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長野県職員に関する措置請求の監査結果

第１ 監査の請求

１ 請求人

松本市笹部２丁目６番14号 乾 芳郎

松本市征矢野１丁目９番23号 鎌崎孝雄

上伊那郡箕輪町大字中箕輪1073番地９ 水野輝泰

小県郡東部町大字本海野202番地 成澤 明

長野市川中島町四ツ屋844番地５ 松宇 肇

小県郡東部町大字本海野926番地１ 馬場藤治

請求人代理人

松本市開智２丁目２番５号 弁護士 野村 尚

２ 請求書の提出

請求書の提出は、平成14年２月19日である。

３ 請求の内容

提出された長野県職員措置請求書による請求の要旨は、次のとおりである（原文

のまま 。）

請求の要旨

(1) 全日本同和会長野県連合会から提出された「平成12年度同和対策事業委託実施

報告書」は虚偽の記載がある（疎明書による 。それにもかかわらず知事が本報）

告書を受け入れたことは、同連合会に給付した同和対策事業委託費が正当に費消

されたと知事がみなしたことになるから、公金の支出の上で不当な財務会計行為

である。この知事の行為により、同連合会及び同構成員個人の恣意的な委託費費

消を許すおそれがある。よって知事は本報告書の記載の是正及び虚偽報告事業に

支出した金額の返還を請求するべきである。

(2) 前１項の報告書に基づき、知事が出金した平成13年度の全日本同和会長野県連

合会への委託金給付は、出金額の判断の基準たる「前年度実績報告書」が虚偽で

あるが故に、その全部につき不当である。これは公金の支出の上で不当な財務会

計行為である。この知事の行為により、同連合会及び同構成員個人の恣意的な委

託費費消を許すおそれがある。よって知事は同連合会への本年度給付を差止め、

既給付金の返還を請求するべきである。
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(3) 昭和58年に長野県が全日本同和会長野県連合会に売却した不動産（土地）につ

き、売却条件の成否につき知事は監督を懈怠している。知事の任務懈怠は、契約

の履行の上で不当である。この知事の為さざる行為により、県の財産が県民の利

、 。 、益を離れ 同連合会及び同構成員個人に恣意的に処分される恐れがある よって

知事は同連合会に対し条件不成を理由に契約解除をなすか、又は条件成就の促進

を同連合会に促すべきである。

４ 請求の受理

本件請求は、地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という ）第242条所。

定の要件を具備しているものと認め、平成14年２月19日にこれを受理した。

５ 請求人等の証拠の提出及び陳述

請求人及び請求人代理人に対して、法第242条第５項の規定により、平成14年３

月１日に証拠の提出及び陳述の機会を設けた。

第２ 監査の実施

１ 監査対象事項

県が全日本同和会長野県連合会（以下「連合会」という ）に委託して実施した。

平成12年度及び13年度の同和対策委託事業（以下「委託事業」という ）並びに県。

が昭和58年に連合会に売払いを行った土地（以下「売払土地」という ）について。

監査対象とした。

２ 監査対象機関

社会部人権・同和政策課及び土木部監理課について監査を実施した。

３ 関係人調査

法第199条第８項の規定により、関係人として、連合会会長斎藤栄市（以下「連

合会会長」という ）に対して調査を実施した。。

第３ 監査の結果

監査対象事項は、請求人が主張する不当なものではなく、本件請求には、理由が

ない。

以下、事実関係の確認及び判断について述べる。

１ 平成12年度及び13年度の委託事業について

(1) 委託事業についての事実関係の確認
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監査対象機関からの事情聴取及び関係人調査を実施するとともに、関係法令等

との照合、関係書類等の調査を行った結果、事実関係について下記のとおり確認

した。

ア 委託事業の概要

当該事業は、同和問題に関する啓発、研修及び同和対策推進事業について連

合会に委託して実施するもので、事業内容は以下のとおりである。

(ｱ) 啓発事業

同和地区住民に対し、部落解放の本質を理解させるための啓発事業の実施

(ｲ) 研修事業

、 、同和地区住民に対し 同和問題の正しい理解と認識を深めるための研修会

研究会等の実施及び関係諸団体の主催する研究会、研修会に代表を出席させ

る等の研修事業の実施

(ｳ) 職業相談事業

同和地区住民に対し、雇用の安定と就職の促進を図るための相談及び指導

事業の実施

(ｴ) 経営指導事業

同和地区の商工業者の経営の改善及び安定を図るための相談及び指導事業

の実施

(ｵ) 生活相談事業

同和地区住民の要請により又は必要に応じた生活相談事業等の実施

(ｶ) 営農相談事業

同和地区農林家の経営の安定と所得の向上を図るための営農特別指導等の

実施

(ｷ) 食生活改善事業

同和地区住民の食生活改善を推進し、健康増進を図るための食生活改善事

業の実施

上記(ｱ)から(ｷ)までの事業は、委託契約書において事業別の金額が示されて

おり、それぞれの事業の５％を超えて流用してはならないと定められている。

、 、また 契約締結後の事情により委託事業を遂行することが困難となったときは

その都度県に申し出てその指示を受けること、さらに、委託料の増減を要する

ときは、県と連合会が協議の上、変更契約を締結することが定められている。
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イ 委託事業の委託期間及び委託料

(ｱ) 平成12年度

ａ 委託期間

平成12年４月３日から平成13年３月31日まで

ｂ 委託料

当 初 契 約（平成12年４月３日付け） 25,802,000円

変更契約後（平成13年２月22日付け） 26,486,000円

(ｲ) 平成13年度

ａ 委託期間

平成13年４月２日から平成14年３月29日まで

ｂ 委託料

当 初 契 約（平成13年４月２日付け） 25,826,000円

変更契約後（平成14年３月１日付け） 25,000,000円

なお、上記の委託料について、平成12年度は平成12年５月11日外４回で全額

が支払われている。平成13年度は平成13年６月７日外２回で21,826,000円が支

払われており、残額は平成13年度の出納整理期間中に支払われる予定とされて

いる。

ウ 委託事業の実績確認

本件請求に係る事実関係を確認するため、平成12年度及び13年度の委託事業

の実施状況及びこれに係る経費の支出状況について、人権・同和政策課が連合

会において関係書類の調査を行い、下記のとおり確認した。

(ｱ) 平成12年度の委託事業の実施状況

委託事業の実績については、委託契約書の規定に基づき、平成13年３月31

（ 「 」 。）日付けで連合会から平成12年度の委託実施報告書 以下 報告書 という

が提出されている。

報告書の提出を受けて事業の実績を確認する際、人権・同和政策課では口

頭により実施内容を確認したものの、支出内容の細部までの確認は行ってい

なかった。

そこで、連合会が保管していた会議資料等及び請求人から証拠書として提

出された参加者名簿等を基に調査を行うとともに、連合会会長及び事務局か

ら聞き取りを行った。

その結果、啓発・研修事業については、平成12年度の報告書に記載されて
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いる43事業のうち36事業が実施されていることが確認された。残りの７事業

については、連合会に会議資料等が保管されていないことから確認ができな

かった。なお、連合会では本件請求を行った請求人らが所持している書類が

あるとしている。

確認された事業のうち、実施日や実施内容が報告書の記載と異なっている

事業が５事業見受けられたほか、出席延べ人員については、報告書の記載内

容と実態に大きな相違があった。また、報告書に記載されていない事業で、

実施が確認された事業が少なくとも６事業あった。

経営相談などの相談事業については、相談実績を確認したところ、連合会

。 、 、本部及び一部の支部で実施されていることが確認された しかし 実施回数

実施日、出席延べ人員については、報告書の記載内容と実態に大きな相違が

あった。

(ｲ) 平成12年度の委託事業に係る経費の支出状況

連合会事務局が収支を記帳していた出納帳については、連合会では本件請

求を行った請求人らが所持しているとしている。このことから、パソコンに

残されていたデータ及び連合会会長が所持していた書類等を基に整理し直し

た出納帳、連合会が保管していた領収書及び請求人から証拠書として提出さ

れた領収書について確認し、事業の実施状況の確認に用いた会議資料等と照

合を図りながら調査を行うとともに、連合会会長及び事務局から聞き取りを

行った。

その結果、事業の対象となり得る経費として確認された金額は28,936,581

円で、平成12年度の委託料26,486,000円を上回っていた。これらは啓発・研

修事業に直接的に支出された経費及び各事業を実施するために必要な事務所

借上料や通信費等の共通的な経費であった。しかし、相談事業については、

事業が実施され相応の経費を要したものと見込まれるが、日常的に業務が行

われており、どの支出が相談事業に要したものかの確認はできなかった。な

お、連合会では本件請求を行った請求人らが所持している領収書があるとし

ている。

また、事業間の流用に関して、委託契約書に定められている契約変更の手

続は取られていなかった。

(ｳ) 平成13年度の委託事業の実績

平成13年度の委託事業については、人権・同和政策課が会議資料や領収書

等の証拠書類に基づき、事業の実施状況及びこれに係る経費の支出状況につ

いて調査したところ、事業は適切に執行されていることが確認された。
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(2) 請求人の主張する事項についての判断

平成12年度の委託事業に関しては、会議資料や領収書等により確認された経費

のほか、連合会に領収書等が保管されていないことから、出納帳の記載以外に証

拠となる書類による確認ができない経費が見受けられた。

これらの出納帳の記載以外に確認ができない経費が、委託事業に係る経費とし

て妥当かという点については、連合会会長及び事務局が事業の実施内容や経費の

内容等を個々具体的に人権・同和政策課に対して説明しており、また、関係人調

査において連合会会長に事情を確認したところ、これらが事業に関係のない経費

とまでいうことはできない。さらに、請求人が主張するように会長が私的に支出

したとの証拠も認められない。

よって、平成12年度の報告書の記載内容が実態と相違しており、委託契約書に

示されている事業別の金額が事業間において流用されるなど不適切な点があるも

のの、委託事業の目的を達成するために経費が支出されており、また、委託事業

以外に委託料が支出されたとも認められないことから、県に損害を与えていると

いうことはできない。

平成13年度の委託事業に関しては、人権・同和政策課が会議資料や領収書等の

証拠書類に基づき、事業の実施状況及びこれに係る経費の支出状況について調査

したところ、事業は適切に執行されていることが確認されている。

以上のことから、請求人の主張は認められない。

【意 見】

同和対策委託事業に関して、平成12年度の報告書の記載内容が実態と相違していた

上に、委託契約書に定められている契約変更の手続が取られていなかったことは、県

が委託事業の実施状況を的確に把握せず、実績についても十分な確認を行っていなか

ったことが大きな要因であり、平成13年度についても、年度中途における実施状況の

把握に不十分な点があり、これらの不適切な対応があったことは極めて遺憾なものと

考える。

今後、同様の事態が生じることのないよう、事業の実施状況を的確に把握し、必要

に応じ団体の指導を行うとともに、実績の確認についても適切に行われたい。



- 7 -

２ 売払土地について

(1) 売払土地についての事実関係の確認

監査対象機関からの事情聴取及び関係人調査を実施するとともに、関係法令等

との照合、関係書類等の調査を行った結果、事実関係について下記のとおり確認

した。

ア 売払土地の概要

当該土地は、一級河川田川の廃川敷地の一部として、昭和48年11月１日付け

で廃川告示がされ、昭和58年３月４日付けで国から譲与を受けた後、売り払わ

れたものであり、土地の概要は以下のとおりである。

(ｱ) 所 在 松本市大字芳川村井町字山ノ神1336番５

(ｲ) 地 目 雑種地

(ｳ) 地 積 994.77㎡

イ 売払いの状況

連合会会長からは、昭和58年３月28日付け土地利用計画書及び同年３月29日

付け県有財産売払申請書が提出されており、集会施設用地として利用したいと

の申請に基づき、連合会会長に対して売払いが行われている。売買契約日は昭

和58年７月22日、売買価格は19,587,100円であり、県有財産売買契約書には以

下のような条件が付されている。

(ｱ) 売買物件を集会施設の敷地として供しなければならないこと （売買契約。

書第８条：指定用途）

（ ） 。(ｲ) 集会施設の建設を昭和60年７月22日まで 契約から２年以内 に行うこと

（売買契約書第９条：指定期日）

(ｳ) 指定期日から５年間は集会施設の敷地とすること （売買契約書第10条：。

指定期間）

(ｴ) 契約日から指定期間満了日までは、第三者に転売し、または貸し付けては

ならないこと （売買契約書第12条）。

これら用途指定等の条件について県は条件履行を求めてきたが、指定期日ま

でに集会施設を建設し、指定期間内は集会施設敷地とするとの条件は履行され

ておらず、現在においても施設は建設されていない。

また、売買契約書において、契約条件が履行されない場合、県は契約を解除

することができるものとされているが、連合会会長が資金事情から集会施設建
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設に至っていないものの施設建設の意思が認められるとして、県は契約を解除

しておらず、現在も連合会に対して集会施設を建設するよう求めている。

さらに、売買契約書において、指定期日、指定用途の変更等を必要とすると

きは、事前に詳細な事由を付した文書をもって県の承認を求めなければならな

いとされているが、連合会からこれらの変更等に係る申請はされていない。

なお、売払土地の名義は、連合会が法人格を有していなかったことから、昭

和58年９月27日付けで連合会会長個人に所有権移転登記されており、現在も登

記は会長個人の名義となっている。

(2) 請求人の主張する事項についての判断

売払土地の売買に関しては、売買契約書に条件を付した上で、関係法令等に基

づき適正に処分されていることが認められる。

そこで本件請求において監査対象となり得るのは、連合会の契約条件の不履行

により発生した契約解除の権利を県が行使しないことが、違法、不当な財産の管

理を怠る事実に当たるかという点にあると考えられるので、これについて判断す

る。

売払土地については、売買契約書に定められている条件が履行されていない上

に、指定期日、指定用途の変更等の手続が取られていないなど不備な点が見受け

られる。しかし、県が契約を解除するかしないかについては、状況を総合的に勘

案した上で知事が行政施策上の判断により決定すべきものと考えられ、また、連

合会会長に集会施設建設の意思が認められることから、県が契約を解除しないこ

とが違法、不当とまでいうことはできない。さらに、県は現在も連合会に対して

集会施設を建設するよう求めていることが認められる。

以上のことから、請求人の主張は認められない。


