会に係る事案をめぐる主な経緯（未定稿） 

 

協会には、JOC から支払われる専任コーチの謝金を原資とする簿外の資金の流れが、少な

くとも５年（平 19 年度～23 年度）にわたり存在 

 

（平成 23 年） 

・10 月 11 日   協会が移行認定申請 

 

（平成 24 年） 

・１月６日  移行認定申請に対する答申 

・３月 26 日  JOC の第三者特別調査委員会「調査報告書」 

・４月１日  公益社団法人への移行登記 

 

・５月 18 日  協会はじめ８法人に対し、公益認定等委員会から報告要求（国庫補

助金の返還請求に対する対応状況等） 

・６月 29 日  協会から上記報告要求に対する報告書提出 

 

・11 月５日  JOC 加盟団体審査委員会に置かれた「調査チーム」の「調査報告書」 

・12 月 21 日  文科省から JOC に国庫補助金返還命令（平 19 年度～22 年度の４年

度分。一般法人を含む 11 団体計で加算金を含め計 6,221 万 8,649 円

（このうち協会分が加算金を含め計 2,539 万 7,984 円（全体の

40.8％））） 

 

（平成 25 年） 

・１月 29 日  JOC から協会に国庫補助金返還請求 

・２月５日  公益認定等委員会から協会に報告要求 

・２月 21 日  協会から上記報告要求に対する報告書提出 

 

・５月 10 日  文科省から JOC に国庫補助金（平 23 年度分）返還命令 

・５月 13 日  JOC から協会に国庫補助金返還請求（平 23 年度分。加算金を含め計

500 万 4,150 円） 

 

・８月 13 日  公益認定等委員会から協会に報告要求（社員の議決権） 

・９月９日  協会から上記報告要求に対する報告書提出 

・12 月 10 日  協会に対する勧告（社員の議決権） 

 

・12 月 26 日  公益認定等委員会から協会に報告要求① 

 

（平成 26 年） 

・１月 21 日  協会から上記勧告に係る措置状況報告書提出（以降、これに対する

事実確認） 

・１月 31 日  協会から上記報告要求①に対する報告書提出 

・３月４日  公益認定等委員会から協会に報告要求② 

・３月 28 日  協会から上記報告要求②に対する報告書提出 
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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（抄）

（平成十八年六月二日法律第四十九号）

（公益認定の基準）

第五条 行政庁は、前条の認定（以下「公益認定」という ）の申請をした一般社団法人。

又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益

認定をするものとする。

一 （略）

二 公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであるこ

と。

三～十八 （略）

（報告及び検査）

第二十七条 行政庁は、公益法人の事業の適正な運営を確保するために必要な限度におい

て、内閣府令で定めるところにより、公益法人に対し、その運営組織及び事業活動の状

況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該公益法人の事務所に立ち入り、その

運営組織及び事業活動の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関

係者に質問させることができる。

２ 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の

請求があったときは、これを提示しなければならない。

３ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解しては

ならない。

（勧告、命令等）

第二十八条 行政庁は、公益法人について、次条第二項各号のいずれかに該当すると疑う

に足りる相当な理由がある場合には、当該公益法人に対し、期限を定めて、必要な措置

をとるべき旨の勧告をすることができる。

２ 行政庁は、前項の勧告をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その勧告の内

容を公表しなければならない。

３ 行政庁は、第一項の勧告を受けた公益法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措

置をとらなかったときは、当該公益法人に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを

命ずることができる。

４ 行政庁は、前項の規定による命令をしたときは、内閣府令で定めるところにより、そ

の旨を公示しなければならない。

５ （略）

（公益認定の取消し）

第二十九条 行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り

消さなければならない。

一 第六条各号（第二号を除く ）のいずれかに該当するに至ったとき。。

二 偽りその他不正の手段により公益認定、第十一条第一項の変更の認定又は第二十五

条第一項の認可を受けたとき。

三 正当な理由がなく、前条第三項の規定による命令に従わないとき。

四 公益法人から公益認定の取消しの申請があったとき。

２ 行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り消すこと

ができる。

一 第五条各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。
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二 前節の規定を遵守していないとき。

三 前二号のほか、法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反したとき。

３ （略）

４ 行政庁は、第一項又は第二項の規定により公益認定を取り消したときは、内閣府令で

定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

５～７（略）

（委員会への諮問）

第四十三条 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、第八条又は第二十八条第五項（第

二十九条第三項において準用する場合を含む ）の規定による許認可等行政機関の意見。

（第六条第三号及び第四号に該当する事由の有無に係るものを除く ）を付して、委員。

会に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものにつ

いては、この限りでない。

一 公益認定の申請、第十一条第一項の変更の認定の申請又は第二十五条第一項の認可

の申請に対する処分をしようとする場合（申請をした法人が第六条各号のいずれかに

該当するものである場合及び行政手続法第七条 の規定に基づきこれらの認定を拒否

する場合を除く ）。

二 第二十八条第一項の勧告、同条第三項の規定による命令又は第二十九条第一項若し

くは第二項の規定による公益認定の取消し（以下「監督処分等」という ）をしよう。

とする場合（次に掲げる場合を除く ）。

イ 監督処分等を受ける公益法人が第二十九条第一項第一号又は第四号のいずれかに

該当するものである場合

ロ 第十三条第一項若しくは第二十四条第一項の規定による届出又は第二十二条第一

項の規定による財産目録等の提出をしなかったことを理由として監督処分等をしよ

うとする場合

ハ 第四十六条第一項の勧告に基づいて監督処分等をしようとする場合

２ （略）

（委員会による勧告等）

第四十六条 委員会は、前条第一項若しくは第二項の場合又は第五十九条第一項の規定

に基づき第二十七条第一項の規定による報告の徴収、検査又は質問を行った場合には、

公益法人が第二十九条第一項第二号若しくは第三号又は第二項各号のいずれかに該当す

るかどうかを審査し、必要があると認めるときは、第二十八条第一項の勧告若しくは同

条第三項の規定による命令又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定による公益認定

の取消しその他の措置をとることについて内閣総理大臣に勧告をすることができる。

２・３（略）

（権限の委任等）

第五十九条 内閣総理大臣は、第二十七条第一項の規定による権限（第六条各号に掲げる

一般社団法人又は一般財団法人に該当するか否かの調査に関するものを除く。次項にお

いて同じ ）を委員会に委任する。。

２ （略）
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