
 

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 

諏訪郡下諏訪町社 6992 番地 128  西   禎 康 

松本市宮田 21 番 29 号   有 田 一 男 

大町市大町 3590 番地６   佐 藤 浩 樹 

２ 請求書の提出 

請求書の提出は、平成 18 年２月 17 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 

長野県は、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

「2005 年スペシャルオリンピックス冬季世界大会」の運営を行った特定非営利

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「Ｓ

ＯＮＡ」という。）に対して、大会期間及びその直前期間における各競技会場等

の運営要員として、平成 17 年１月 17 日から順次多数の県職員を派遣したが、

その派遣は研修派遣とし、長野県が派遣者の給与、手当、旅費等（以下「給与

等」という。）を支出していた。 

しかしながら、上記派遣は研修派遣とは名ばかりで、その実態はＳＯＮＡの

本来業務である大会運営等の業務に専ら従事させたものであり、地方公務員法

並びに長野県の職員研修規定及び派遣要項に違反し、「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」を脱法する違法、不当な行為であるので、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。 

よって、監査委員は知事に対して、次のように勧告するよう求める。 

「知事は研修派遣を命じた長野県知事田中康夫、研修派遣計画担当の長野県

職員ら及び派遣先である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・長野に対して、派遣支出相当額を長野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18年２月17日にこれを受理した。 
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５ 請求人の証拠の提出及び陳述 

平成 18 年３月 28 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 17 年（行ウ）第 14 号違法公金支出金返還請求事件の準備書面(1)、(2)

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、2005 年ス

ペシャルオリンピックス冬季世界大会（以下「2005 年ＳＯ世界大会」という。）

の運営を支援することを研修目的として職員を派遣したことが違法・不当か否か、

また、当該職員に給与、手当及び旅費を支給したことが違法・不当か否かとした。 

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 18 年３月 28 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。 

第３ 監査の結果 

監査対象事項は、請求人が主張する違法、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 事実関係の確認 

監査対象事項について、関係書類等の調査及び監査対象機関からの事情聴取を

実施した結果、次の事項を確認した。 

(1) 2005 年ＳＯ世界大会の概要 

ア 大会理念 

2005 年ＳＯ世界大会の大会理念は次のとおりである。 

(ｱ) 2005 年ＳＯ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
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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 運営主体 

(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 

開催契約主体は、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。）で、大会運営主体は、

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。）である。 

(2) ＳＯＮＡの概要 

ア 設立の経緯 

平成15年６月28日にＳＯＩとＧＯＣの間で調印した2005年ＳＯ世界大会

の大会協定によれば、日本国内での開催権はＧＯＣが有することになってい

た。しかしながら、大会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ＳＯ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ＳＯ世界大会等を組織し運営実行する事業 

(ｲ) 2005 年ＳＯ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ＳＯ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ＳＯ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トの推進 
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(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ＳＯ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、

ＳＯＩ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。 

カ ＳＯＮＡに対する県の支援 

県は、ＳＯＮＡに対し、大会運営費として４億 8,750 万円の補助金を支出

するとともに、事務局職員として、県と県警合わせて 33 人を派遣した。 

また、大会時の運営体制を支援するため、平成 17 年 1 月 17 日から３月 31

日までの間、226 人の職員（国際交流員、手話通訳者を含む。）を派遣した。 

(3) 県職員の研修制度 

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は、職員の研修に関す

る規程（昭和 46 年長野県訓令第５号）で定めている。 

同規程の別表において、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ており、同研修は、

必要の都度、知事が別に定めるところにより実施し、研修生の指名は、別に定

めるところによるものと規定されている。 

(4) 2005 年ＳＯ世界大会へ職員を派遣するに至った経緯 

平成 16 年 11 月８日、ＳＯＮＡは、2005 年ＳＯ世界大会を成功に導くため、

長野県知事に対し、各会場で運営の中心となる業務（以下「大会運営業務」と

いう。）や手話通訳業務を担当する支援職員 217 人（うち手話通訳業務を担当す

る支援職員は７人）の派遣を文書で依頼した。 
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大会運営業務とは、各会場での役員・選手等の案内・接遇、メディア対応、

駐車場等での車両や観客の案内・誘導、各会場出入口・コース等における入出

者管理、トーチランのサポート等である。 

同様の要請は、競技会場地の５市町村及び競技会場地周辺の市町村に対して

も行われ、ＳＯＮＡが派遣を要請した支援職員の総数は 450 人であった。要請

先別の内訳は、長野県が 217 人、長野市が 143 人、山ノ内町が 12 人、白馬村が

21 人、牟礼村が 13 人、野沢温泉村が 10 人、競技会場地の周辺市町村が 34 人

で、派遣期間別の内訳は、30 日以上（期間Ｌ）が 140 人、２週間程度（期間Ｍ）

が 258 人、10 日未満（期間Ｓ）が 52 人であった。 

また、平成 16 年 11 月 17 日、ＳＯＮＡは、大会参加者が安心して滞在できる

よう十分な語学サービスを提供するため、長野県総務部国際課長に対し、平成

17 年２月 21 日から３月６日までの期間のうち、業務に必要な期間を別途指定

するとした上で国際交流員６名の派遣を文書で依頼した。 

(5) 県からの職員派遣状況 

ア 派遣の手続き、人数及び期間 

県は、2005 年ＳＯ世界大会が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県民の積極的な参加

により創りあげ、勇気、喜び、感動を分かち合うことを目指すものであり、

知的障害者への県民の理解を促進するためにも積極的に支援していくことが

必要であると考えたことから、ＳＯＮＡの要請を受け入れることとした。 

平成 16 年 12 月 28 日、社会部長と経営戦略局長の連名で部局長に対し、部

局別所属人員に基づき割当人数を指定した上で、大会運営業務を支援する 210

人の職員の選定を文書で依頼した。この依頼を受けて所属長は、支援職員の

指名を行い、別記のとおり 213 人の職員を派遣した。 

手話通訳業務への派遣については、平成 17 年 1 月 24 日、社会部障害福祉

課長が、障害福祉課及び佐久・上小・上伊那・木曽・松本・北安曇地方事務

所の厚生課に配置されている手話通訳業務嘱託員７人を、いずれも期間Ｓで、

長野地区に４名、山ノ内地区に２名、白馬地区に１名派遣することを決めた。 

国際交流員の派遣については、平成 16 年 11 月 24 日、総務部国際課長が、

国際課及び上伊那・松本地方事務所の生活環境課に配置されている国際交流

員６名を派遣することを決めた。 

イ 職員の派遣形態 

大会運営業務を支援する職員 213 人は、職員の研修に関する規程第２条で

定める、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の一環として、研修目的の旅行命令票による職務命

令により当時勤務していた所属に在籍したまま、出張の扱いで派遣された。 
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研修の実施の手続き及び研修生の指名者については、上記アで述べたとお

りである。派遣期間が 40 日以内と短期であること、研修生の指名を所属長に

委ねたことから、所属長の命令による各種研修会への参加と同様に、発令や

辞令交付は行われなかった。 

手話通訳業務嘱託員及び国際交流員は、手話通訳用務あるいは国際交流推

進用務のための旅行命令票による職務命令として、出張の扱いで派遣された。 

ウ 手話通訳業務嘱託員及び国際交流員の身分及び職務 

社会部行政事務臨時嘱託員設置要綱では、手話通訳業務嘱託員の身分を地

方公務員法第３条第３項の規定による特別職の非常勤の職員と、また、従事

する職務を行政事務一般に係る手話通訳、所属長が特に必要と認める業務の

手話通訳と規定している。 

国際交流員の身分は、長野県国際交流員設置要領で地方公務員法第３条第

３項の規定による特別職の非常勤の職員と、また、従事する職務は、招致外

国青年就業規則で、国際交流関係事務の補助（外国語刊行物等の編集・翻訳・

監修、国際交流事業の企画・立案及び実施に当たっての協力･助言･外国から

の訪問客の接遇、イベント等の際の通訳等）、地域の民間交流団体の事業活動

に対する助言、参画等のほか、所属長が必要と認める職務と定められている。 

エ 派遣職員への給与、手当及び旅費の支給 

職員は職務命令による出張の扱いで派遣されたことから、職員への給与、

手当及び旅費は、一般職の職員の給与に関する条例（昭和 27 年長野県条例第

６号）、職員の給与の特例に関する条例（平成 13 年長野県条例第 39 号）、

職員の給与に関する規則（昭和 45 年長野県人事委員会規則第２号）、一般職

の職員の旅費に関する条例（昭和 29 年長野県条例第 45 号）及び一般職の職

員の旅費に関する規則（昭和 30 年長野県人事委員会規則第１号）等の諸規定

に基づき、当該職員が所属していた部署から支給された。 

２ 判断 

地方公務員法第 39 条では、職員にはその勤務能率の発揮及び増進のために、研

修を受ける機会が与えられなければならず、任命権者に研修を行うことを義務付

けている。研修は、必ずしも直接に勤務能率の維持増進に役立つものに限られる

ことはなく、たとえば、一般教養の研修のように、長期的に能率や見識の向上に

役立つものも含まれる。また、同条の規定による研修は、任命権者が自ら主催し

て行う場合に限られず、他の機関に委託して行う場合を含むものと解されている。 

このように、研修の種類は極めて多岐にわたるため、地方公共団体は、研修を

必要とする事情、研修の目的、財政事情等に応じて適切な種類の研修を選択して

実施することとなる。 

そもそも 2005 年ＳＯ世界大会は、知的障害のある人たちの自律と社会参加を促
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進するとともに、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す

大会である。こうした大会に、運営を支援する職員として参加し経験を積むこと

は、障害者に対する理解を深めるまたとない機会であり、職員の勤務能率の維持

増進を図る上で必要な研修であると認められる。 

職員を研修に参加させる場合の身分の取扱いについては、研修を職務の一環と

して取り扱う方法、研修中の職務専念義務を免除する方法、研修期間中の職員を

休職処分にする方法がある。以上の各方法のうち、いずれによるかは研修の内容

と当該研修に対する県の評価によって定められるが、研修を行うことは任命権者

の責務であり、また、研修の効果は必ずしも直ちには生じないが、長期的に県に

とっても職員にとっても大きな資産となることにかんがみ、できる限り、職員の

便宜を図ることが大切である。 

2005 年ＳＯ世界大会への派遣研修は、知事の意図に添った必要性の高い研修と

認められ、派遣された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、長野県にとっても職員にとっても大きな財産となることから、所属長の命令

により職務の一環として研修に参加させたことは妥当な方法であると判断する。

職務命令として派遣された以上、必要な手当及び旅費は当然に支給されなければ

ならない。 

前述のとおり、本件派遣研修は、地方公務員法及び職員の研修に関する規程に

違反するものではなく、派遣された職員に対する給与、手当及び旅費の支給を違

法とする理由は見出せない。 

また、手話通訳業務のための派遣及び国際交流員の派遣は、いずれも所属長が

必要と認めた職務の手話通訳あるいは国際交流関係事務に従事するためのもので

ある。2005 年ＳＯ世界大会の成功のために、同大会での手話通訳用務や国際交流

推進用務を職務と認め、職員を出張させたことは現実的で合理的であったと判断

されることから、派遣された職員に対する報酬や旅費の支給を違法とする理由は

見出せない。 

以上のことから、請求人の主張には理由がなく、本件請求は認められない。 
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（別記） 大会運営業務への派遣人数と派遣期間別内訳 

期間別人数 
派遣先地区名 

Ｌ Ｍ Ｓ 
合計 

長 野 61 59 10 130 

山ノ内  １ 13   14 

白 馬  12   12 

牟 礼  １  ８ ４  13 

野沢温泉  ２ 21   23 

東 京  ３  １   ４ 

県内広域  ４  ４ ９  17 

合 計 72 118 23 213 
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