
 

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 

   松本市庄内３丁目４番 21 号    西 澤 秀 泰 

   松本市宮田 21 番 29 号   有 田 一 男 

   諏訪郡下諏訪町社 6992 番 128   西   禎 康 

   大町市大字大町 3590 番地６  佐 藤 浩 樹 

 ２ 請求書の提出 

   請求書の提出は、平成 17 年７月 29 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 

平成 17 年２月 26 日～平成 17 年３月５日迄の日程で開催された、スペシャル

オリンピックス冬季大会・長野は、我々県民に多くの感動をもたらした意義深

い大会でありました。 

本大会に長野県は、ＮＰＯ法人「2005 年スペシャルオリンピックス冬季世界

大会実行委員会」（盛田英夫理事長）及びＮＰＯ法人「2005 年スペシャルオリ

ンピックス冬季世界大会・長野」（安川英昭理事長）に対して県職員を派遣した

が、その何れも「研修派遣」でありました。 

しかし派遣された職員の勤務実態は、派遣先団体の運営や輸送、財政等大会

運営の主要部門の責任的業務に従事しており、研修とは言い難い、まさに公益

法人等の業務に専ら従事させる為の職員派遣であり、「公益法人等への一般職の

地方公務員の派遣に関する法律」に基づかない、違法、不当な派遣であるので、

この間支払われた派遣職員に関する経費（給与等）を県の公金から支出するの

は明らかに違法、不当である。 

従って、監査委員は知事に対して、次の様に勧告するよう求める。 

「知事は派遣命令権者たる知事、派遣計画担当職員、及び派遣受入先である

前記二つの実行委員会に対して派遣支出相当額を県に返還するよう請求するこ

と。」 

 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17年７月29日、これを受理した。 
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 ５ 請求人の証拠の提出及び陳述 

   平成 17 年８月 25 日、請求人に対して、法第 242 条第６項の規定により、新た

な証拠の提出及び陳述の機会を設けた。 

   請求人は、陳述において請求の趣旨の補足説明を行うとともに、事実証明書と

して平成 16 年６月及び同年９月定例会本会議録の一部を提出した。請求人の陳

述の際、法第 242 条第７項の規定により、監査対象機関の職員を立ち会わせた。 

第２ 監査の実施 

 １ 監査対象事項 

   監査対象事項は、請求人の請求の要旨及び陳述の内容から判断して、「特定非

営利活動法人 2005 年スペシャルオリンピックス冬季世界大会実行委員会（以下

「ＧＯＣ」という。）」及び「特定非営利活動法人 2005 年スペシャルオリンピッ

クス冬季世界大会・長野（以下「ＳＯＮＡ」という。）」に派遣された職員の給与

支給に係る違法又は不当な公金の支出の有無とした。 

以下、長野県からＧＯＣ及びＳＯＮＡへ派遣された職員を「本県研修派遣職員」、

本県研修派遣職員を職務命令によりＧＯＣ及びＳＯＮＡへ研修派遣させたことを

「本件研修派遣」とそれぞれいう。 

 ２ 監査対象機関 

   経営戦略局人財活用チームと社会部障害福祉課について監査を実施した。 

 ３ 監査対象機関の陳述 

   平成 17 年８月 25 日、監査対象機関の陳述を実施した。監査対象機関の陳述の

際、法第 242 条第７項の規定により、請求人を立ち会わせた。 

 ４ 関係人調査 

   法第 199 条第８項の規定により、ＳＯＮＡから聞き取り調査を行った。 

第３ 監査の結果 

本件請求のうち、平成 16 年７月 28 日以前に支給された給与に関するものは、

法第 242 条第２項の要件を欠くもので監査の対象にならない。 

したがって、その余の請求に関する事実関係の確認及び判断について以下述べ

る。 

１ 事実関係の確認 

   監査対象事項について、関係書類等の調査並びに監査対象機関及び関係人から

の事情聴取を実施した結果、次の事項を確認した。 

 (1) 2005 年スペシャルオリンピックス冬季世界大会（以下「2005 年世界大会」

という。）の概要 

ア 大会理念 

2005 年世界大会の大会理念は次のとおりである。 

(ｱ) 2005 年世界大会は、アジアで最初に開催される世界大会であり、オリ
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ンピック、パラリンピック、スペシャルオリンピックスの３つのオリン

ピックが同一地域で開催される世界的に意義のある大会です。 

(ｲ) 知的発達障害のあるアスリートが個々の目標と可能性に向かってベ

ストを尽くす競技の舞台を多くの市民の積極的な参加により創りあげ、

勇気、喜び、感動を分かち合い、「皆で集い、共に楽しむ」大会を目指し

ます。 

(ｳ) スペシャルオリンピックスムーブメントを広げるとともに、スポーツ

を通じて平和で、障害、国籍等を超えた心のバリアフリーを世界に向け

て発信し、誰にも開かれた人に優しい地域社会の創造を目指します。 

イ 開催期間 

平成 17 年２月 26 日（土）から３月５日（土）まで（８日間） 

ウ 実施競技及びその会場 

競 技 名 会   場 

アルペンスキー 志賀高原一の瀬ファミリースキー場（山ノ内町）

クロスカントリースキー スノーハープ（白馬村） 

スノーボード いいづなリゾートスキー場（牟礼村） 

スノーシューイング オリンピックスポーツパーク（野沢温泉村） 

スピードスケート エムウェーブ（長野市） 

フィギュアスケート ビッグハット（長野市） 

フロアホッケー ホワイトリング（長野市） 

エ 参加国及び地域 

84 の国及び地域 

オ 参加人員 

選手団  2,575 人（アスリート 1,829 人、コーチ 746 人） 

競技役員    932 人 

ファミリー  1,064 人 

ボランティア 9,935 人 

メディア    約 1,200 人 

カ 運営主体等 

(ｱ) ライセンサー 

スペシャルオリンピックス国際本部（以下「ＳＯＩ」という。） 

(ｲ) 主催 

ＧＯＣ（開催契約主体）、ＳＯＮＡ（大会運営主体） 

キ ノンスポーツプログラム 

トーチラン、ホストタウンプログラム、ヘルシーアスリートプログラム、 

3 



 

グローバルユースサミット他学校教育への取組み、スペシャルオリンピッ

クスタウン及び文化芸術プログラム 

ク 大会運営費 

区     分 
予算額 

(平成16年11月) 

決算額 
(平成 17 年６月)

ＧＯＣからの受託収入 
百万円 

2,800 
百万円

783

障害者スポーツ支援基金助成金 0 650

長野県及び長野市からの補助金 0 650

長野県共同募金会配分金等 0 272

長野ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾑｰﾌﾞﾒﾝﾄ推進事業補助金等 0 87

収 
 

入 

収 入 計 2,800 2,442

１ 事業費 2,569 2,353

 競技関係、選手団輸送・宿泊等の経費 801 651

 会場費、仮設施設、情報通信等の経費 483 387

 開閉会式、トーチラン等の経費 319 273

 大会運営要員の輸送・宿泊等の経費 559 348

 大会広報、映像制作等の経費 176 258

 選手団、ファミリー等の経費 153 90

 大会運営本部等の経費 78 86

 ｽﾍﾟｼｬﾙｵﾘﾝﾋﾟｯｸｽﾑｰﾌﾞﾒﾝﾄ推進費 0 260

２ 人件費、管理諸費 49 82

３ 予備費 182 7

支 
 
 

出 

支 出 計 2,800 2,442

(2) ＧＯＣの概要 

ア 設立の経緯 

平成 13 年３月５日、ＳＯＩ理事会が 2005 年に開催する冬季世界大会の開

催地を長野とする決議を採択したことを受けて、2005 年世界大会開催の基本

条件をＳＯＩと交渉するため、スペシャルオリンピックス日本の細川佳代子

理事長を委員長とするＧＯＣ準備委員会が同月 27 日に発足した。 

同年６月 15 日、ＳＯＩ会長とＧＯＣ準備委員会委員長は、共同記者会見を

行い、2005 年世界大会の開催地が長野に決定したことを発表した。 

 その後、ＧＯＣは、盛田英夫氏を理事長に選任し、任意団体として活動を

展開していたが、同年 11 月 14 日、長野県から特定非営利活動法人としての

認証を得、同月 26 日、設立登記を行った。 

 なお、2005 年世界大会の大会協定は、平成 15 年６月 28 日、ＳＯＩとＧＯ
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Ｃの間で正式に調印され、成立している。 

イ 特定非営利活動に係る事業の内容 

(ｱ) 2005 年世界大会を組織し運営実行する事業 

(ｲ) 2005 年世界大会のプレ競技会を運営実行する事業 

(ｳ) 2005 年世界大会を運営実行するための資金を調達するため、2005 年世界

大会に賛同する企業団体の募集及び協賛金の調達を行う事業 

(ｴ) 知的発達障害、2005 年世界大会をテーマとしたＰＲ及び広報事業 

(ｵ) 知的発達障害、2005 年世界大会に係る関連用品の販売 

ウ 理事長及び所在地 

(ｱ) 理事長 

盛田英夫 

(ｲ) 所在地 

東京都港区南青山５-４-29 

 (3) ＳＯＮＡの概要 

ア 設立の経緯 

 ＳＯＩとＧＯＣの間で調印した大会協定によれば、日本国内での開催権は

ＧＯＣが有することになる。しかしながら、運営業務のほとんどは長野で行

わなければならないことから、ＧＯＣに代わり 2005 年世界大会の運営に責任

を持つ組織として、平成 16 年７月７日、ＳＯＮＡが設立された。 

イ 特定非営利活動に係る事業の内容 

(ｱ) 2005 年世界大会等を組織し運営実行する事業 

(ｲ) 2005 年世界大会等を運営実行するための資金を調達するため、2005 年世

界大会等に賛同する企業団体の募集及び協賛金の調達を行う事業 

(ｳ) 知的発達障害、2005 年世界大会等をテーマとしたＰＲ及び広報事業 

(ｴ) スペシャルオリンピックスムーブメンントの推進 

(ｵ) その他知的発達障害のある人々の自立、社会参加を促し、知的発達障害

のある人々の成果や可能性を広く一般社会に周知するための事業 

ウ 理事長及び所在地 

(ｱ) 理事長 

  安川英昭 

(ｲ) 所在地 

長野市若里６-７-17 

エ ＧＯＣとＳＯＮＡによる業務委託契約の締結 

平成 16 年７月 14 日、2005 年世界大会の開催権を有するＧＯＣとその運営

に責任を持つＳＯＮＡの役割を明確にするため、ＧＯＣとＳＯＮＡは、ＳＯ

Ｉの承認を得て業務委託契約を締結した。その契約内容は、ＧＯＣが大会運
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営業務のうち資金調達を除く業務を全面的にＳＯＮＡに委託するもので、委

託料は 28 億円であった。 

オ 事務局体制 

ＳＯＮＡは、長野オリンピック及び長野パラリンピックの運営主体の組織

を参考として事務局の体制整備を進め、平成 16 年７月に発足した。事務局の

職員は、多くの自治体及び民間企業・団体の職員を受け入れ、設立当初は 54

人、大会直前には 130 人であった。平成 17 年２月１日現在の事務局体制は、

別記１のとおりである。 

(4) 長野県職員の研修制度 

ア 職員の研修に関する規程 

地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第 39 条第２項の規定により、常

勤の一般職の職員に対して実施する研修に関し必要な事項を「職員の研修に

関する規程」（昭和 46 年長野県訓令第５号。以下「職員研修規程」という。）

で定めている。 

その中で、国、他の地方公共団体、民間企業等へ職員を派遣し、知識及び

技能の修得を目指す「派遣研修」という研修区分を設け、必要の都度、知事

が別に定めるところにより実施するものと規定している。 

イ 民間企業派遣研修実施要綱 

民間企業への派遣研修は、昭和 62 年に定めた「民間企業派遣研修実施要綱」

（以下「民間研修要綱」という。）に基づき、民間企業における実務のうち長

野県の事務に寄与するものを体験、会得させることにより、職員の意識の高

揚を図り、もって県行政の効率的な執行に資することを目的として実施され

ている。 

民間研修要綱では、派遣期間は１年を限度とするが必要があると認める時

は 1 年を超えない範囲内で延長することができること、研修生の給与、勤務

時間その他の勤務条件は別に定めること、研修生は派遣研修終了後、研修結

果について知事に報告書を提出しなければならないこと、民間企業派遣研修

の実施に当たっては、県及び派遣先企業との間において研修委託契約を締結

すること等を規定している。 

 (5) ＧＯＣ及びＳＯＮＡへの長野県職員の派遣状況 

ア 派遣方法、派遣人数及び派遣期間 

知事は、2005 年世界大会の開催が知的障害のある人たちの自律と社会参加

を促進し、県民の障害者に対する理解を深めるまたとない機会であり、こう

した大会に職員が参加し経験を積むことは、職員の意識の高揚を図るととも

に県行政の効率的な執行に資すると判断したことから、民間研修要綱に基づ

き職務命令として、平成 15 年 12 月１日、１名の職員をＧＯＣに派遣し、そ
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の後順次派遣人数を増やしていった。派遣人数、派遣期間等は、別記２のと

おりである。 

本県研修派遣職員に平成16年８月から平成17年９月までに支給した給与、

諸手当等の総額は、218,919,215 円である。 

なお、平成 16 年７月 14 日、ＧＯＣとＳＯＮＡは、大会運営業務のうち資

金調達を除く業務を全面的にＳＯＮＡが担当することを内容とする業務委託

契約を締結している。これに伴い、知事は、同月 31 日以前にＧＯＣへ派遣し

た職員については同年８月１日付けで派遣先をＧＯＣからＳＯＮＡへ変更す

る命令をしており、同日以降に派遣した職員については当初からＳＯＮＡへ

派遣する命令をしている。 

イ 長野県職員研修委託契約書 

長野県は、職員を派遣する都度、ＧＯＣ又はＳＯＮＡと民間派遣要綱に基

づく「長野県職員研修委託契約書」（以下「研修委託契約書」という。）を締

結している。 

研修委託契約書によれば、「職員研修の内容は長野県とＧＯＣ（又はＳＯＮ

Ａ）協議の上、別途定める」とあり、「研修生は、研修期間中において、原則

としてＧＯＣ（又はＳＯＮＡ）の勤務に関する規程を準用するものとし、Ｇ

ＯＣ（又はＳＯＮＡ）の定める者の指揮監督により研修を受講するものとす

る」とされている。また、「研修生の給料及び諸手当等の人件費は、すべて長

野県の負担とし、長野県はＧＯＣ（又はＳＯＮＡ）への請求は行わない」と

されている。 

なお、研修期間中の旅費の支給については、「長野県とＧＯＣ（又はＳＯＮ

Ａ）協議によるものとする」としている。 

ウ 本件研修派遣における研修概要 

本県研修派遣職員のＳＯＮＡでの所属部署及び職名は、別記２のとおりで

ある。 

なお、ＳＯＮＡ事務局における職名及び職ごとの職員数は、別記３のとお

りである。 

研修委託契約書第２条によれば、「職員研修の内容は長野県とＧＯＣ（又は

ＳＯＮＡ）協議の上、別途定める」とあるが、その定めはなかった。また、

第５条では「ＧＯＣ（又はＳＯＮＡ）の定める者の指揮監督により研修を受

講するものとする」とあるが、本県研修派遣職員を指揮監督する者は、定め

られていなかった。 

さらに、民間研修要綱では「研修生は派遣研修終了後、研修結果について

知事に報告書を提出しなければならない」と規定しているが、報告書は一切

提出されていない。 
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(6) 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律 

 地方公共団体が人的援助を行うことが必要と認められる公益法人等の業務に

専ら従事させるために職員を派遣する制度等を整備することにより、公益法人

等の業務の円滑な実施の確保等を通じて、地域の振興、住民の生活の向上等に

関する地方公共団体の諸施策の推進を図り、もって公共の福祉の増進に資する

ことを目的として、「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法

律」（平成 12 年法律第 50 号。以下「派遣法」という。）が平成 12 年４月 26 日

に公布されている。 

派遣法第２条では、「任命権者は、公益法人等のうち、その業務の全部又は一

部が当該地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、

当該地方公共団体がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であ

るものとして条例に定めるものとの間の取決めに基づき、当該公益法人等の業

務にその役職員として専ら従事させるため、条例で定めるところにより、職員

（条例で定める職員を除く。）を派遣することができる」と規定しており、特定

非営利活動法人も法律上は派遣可能な団体となっている。 

また、派遣法第６条第１項では、「派遣職員には、その職員派遣の期間中、給

与を支給しない」と規定している。 

 派遣法の規定により、長野県では平成 13 年 12 月 27 日に「公益法人等への職

員の派遣等に関する条例」（平成 13 年長野県条例第 38 号）を公布している。 

 同条例第２条では、「公益法人等のうち、当該公益法人等の業務にその役職員

として専ら従事させるため、職員を派遣することができる団体を人事委員会規

則で定めるもの」としている。この規定を受けて「公益法人等への職員の派遣

等に関する規則」（平成 14 年人事委員会規則第１号）第２条では、財団法人長

野県消防協会以下 41 団体を派遣することができる団体としているが、ＧＯＣ及

びＳＯＮＡともに当該団体とはされていない。 

 なお、「公益法人等への職員派遣制度などの運用について」（平成 12 年７月

12 日付け自治公第 15 号自治省行政局公務員部長通知）によれば、派遣法は地

方公共団体が人的援助を行うことが必要と認められる公益法人等の業務に専ら

従事させるために職員を派遣する制度等を整備することを目的としていること

から、職員の資質向上、能力開発等の目的で地方公共団体の実務研修という職

務に従事する場合、公益法人等の業務とあわせて地方公共団体の職務にも従事

する場合等については、派遣法の対象外であり、従来どおり現行制度の適切な

運用により対応すべきであるとしている。 

２ 判断 

監査委員は本件請求を受理して以来、１で確認した事実関係に基づき協議を行

ったが、最終的に意見の一致を見ることができず、法第 242 条第８項の規定によ
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る合議が整わなかったので、監査の結果について決定をなし得なかった。 

なお、参考として各監査委員の意見を添付する。 

 

多数意見（丸山委員、樽川委員、東方委員の意見） 

「2005 年世界大会は、アジアで初めて開催される世界大会であり、オリンピッ

ク、パラリンピック、スペシャルオリンピックスの３つのオリンピックが同一地

域で開催される世界的に意義のある大会です。 

知的発達障害のあるアスリートが個々の目標と可能性に向かってベストを尽く

す競技の舞台を多くの市民の積極的な参加により創りあげ、勇気、喜び、感動を

分かち合い、『皆で集い、共に楽しむ』大会を目指します。 

スペシャルオリンピックスムーブメントを広げるとともに、スポーツを通じて

平和で、障害、国籍等を超えた心のバリアフリーを世界に向けて発信し、誰にも

開かれた人に優しい地域社会の創造を目指します。」 

 この理念のもとに 2005 年世界大会は開催された。この大会の成功は多くの県民

の願いであり、そのためにＳＯＮＡの果たした役割は大きなものがあった。 

 2005 年世界大会は、開催権を持つＧＯＣが開催準備を進めてきた。しかし、運

営業務のほとんどを長野で行わなければならないことから、ＧＯＣに代わり大会

運営に責任を持つ組織としてＳＯＮＡが平成 16 年７月に設立された。両者はＳＯ

Ｉの承認を得て業務委託契約を締結した。その内容は、資金調達を除く業務を全

面的にＳＯＮＡに委託するものであった。 

 ＳＯＮＡが設立された時、大会開催まで７箇月に迫っており、大会運営を担当

する事務局体制の整備は喫緊の課題であった。ＳＯＮＡ事務局は多くの自治体、

民間企業・団体から職員の派遣を受け入れ、平成 16 年７月に 54 人体制で発足、

大会直前には 130 人体制となった。長野県からは多くの職員が派遣され、ＳＯＮ

Ａ事務局員として 2005 年世界大会の成功に大きく寄与することとなった。 

 本県職員は、2005 年世界大会が知的障害のある人たちの自律と社会参加を促進

し、県民の障害者に対する理解を深めるまたとない機会であり、こうした大会に

職員が参加し経験を積むことが職員の意識の高揚を図るとともに県行政の効率的

な執行に資するとの判断のもとに研修派遣された。この大会に派遣された本県職

員が、全世界から集まった選手のみならず、スタッフやボランティアの皆さんと

ともに円滑な大会運営に努め、大会の成功に寄与したことは、長野県にとっても

本県研修派遣職員にとっても大きな財産となるものである。 

 ＳＯＮＡに研修派遣された職員の中には、管理的立場の職員が含まれており、

事務総長や事務局長、各部の部長職に従事する職員もいたが、管理者としての現

場感覚の醸成、政策立案能力及び管理能力の育成並びに将来の幹部候補生の育成

も本件研修派遣の重要な目的であったこと、また、特定任期付職員（任期付職員
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の採用等に関する条例（平成 14 年長野県条例第 31 号）第４条第１項に規定する

特定任期付職員をいう。以下同じ。）も含まれているが、当該職員を県に採用す

る目的の一つが 2005 年世界大会の運営に対する助言であり、当該職員のＳＯＮＡ

における成果及び実績は個人に還元される研修効果だけに留まらず、県政運営に

携わる県職員全体にその効果が波及していることを考え合わせれば、本件研修派

遣の目的は十分達成されたと考えられる。 
 さらに、喫緊の課題であったＳＯＮＡ事務局体制を早急に整備する必要性があ

ったこと並びに派遣される職員の身分及び処遇の保障等を考慮する必要があった

ことから、職務命令による研修派遣が、現実的で合理的なものであったと判断さ

れる。長野県とＳＯＮＡは研修委託契約書を締結しており、この契約に沿った研

修派遣であることも確認された。他の自治体からも同様に職員が研修派遣されて

いる。 
 研修結果の報告書が提出されていないこと、別途定めるとした研修内容が明確

に定められていなかったこと、指揮監督する者も特定されていなかったこと等、

一部に不適切な事務処理が認められる。この原因は関係する経営戦略局、社会部

等関連部門の連携が不十分であったこと、相互牽制等の内部統制が脆弱であるこ

と等が考えられるが、早急にこれらの改善に努められたい。 
 請求人は、本件研修派遣は派遣法に基づかない違法又は不当な派遣であると主

張しているが、ＳＯＮＡへの研修派遣が現実的かつ合理的であると判断されるこ

とから、請求人の主張は認められない。 

 

少数意見（高橋委員の意見） 

(1) 本件研修派遣の目的 

2005 年世界大会に職員を派遣して研修させることは、職員の意識の高揚を図

るとともに県行政の効率的な執行に資する上で必要なことと認められる。 

ところで、本県研修派遣職員の中には特定任期付職員も含まれているが、そ

もそも特定任期付職員を採用できるのは、高度の専門的な知識経験又は優れた

識見を有する者を、当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間

活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合である。当該

特定任期付職員は、2005 年世界大会の運営に対する助言を行うために採用され

たのであり、採用後、研修目的でＧＯＣ及びＳＯＮＡへ派遣することは当該職

員の能力開発のためとは考えられない。ましてや、当該職員は、ＳＯＮＡ事務

局の最高責任者である事務総長の職に従事しており、研修を受ける立場ではな

くＳＯＮＡに派遣された研修生の指揮監督をしなければならない責任者であっ

たはずである。 

また、事務局長の職に従事した職員の派遣に関して、出納長は、平成 16 年９
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月県議会定例会本会議において「ＧＯＣから、スペシャルオリンピックスの担

当も兼ねており、経験も豊富であり、緊急事態なので障害福祉課長の職にある

職員を派遣して欲しいという強い要望があったので派遣した。」と答弁している。

さらに、ＳＯＮＡ事務局の組織体制から判断すると、事務総長を補佐する職は、

参与（３名）、事務局長（１名）及び事務次長（２名）であったと考えられ、事

務局長は事務総長とともにＳＯＮＡ事務局を管理統括していたことになる。 
以上のことから、事務総長及び事務局長としての職員の派遣目的は、職員の

能力開発ではなく派遣先に対する人的支援であったと言わざるを得ない。 
(2) 本件研修派遣の事務手続 

民間研修要綱に定められた研修結果の報告書が一切提出されていないこと、

さらに、研修委託契約書に基づく研修内容が定められておらず、本県研修派遣

職員を指揮監督する者も特定されていなかったことを考え合わせると、これら

の不適切な事務処理は、単なる事務処理上の過失から生じたものとは考えにく

く、本件研修派遣がそもそも人的支援に他ならず、派遣の名目を研修目的とし

て取り扱うこととしたために生じたものであると疑われても仕方ない。 

(3) 結論 

「地方公務員を地方公共団体以外の団体に職務専念義務を免除して派遣し、

派遣先団体の業務に専ら従事させ、給与を地方公共団体が負担する場合の職務

専念義務の免除の承認の適否の判断については、派遣目的、派遣先の性格及び

具体的な事業内容、派遣職員が従事する職務内容のほか、派遣期間、派遣人数

等諸般の事情を総合考慮し、派遣の公益上の必要性に照らして地方公務員法第

30 条（服務の根本基準）、第 35 条（職務専念義務）、第 24 条第１項（勤務条件

の根本基準）の趣旨に反しないものといえるかどうかを慎重に検討すべきであ

る」とする判例（平成 10 年４月 24 日最高裁判所判決）がある。 

この判例によれば、職務命令による研修という形式を採用しさえすれば、無

制限に当該地方公共団体以外の組織に職員を研修派遣できるわけではなく、研

修等の名称の下で行われるものであっても、地方公共団体の勤務能率の発揮と

増進を本来の目的としないものは、地方公務員法第 39 条の研修でないことはも

とより、地方公共団体が独自に実施する研修にも該当しないことになる。 

そこで派遣先の性格及び具体的な事業内容、本件研修派遣の目的、従事した

職務内容等を考慮すると、本県研修派遣職員のうち事務総長と事務局長の職に

従事した職員の派遣目的は、研修ではなく人的支援と断定せざるを得ない。2005

年世界大会の運営業務は長野県がなすべき責を有する業務とは到底言えないこ

とから、当該２名を職務命令により研修として派遣したことは、地方公務員法

第 35 条に違反するものである。違法な措置を前提にして行われた当該２名の職

員に対する平成 16 年８月から平成 17 年９月までの給与支出（19,166,059 円）
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は当然違法である。 

知事は、平成 16 年 12 月県議会定例会に 2005 年世界大会への大会運営費補助

の補正予算案を提出しており、この際に職務命令による研修派遣以外の派遣方

法に変更することも可能であった。にもかかわらず、適正な手続きをとらずに

職員の派遣を続けたことを見過ごすわけにはいかないことから、知事は当該２

名の職員に給与を支出したことに伴う県の損害額を補てんするために必要な措

置を講じるべきである。 
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別記１ ＳＯＮＡ事務局体制（平成 17 年２月１日現在） 

事務総長 

事務局長 

事務次長 

参与 

総 務 部 

財 務 部 

渉 外 部 

広 報 部 

報 道 部 

式 典 部 

ホストタウン部 

ノンスポーツ部 

要員･ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ部 

競技・会場運営部 

危機管理部 

輸送・宿泊部 

２ 

３

１ 

１ 

８ 

８ 

19 

５(兼務１含む) 

４ 

７ 

６(兼務１含む) 

９ 

９ 

31 

６ 

13 

計 12 部    130 人 

※ 数字は人数 

 

 

出身母体別内訳 

団  体  名 人 数 

長野県 31 

宮城県 １ 

埼玉県 １ 

長野県警 ２ 

長野県内市町村 33 

横浜市 １ 

特定非営利活動法人スペシャルオリンピックス日本 １ 

民間企業 42 

プロパー 18 

合    計 130 
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別記２ ＧＯＣ及びＳＯＮＡへの本県研修派遣職員一覧 

派 遣 期 間 番
号 

氏 名 
始 期 終 期 

ＳＯＮＡでの役職名 

（平成 17 年２月１日現在） 

１ 岡部 英則 H15.12.1 H16.4.20   

２ 上原 健次 H15.12.22 H16.4.27   

３ 西沢 真一 H15.12.22 H17.3.31 ホストタウン部 係長 

４ 荻原 勝美 H15.12.22 H17.3.31 競技・会場運営部 主任 

５ 小坂 利雄 H15.12.22 H17.5.31 広報報道部 係長 

６ 雨宮 貴雄 H16.4.21 H16.8.31   

７ 大月 良則 H16.4.21 H17.3.31 事務局長  

８ 高田 幸生 H16.4.21 H17.3.31 渉外部 部長 

９ 山崎 信男 H16.4.21 H17.3.31 報道部 部長 

10 宮本 寿郎 H16.4.21 H17.5.31 競技・会場運営部 部長 

11 角田 道夫 H16.4.21 派遣中 財務部 部長 

12 清水  深 H16.4.21 派遣中 財務部 部長 

13 勝岡  充 H16.4.28 H17.3.31 輸送・宿泊部 部長 

14 久保 淳一 H16.4.28 H17.3.31 競技・会場運営部 課長 

15 田中 功一 H16.4.28 H17.3.31 競技・会場運営部 課長 

16 松沢 正雄 H16.4.28 H17.3.31 式典部 課長 

17 仁科 英孝 H16.4.28 H17.3.31 ノンスポーツ部 部長 

18 加藤 慎吾 H16.4.28 H17.3.31 広報報道部 課長 

19 原  啓明 H16.4.28 H17.3.31 輸送・宿泊部 係長 

20 塚本 泰司 H16.4.28 H17.3.31 ノンスポーツ部 係長 

21 角張 友幸 H16.4.28 H17.3.31 競技・会場運営部 係長 

22 春原 直美 H16.4.28 H17.3.31 式典部 係長 

23 小林 忠司 H16.4.28 H17.5.31 競技・会場運営部 課長 

24 伊藤  学 H16.4.28 H17.5.31 ノンスポーツ部 係長 

25 松倉 義明 H16.4.28 H17.6.30 要員・ボランティア部 部長 

26 新井 隆司 H16.4.28 H17.6.30 輸送・宿泊部 係長 

27 内野 祐志 H16.4.28 派遣中 財務部 係長 

28 真関  隆 H16.4.28 派遣中 渉外部 係長 

29 保科 正之 H16.6.17 派遣中 事務総長  

30 矢澤  博 H16.9.1 H17.3.31 競技・会場運営部 課長 

31 土屋 雅幸 H16.9.1 H17.3.31 競技・会場運営部 係長 

32 雨宮 洋子 H16.9.1 H17.3.31 危機管理部 係長 

33 西村 卓也 H16.9.1 派遣中 総務部 部長 

34 征矢  昇 H16.9.1 派遣中 総務部 係長 

※ 派遣先は、平成16年７月31日以前はＧＯＣ、同年８月1日以降はＳＯＮＡ。 
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別記３ ＳＯＮＡ事務局における職名及び職員数 

職  名 ＳＯＮＡ事務局職員総数 うち本県研修派遣職員数

事務総長 １ １ 

参与 ３ ― 

事務局長 １ １ 

事務次長 ２ ― 

部長 12 ９ 

部長代理 １ ― 

部付次長 １ ― 

課長 14 ６ 

課長補佐 ３ ― 

係長 42 13 

主任 47 １ 

コーディネーター 3 ― 

計 130 31 

  ※ 職員数は平成 17 年２月１日現在。 
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