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１  開  会  

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 改めましておはようございます。それでは、ただいまから第３回目となります山田町

ＮＰＯ事案の再検証に関する有識者会議を開催させていただきます。  

 皆様には本当にご多忙のところ、また朝早くからお集まりいただきましてまことにあ

りがとうございます。  

 きょう３回目ということで、いわば総括的な議論をしていきたいなと思っております

が、これまで１回、２回の振り返りも含めて、限られた時間ではございますけれども、し

っかりとご議論いただければ幸いでございます。どうぞよろしくお願いいたします。  

 

 

２  議  事  

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 それでは、本日の進め方についてまずご説明申し上げます。まず初めに、前回いろい

ろ宿題をいただいておりますので、それにつきまして事務局のほうから説明し、整理を

したいと思っております。その後、今回の議題でございます適切な執行管理のあり方、い

わゆる今後のあり方というのはさきの報告書にございますが、それにつきまして事務局

からその内容と取り組み状況等をご説明申し上げた後に、先生の皆様からご意見等いた

だきたいと思っております。あわせて、新たな改善策の提案などについてもご意見いた

だければと思っております。その後、総括として皆様からそれぞれの区分ごとに整理さ

れた議論がなされたという前提ではございますが、それらを振り返りながらの総括的な

ご意見、そしてさきに提出しております報告書の妥当性等についてご意見いただきたい

と思っております。それらが終わりましたら、最後となりますが、今後の取りまとめ方

法等についてご協議したいと思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。 

 それでは、早速ですが、前回第２回会議において出されました課題、いわゆる宿題に

ついて事務局から説明させていただきます。  
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（岩渕商工企画室管理課長）  

 それでは、私のほうから前回会議の課題についてご説明申し上げたいと思います。  

 資料でございますが、お手元に前回会議の課題整理と表紙に書きました資料、13ペー

ジものをお配りしておりますので、こちらのほうをご覧いただきたいと思います。  

 １ページをお開きいただきたいと思います。前回、山口先生のほうから補助金等に係

る予算の執行の適正化に関する法律の「補助金等」に緊急雇用対策事業が含まれてい

る、その根拠がはっきりとあるのかというご指摘がございました。それで、１ページの

資料を用意させていただいております。この緊急雇用創出事業臨時特例交付金につきま

しては、上のほうですが、まずいわゆる適化法、法律のほうでございます。「第２条の

第４号、その他相当の反対給付を受けない給付金であって政令で定めるもの」というの

が「補助金等」の定義になっております。下のほうにその政令を載せております。これ

の第２条の 85号のほうに緊急雇用創出事業臨時特例交付金が含まれているということ

で、ご理解をいただきたいと思います。  

 次に、２ページでございます。前回、田村先生のほうから御蔵の湯の建築確認の状況

について照会がございました。これについてご説明申し上げたいと思います。建築基準

法の抜粋を資料として提供させていただいております。２ページでございますが、第６

条を掲載させていただいておりました。「建築物の建築等に関する申請及び確認」とい

うことで、ここが建築基準法上の建築確認について規定した大もとの条文になりま

す。これが第６条でございます。  

 第６条は２ページ、３ページとなっているのですが、第６条の詳細の説明は省略させ

ていただきまして、４ページをお開きいただきたいと思います。同じ建築基準法の第

85条でございます。「仮設建築物に対する制限の緩和」の条項がございます。この第 85条

の中でアンダーラインを引いております。「次の各号のいずれかに該当する応急仮設建

築物の建築で、その災害が発生した日から一月以内にその工事に着手するものについて

は建築基準法令の規定は適用しない」とあります。それで、第１号に国、地方公共団体、ま

たは日本赤十字社が災害救助のために建築するものという規定がございます。したがい

まして、災害が発生した日から１カ月以内に建築された、例えば応急仮設住宅のような

ものは、建築基準法令の規定は適用しないというふうに読めるかと思います。  

 同じく第２項でございます。アンダーラインを引いた部分だけを読みます。「災害が
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あった場合において建築する停車場、官公署、その他これらに類する公益上必要な用途

に供する応急仮設建築物については、第６条の規定は適用しない」ということになりま

す。最初の 85条の第１項のほうですが、１カ月以内という条件がついております。した

がって、今回の災害に際しましては、応急仮設住宅については基本的にこの第２項が適

用されているというふうに考えております。また、御蔵の湯についても、この第２項が

適用されているところでございます。それで、第６条の規定は適用しないということ

で、建築確認の対象外になっております。応急仮設住宅、御蔵の湯とも建築確認の対象

外になっております。  

 第３項でございます。「前２項の応急仮設建築物を建築した者は、その建築工事を完

了した後、三月を超えて当該建築物を存続しようとする場合においては特定行政庁の許

可を受けなければならない」ということで、この第３項の規定が前の２つの項にかぶさ

っておりまして、建築確認は必要ないけれども、三月を超えて存続しようとする場合は

応急仮設建築物としての許可を受けなければならないという規定になっております。  

 ５ページでございます。この御蔵の湯の建築許可台帳をつけております。ここは、上

のほうに申請内容までついていますが、法 85条第３項に該当するということで、御蔵の

湯については応急仮設建築物の許可を受けているということで、仮設住宅等と同じ扱い

になっているということでございます。  

 次に、６ページでございます。竹中先生のほうから前回の会議におきまして、地方自

治法の第 221条第２項に規定する条文の中で、補助金の最終受領者は当該ＮＰＯ法人も

含まれるのではないかというご指摘でございました。それに関する資料を用意させてい

ただきました。今回資料としてお配りしたのは、逐条地方自治法という、地方自治法の

コメンタールの関係条文の抜粋でございます。まず、第 221条の条文がございます。こ

こで該当する条文ですが、「普通地方公共団体の長は、予算の執行の適正を期するた

め、工事の請負契約者、物品の納入者、補助金、交付金、貸付金等の交付もしくは貸し

付けを受けた者、その下に括弧があります。補助金、交付金、貸付金等の終局の受領者

を含む」です。  

 次の７ページに行きまして、線を引いておりませんが、委託を受けた者、６ページの

後半から読みます。終局の受領者を含む。または調査、試験、研究等の委託を受けた者

に対してその状況を調査し、または報告を徴することができるというものでございます。 
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 さらに、８ページをお開きいただきます。補助金の終局の受領者についての解説の部

分が８ページに載っております。線を引いております。補助金の終局の受領者とは、例

えば都道府県が市町村を通じて一定の住民に補助金を交付するような場合において、そ

の一定の住民を指す。この場合、例えば都道府県２分の１、市町村２分の１の割合で当

該補助金が交付されるものであっても同様であって、都道府県知事としては市町村長と

ともに調査し得るということでございます。  

 この地方自治法の解釈につきましては、地方自治法の逐条解説、これが我々ベースに

使っているものでございまして、後で山口先生からも同じような資料を提示してもらっ

ておりますが、この解釈についてはこの解説が一般的というか、ほかになかなかないと

いう状況でございます。  

 これについての考え方につきましてご説明するために、12ページの資料を用意させて

いただきました。終局の受領者がどこまでかというのは、我々内部のほうでもさまざま

議論を重ねた経緯等はございます。それで、最終的に前回の報告書では終局の受領者に

はＮＰＯ法人は含まれないというような書き方を報告書の中でしておりますけれど

も、その考え方を上のほうに記しております。この事業については、国から都道府県に

対して交付金としてきているのですけれども、それで都道府県から市町村に対して補助

金として交付されています。ここのコメンタールの捉え方ですが、ここは市町村からさ

らに補助金として交付された場合には、一定の住民とか法人等も終局の受領者に含まれ

るという捉え方がこのコメンタールの捉え方であるというふうにこの報告書をまとめ

る際には考えたところでございます。  

 あるいはもう一つ、一般的な補助金の、一般的と申しますか、今回交付金でございま

すけれども、国から県が補助金の交付を受ける。これを市町村に対してまた交付する。さ

らに、これを市町村が一定の住民、法人に対して交付するといった場合にも、終局の受

領者の中には一定の住民、法人も含まれるという解釈がこのコメンタールの考え方だと

いうふうに考えております。  

 したがいまして、括弧書き書いておりますが、補助金の最終の受領者のところが事業

主体になるというふうな考え方をしております。  

 それに対しまして、今回の緊急雇用創出事業のスキームでございますが、国から県に

対して交付金がきております。これを財源にいたしまして、山田町が実施した事業に対
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して県が補助金を出しているわけでございますが、山田町はＮＰＯ法人に対しては補助

金ではなくて委託契約を結んで、委託費として支出しているところでございます。した

がいまして、補助金として交付した最後が山田町になるということで、補助金の終局の

受領者は今回の事案については山田町になるのではないかというような解釈のもとで

報告書の該当部分の記載があったということでございます。なお、この際の補助事業の

事業実施主体は山田町になるということございます。  

 それで、竹中先生からご指摘がありましたとおり、法律の解釈について非常に難しい

面もあるということで、我々のほうも、地方自治法の所管は総務省さんになります。総

務省さんのほうにも問い合わせた経緯、過去にございます。この報告書をまとめてから

でございますが、問い合わせたりした経緯もあるのですが、総務省さんのほうからもこ

こについての解釈についての明確な答えというか、そういうものは示されていない

と、はっきりしたものは示されていないというような状況でございました。それ以上の

はっきりとした何か含まれる、含まれないというような、いわば白黒つけるようなこと

はできないでいたという状況でございます。  

 それから、次に 13ページでございます。山口先生のほうから、会計検査院の検査結果

について詳細に１枚にまとめて提示願いたいというご指摘がございました。それについ

てまとめた資料でございます。今般の山田町ＮＰＯ事案に係る緊急雇用創出事業につい

て、平成 26年度の会計検査院の検査報告で、補助対象外、いわゆる不当額と指摘された

額は 1,314万 3,158円でございます。そのときの指摘の会計検査院の報告文書、これを囲

みの中に入れてお出ししております。これも傍線を引いておりますので、アンダーライ

ンを引いておりますので、そこを読み上げたいと思います。「このような事態が生じて

いたのは、上記の 10都道府県及び 23市区町村において、市区町村または受託者から提出

された委託事業に係る実績報告書等の内容の調査確認が十分でなかったこと。10都道県

において、23市町村に対する指導監督が十分でなかったこと。厚生労働省において、10都

道県に対する指導監督が十分でなかったことなどによると認められる」というふうに記

載されております。  

 これ複数の都道県とか市区町村入っておりますが、この会計検査院の検査報告の文章

は、緊急雇用創出事業全体を指しております。この山田町事案に限らず、全国でさまざ

まあった事案を全てまとめて網羅した形で、報告した形になっております。したがいま
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して、ちょっと読みにくいので、下のほうに山田町事案に限った読み方をすれば、ここ

の指摘文章、どうなるのかというのを書かせていただいております。１番として、山田

町においてＮＰＯ法人から提出された委託事業に係る実績報告書の内容の調査確認が

十分でなかったことということになります、２番目が岩手県に関する部分ですが、岩手

県において山田町から提出された委託事業に係る実績報告書等の内容の調査確認が十

分でなかったこと。岩手県において、山田町に対する指導監督が十分でなかったこと。３

つ目が厚生労働省において、岩手県に対する指導監督が十分でなかったことというふう

に読みかえて差し支えないのではないのかなというふうに考えております。  

 それから、資料をつけておりませんが、前回の会議で、内田先生から御蔵の湯を補助

対象とした県のやりとりがもっとあるのではないかというような、いろんなやりとりを

していたのではないかというご指摘がございました。これについて、前回の会議のとき

に書面で残っているやりとりの資料はお出ししていたところでございまして、それ以上

のものはなかなかないところでございますが、参考にしていただきたいというふうに考

えまして、議会のほうでこの事案が発生した当時の山田町の町長さんと当時の宮古地域

振興センターの副局長、宮古のトップになりますけれども、この２人を議会のほうで参

考人として決算特別委員会の場に呼んで、いわゆる参考人質疑のような形をやっていた

記録を前回の会議後にご送付させていただいているところでございます。  

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 ちょっと説明が長くなって申しわけありませんでした。ただいまの説明につきまし

て、質疑、確認等ございましたらお願いいたしたいと思います。  

 田村先生、お願いします。  

 

（田村氏）  

 今の 12ページ、これは昨年の 27年２月ですか、私がちょっと県のほうにお出ししたも

のがありますけれども、これを見ればわかるように補助金と委託料という違いなの

で、最終受領者が市町村だというのが当時の県の解釈ではあるわけです。ただ、私があ

のときに書いたように、この図を見れば明らかなように、補助金という名前なのか、委

託料なのかというのは名前の違いであって、お金の流れの段階からいえばほぼ同じとい
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うことになって、地方自治法の解釈でいっても、ちょっと字が違うからという点で言う

と、ここに判例集があるわけではないので、ちょっと不正確な可能性があるというお断

りの上でお話しすると、例えば自治体の長は自治体を代表するという条文があったと思

います。代表と代理は当然違うわけです。代表というのは、自分も構成員であると、代

理というのは他人のものを代理するわけですから。ただ、たしか最高裁は代表とは書い

ているけれども、民法の代理規定、双方代理禁止規定が及ぶのだという判決であったと

思うのです。ですから、細かな字の違いを捉えてというよりも、やっぱり条文解釈とい

うのは形式論よりも実質論をとる場合が多いので、そういう意味で言うと最終受領者と

いうのはやっぱりＮＰＯ法人であったという解釈は、総務省のほうではっきりお答えに

はなっていないようですけれども、なっていないというのはやっぱりそういう解釈が成

り立つ可能性があるというのは排除できないということだろうと思います。ただこれは

当時、私前回もお話ししたように現場の職員がではどっちの解釈がいいのかというのを

とり得たかということではなくて、違う解釈も当然成り立っているということなのだろ

うと思います。あとはどちらの解釈をとるかというのは、県としてどこに目標があった

のか、もう山田町にお金を渡してしまえば終わりなのだという発想であったのか、それ

とも前にも私指摘しましたように、仮に当時相当ダメージが大きい、特に小さな町村に

対してよりケアをすべきだというスタンスをとったのか、そこでどっちの解釈をとるか

というのは分かれようかとは思うのですけれども、ただいずれちょっとそういう感想は

持ちました。ですから、いろんな解釈があり得るという前提で今後は動くということも

大事かもしれません。  

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 竹中先生、お願いします。  

 

（竹中氏）  

 では、私からも一言言わせてください。前回の会議の最後のところで、私のほうで会

計検査院がどんなふうに考えているか知りたいなと申し上げたのですけれども、きょう

いただいた資料の 13ページで、下にまとめていただいているのですが、私も大体まとめ

方としてこれでいいのかなと思って、２項で岩手県において山田町から提出された委託
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事業に関する実績報告書等の内容の調査確認が十分でなかったこと、岩手県において山

田町に対する指導監督が十分でなかったことというまとめ方されています。私は、基本

的に検査院も私と同じ考え方しているのではないかなと思っていて、それゆえにこうな

っているのではないかなと思っているのですけれども、岩手県において委託事業に関す

る実績を調査確認することはできたはずで、それはすなわちＮＰＯ法人がどういうふう

にやっているかというところまで調査確認はできたはずだと。ただ、指導監督は確かに

山田町に対してしか及ばないと考えるべきなのではないかと思っていまして、調査、報

告徴収権限は山田町を超えたＮＰＯ法人にも及ぶ、ただ指導監督権限が直接は及ばない

というくくりにすべきではないかと思っています。なぜ調査、報告徴収権限がＮＰＯ法

人まで及ぶかというと、いただいた資料の８ページで傍線が付されていますけれど

も、その数行前にあるとおり本項の普通地方公共団体の長の行う調査は、予算の合理

的、能率的な執行を確保するという別個の目的から出たものであって、逆に言うとこの

目的を達成するための調査、報告徴収権限が及ばないとおかしいのではないかと思って

いるので、それは補助金として交付されているか、委託料として交付されているかにか

かわらないと思っています。  

 要は法律の、地方自治法の目的を達成するに当たって、ここの目的はあくまで予算の

合理的、能率的な執行を確保するという観点からの調査権限なので、ＮＰＯ法人まで及

ぶと解釈するのがやっぱり正しい考え方なのではないかなと私は思っています。  

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 ありがとうございます。  

 山口先生、お願いします。  

 

（山口氏）  

 今の終局の受領者のところなのですけれども、所見のほうをちょっと見たのですけれ

ども、宮城県の所見があろうかと思うので、所見のところの 15ページ、そこでりばぁね

っとに対してどうなのというようなことがあって、宮城県では所見を最後のところに書

いているのですけれども、本当の一番最後のなお書きのところなのですけれども、場合

によっては市町村と連携の上、都道府県が事業者に対して助言等を行うこともあり得る
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というようなことが書いてありまして、この考え方は基本的には松本逐条解釈の考え方

と同じかなというふうに私は読んだのですけれども、とすると宮城県では松本逐条解釈

に則って考えているのではないのか。しかし、岩手県では補助金と委託料と、その辺の

ところで終局の受領者というのがどうなってくるのかというようなところは違ってく

るというふうに解釈したということだと思うのですけれども、１つ目はこういった所見

が宮城県から出てきて、どんなふうに感じたのか、これが１点目。  

 もう一つは、宮城県は可能性としてはこうだということかもしれませんが、実際こう

いった考え方に基づいて何か該当したことをしたのだろうか、これが２点目なのですけ

れども、教えていただけますでしょうか。  

 

（岩渕商工企画室管理課長）  

 ここの解釈につきまして、私が今説明させていただきましたのは、前回の報告書では

こういう解釈をしているという形でご説明させていただきました。その後、この補助事

業につきましてさまざま議論がございまして、そうした中で去年田村先生、竹中先生含

めました３者の方から所見をいただいたりしております。その中で、やはり今おっしゃ

ったような法律の解釈論についてのご指摘は受けているところでございます。  

 基本的には、私どもこの山田町事案につきましても、 24年の３月ですか、実際には県

が単独でＮＰＯ法人のほうに出向いて会計処理等の確認等も行っているところでござ

います。このように市町村との連携とか、市町村と一緒に確認していくということは、基

本的にはそれを否定しているものではありませんで、そういうことは市町村とうまく連

携をとりながら一緒に協力して行っていくべきだというあたりでは、そういう考え方で

いろいろやっているのではないかなというふうに考えております。  

 それから、こういう事案が起きてからの対策でございますけれども、今般のこの案件

を踏まえまして、全庁的に補助事業の適正な執行管理に向けた取り組みというのも進め

ているところでございます。一番大きなところでは、この事案を踏まえまして、中間検

査をしっかりやろうと、徹底しようということで、それは既にやっていたところでござ

いますが、緊急雇用創出事業に限らない、補助事業全般につきましてもしっかりとした

適正な執行管理を確保しようということで、代表的なものを申し上げますと、大きいも

のでは補助金等審査委員会というのを設置しております。これにつきましては、補助事
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業の制度設計段階で補助事業の内容を事前に審査して、制度的な曖昧さとかそういうも

のがないのかというようなことを審査する仕組みを構築しております。  

 それから、あとは県庁と広域振興局の職員が、県庁、振興局というふうに権限が確か

に分かれているのですが、基本的には補助金の交付決定等は振興局の職員に権限はおり

ています。ですが、そこもしっかり両方でちゃんと確認しようということで、こういう

難しい案件等につきましては県庁と広域振興局の双方の職員で事務処理を適時確認し

ていくようなダブルチェックの仕組みも構築しております。  

 それからあと、会計事務にたけた職員、スキルを有した職員、あるいは法律のスキル

が高い職員などさまざま、あるいは中小企業診断士資格を持っている職員などもおりま

すが、そういう職員による内部考査、いわゆるきちんと県庁の内部でチェック機能を働

かせようということで、事務の執行状況を確認するような、内部考査と我々は言ってい

ますが、そういうものも実施したりしているところでございます。  

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 山口先生、お願いします。  

 

（山口氏）  

 今の説明聞きまして、そうするとちょっと条文に戻って恐縮ではあるのですけれど

も、当時のときには委託料だから終局の受領者ではなかったというふうに考えていたの

だけれども、今の説明を聞いていきますと、それ以降いろんな所見があったり、それか

らどうしようかというのを考えたりした結果、今では宮城県の所見と同じような形

で、直接ＮＰＯ等を含めた終局事業者というふうに解釈をして指導監督するようになっ

たのだということでよろしいですか。  

 

（岩渕商工企画室管理課長）  

 基本的にはそのとおりでございます。それで、これを踏まえてそうなったという面よ

りも、従前からそういう形だったと我々は思っております。ただ、この報告書のときに

ここの解釈が出てきましたのは、やはり法的に本来県がＮＰＯ法人までそういう強制的

に入っていける法的根拠があるのかどうかというあたりを実態論とは別に明らかにす
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べきかなというような、検証の中でそういう話が出て、こういう地方分権の話とかそう

いうものがあった中で出てきた話かなというふうに承知しておりまして、基本的に職員

自体は、市町村の受託者についても市町村から協力を求められた場合に、根拠がないか

ら断るというような、そういう考えは実態としては持っていないのではないかなという

ふうに私は考えております。  

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 竹中先生、お願いします。  

 

（竹中氏）  

 その観点で言いますと、先ほども事務局からも言及あった３月 16日の復命書に添付さ

れている指導事項なんて、文言からして「指導事項」ということで県がＮＰＯ法人に指

導しているという記載で、むしろこれを文理解釈すれば、これこそ越権なのではないか

なと思います。ただ、文理解釈を超えて目的解釈すべきなのであって、目的解釈でいけ

ばこれはあくまで調査、報告徴収として許されるべきであると私は思っているので、多

分従前からされていたのだと思います。ただ、そこを現場の人で迷いがないように，調

査とか報告徴収は予算を適正に執行するために必要なのだよということを現場まで行

き渡せるということが大事なのではないかなと思っています。  

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 ありがとうございます。まさに文理解釈か、目的解釈かというところが実態としての

責任論の問題の肝だと思っております。先ほどもご指摘ありましたように、都道府県が

市町村及び最終受領者というよりは、まさに事業主体ですね、交付金を使って事業を実

際に行う事業主体に対してどういう形で関与していくべきか、関与という言葉自体が今

否定されて、分権以来いろいろありますけれども、まさに合理的、能率的な予算の執行

のために、公金の執行のためにしっかりと指導監督、事実上の指導監督をしていかなけ

ればならないというところに立場があるだろうなということで、ではどういうアプロー

チ、どういうアクションを相手に対して与えるかというと、これまでの県のスタンスと

してはその間に立っている補助金を受領し、そして事業を委託している主体である市町
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村を通じた指導というのが基本というところがこれまでの行政の考え方だったのだろ

うなというふうに整理しております。  

 この件につきまして、一旦この程度でよろしゅうございますでしょうか。  

 それでは次に、ほかに何か質疑ございませんでしょうか、確認等含めて。  

 それでは、第２回の宿題、振り返りの関係につきましてはこの辺にいたしまして、議

題の次に進ませていただきます。今回は、さきに県が出しました検証報告書で、いわゆ

る今後のあり方についてという報告がございまして、いろいろ議論いただいているとこ

ろだったのですが、今般の再検証に当たりまして、さきの報告書のいわば妥当性にかか

わってくる問題でもございまして、ここについてご検証いただきたいと思っておりま

す。したがいまして、まず今後のあり方についてという形でテーマを設定しております

ので、皆様方からご意見いただければなと思います。  

 まず、事務局からその概要について説明させていただいて、振り返りも含めてちょっ

と説明させていただきます。  

 

（岩渕商工企画室管理課長）  

 恐縮ですが、前回の報告書、平成 26年３月３日の山田町災害復興支援事業等検証委員

会の報告書、お手元にございます報告書で確認をさせていただきたいと思います。  

 整理する意味で、最初に 14ページをお開きいただきたいと思います。前回の報告書で

ございますが、14ページから検証について触れておりまして、14ページが平成 23年度補

助事業計画の審査、それから 17ページが 23年度補助事業の進捗管理、これについて１回

目に皆様からご意見をいただいたところでございます。  

 それから、20ページでございます。20ページの 23年度補助事業の完了確認、23ページ

の御蔵の湯の関係の検証について、これについても１回、２回の会議で皆様方からご意

見をいただいてきたところでございます。  

 それから、26ページが 24年度補助事業計画の審査ということで、これは第２回の会議

でご議論いただいた中身となります。  

 その上で、28ページでございます。前回の報告書におきましては、緊急雇用創出事業

の適切な進行管理のあり方ということで、いわば今後に向けた新たな仕組みの提言等も

行っているところでございます。この部分についてご説明したいと思います。  
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 報告書の 28ページでございますが、さきの委員会におけるポイントといたしまして

は、28ページの中段の１つ目の丸印のところでございます。「不適切な執行が懸念され

るような大幅な事業費の増加などがあった場合は、十分な注意に基づき対応すべきであ

った」旨を述べております。  

 そうした上で、具体的には 28ページの下段で、１番としまして、１つは県と市町村の

関係について、いわゆる補完機能のようなことについて触れております。  

 それから、29ページでございます。２番として、ケースに応じた補助事業のかかわり

方として、このページの中段でございますが、「このように県は市町村の委託事業を通

常の指導の考え方に基づき一律に取り扱ってきたが、ケースに応じて補助事業を適切に

執行管理するために、必要と認める場合には一歩踏み込んだかかわり方をする必要があ

る」というふうに前回の報告書では記しております。  

 また、３番の事業受託者、市町村、県の役割と責任のところでございます。これ 29ペ

ージの下から７行目のところでございます。「県は補助事業者としてこの補助金の目的

を達成するため、間接補助事業者である市町村を適切に指導する役割と責任がある」と

いうふうな記載をしております。  

 そうした上で、30ページになります。新たな仕組みづくりの提言として、 30ページの

下段になりますが、４番の（１）、通常の処理における新たな視点の取り組みというこ

とでございます。この通常の処理というのは、何らの兆候がない場合の一般的な場合と

いうふうに捉えられるかもしれませんが、そうした場合の新たな取り組みとして、①で

は制度の普及啓発について触れております。②として、事業計画における経費の確認に

ついて、これをしっかりやるべきだというふうに触れております。③として、チェック

リストによる確認を徹底すべきだということを触れております。それから、④として事

業開始後の進捗管理、これについては中間検査の徹底等について触れております。それ

から、⑤で完了確認についても、チェックリスト等を作成して市町村に提供するなどに

より精度を高めていくというような提言をしているところでございます。  

 それから、31ページの下段、（２）、通常の処理以上の対応の取り組みということで、今

般のような特別な、事業費が途中で大きく増加するといったような事例が生じた場合の

対応策として、①として通常の処理以上の対応とするケースの例でございますが、事業

費の規模が大きい場合や受託者の過去の財務規模に比べて事業費が多額の場合、それか
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ら人件費以外の経費が事業費の２分の１に近い場合などについて提言しているのです

が、これは 32ページの②になります。事業計画の審査における対応、それから③の事業

開始後の進捗管理のあり方、それから完了確認のあり方、これらについて前回の報告書

では提言を行っているところでございます。  

 それから、33ページでございます。先ほど若干触れたのですけれども、この山田町事

案を契機に中間管理をしっかりやっていこうということで、中間検査を年２回以上やる

ことにするというような通知を出しております。広域振興局あるいは市町村にも出して

おりますが、現在これに基づいて中間管理を徹底するというような取り組みを行ってい

るところでございます。  

 そのほかに現在さまざまな取り組みをしているところですが、先ほど申し上げました

ような内部考査ですとか、県庁と広域振興局のダブルチェック、それから補助金等審査

委員会を設置して事前にチェックする。あるいはさらには、体制的な面もありましたの

で、今、再任用職員の制度があるわけでございまして、会計事務に精通した再任用職員

を商工労働観光部あるいは農林水産部、県土整備部というような各事業部局に配置いた

しまして、組織体制を強化するというようなさまざまな取り組みを展開しているところ

でございます。  

 説明は以上でございます。  

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 概略説明させていただきました。この点につきまして、先生方からまたご指摘、所

感、ご意見、あるいは確認等、質疑も含めてお願いしたいと思います。  

 田村先生、お願いします。  

 

（田村氏）  

 今ご説明いただいた点ですけれども、これも私 27年の２月に出した所見で考え方を示

しましたけれども、前回の報告書自体の今後の組織のあり方、それから体制の整備とい

うのは特に問題があるということではないのだろうと思いますし、今のご説明を聞い

て、現実に会計の部分、いろいろな手当てがなされているということで、特に岩手県の

場合は平成 13年以降大規模な機構改革を行いましたので、十分そういったものに対する
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対応というものをとっていく力があるのだろうと思いますので、それはもう積極的にや

っていただくということが必要なのだろうと思います。  

 １つだけ加えるとすれば、これも前に私指摘したことですけれども、やはり今回の震

災を見たときに、我々行政というものを考えたときには、職員の方、皆さんそうでしょ

うけれども、入庁１日目からの自分のやったことの法的根拠、その確認はとれというこ

とはもう口を酸っぱく、法治行政ですので、言われてくるわけです。特に震災のような

場合、とにかくやらなければならないことが多いと。我々から見ていましても、現場の

ほうではその法的根拠に確信を持てない、まさに今回の事案もそういうところもあった

のだろうと思うのです、どこまで町のほうにかかわるか。さっきの最終受領者の解釈も

そうですけれども、現実にはということはある程度あったとしても、どうしてもそこで

萎縮してしまうという面がありますので、会計のほうも、これはこの問題ですので大事

ですけれども、前にも指摘しましたように、県として県の職員のみならず、市町村もす

ごく多いのだろうと思うのです、前にもお話ししましたように法務的な情報提供である

とかサポートですね。そういった法務面での現実に行政が効率的に動く仕組みもあわせ

て考えていただければいいのかなという感想は持っております。  

 前回の報告書自体は、何ら問題はないだろうと思います。  

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 ありがとうございます。  

 

（田村氏）  

 不安感に応えていただきたいということですよね、現場の。  

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 山口先生、制度的なところで何かご所見があったような。  

 

（山口氏）  

 お配りしたものもあるので、ちょっとそれを見ながらということでお願いしたいと思

うのですけれども、個別にメモを書いているのですけれども、それをそのままお話しす
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るようなことは避けようかなというふうに思ってございます。  

 それで、報告書を改めて見ていますと、今般私がメモで書いたようなことは結構書か

れているのですよね。にもかかわらず、なぜ今まで引きずっているのかなということを

考えてみますと、結構この報告書、基本的にはあの状況の中ではやむを得なかったのだ

ねというようなことを言っていて、でもここが足りないからもう少し直していこう

ね、そういった書き方になっているかと思うのです。それが人によっては行政の対応を

肯定的に捉え過ぎていて、反省がないのではないのかというようなことで、議会等中心

にその後問題に発展していったのではないのか、そんなふうに感じました。  

 要は書きぶりの問題であって、基本的には公金が無駄になった部分があったので、そ

れを真摯に反省しますと、それでその反省を生かして今後どうやっていきますというよ

うな書きぶり、内容はそういうふうに書いてあるのですけれども、その書きぶりがちょ

っとニュアンスが違うので、そうでなければよかったのかなというところがこの報告書

を今読んでの感想というふうになっていきます。  

 それで、ちょっと何点かだけなのですけれども、これは前回メモでもお示ししました

ので、それ以外のところなのですけれども、総論のところの２番目の項目で県と町との

関係というようなことも書いているのですけれども、不正を許さないというか、そうい

う立場で考えていくと、どんどんチェックポイントがふえていくというか、詳細化して

いくというか、そんなことがあろうかと思うので、今聞いた中でも案件によっては中間

検査２回やるだとかというふうになってきて、これはおかしいなというようなところに

ついてやる分にはこれいいことなのですけれども、一応２回と書いてあるからやったほ

うが安全なのだねというふうになっていきますと、やられる側にしてみればかなりうっ

とうしい話にもなってきますので、そこでバランスですよね。やるべきことはしっかり

やる、でもやらなくていいところは、これは市町村に任せる、その線引きがすごく大事

になってくるのではないのかなと。その線引きの基準をどうするのだということで、こ

れ詳細にやっていくと文理解釈に陥ってしまって、なぜこういうことをやっているのだ

というところが何か飛んでいってしまう。こうなってしまったら困るなというふうに思

ったのが１点目です。これが補完事務だとかというようなところにも関係していくのか

なと思います。  

 それから、私のメモの２ページの一番下のところなのですけれども、県の姿勢という
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ようなことを書いておりまして、これは冒頭言ったところでもあるのですけれども、山

田町の町民は県民なのだから、それに対しては直接県が向き合う必要があるよというよ

うなところが１点目。何か間に町があるから、町民も間接的だのだというふうになって

しまってはいけないというところで、それをしっかり肝に銘じてほしいなというふうに

思ったところです。  

 それから、次のページの今後の対応というようなところですけれども、これは前の報

告書の書き方にも関連しているのですけれども、仕方がなかったではなくて、今後こう

いったことはないようにするというような決意といったものが重要なのではないのか

といったところです。  

 あと、これは県と町というか、市町村の関係なのですけれども、県は補完行政という

立場で、それはそれでいいのだと思っております。とすると、補完を求める必要がない

ような強い市に対しては余りかかわらなくてもいいし、むしろ力がないのでかかわって

ほしいといったところに対しては積極的にかかわったほうがいいのではないのか。特に

一般論以外にも大震災というようなことがありますので、そういった弱っている町、村

に対しては積極的にかかわるべきなのではないのかなといったところで、そういった考

え方を形にするというようなことも大事だと思いますので、お金の問題は終局の受領者

がどうのこうのというところもあるのですが、そういったものを含んだもう少し大きな

枠組みで、県と市町村と県民、市町村民との関係といったものを何らかのルールとして

定めることも必要なのではないのかと。きっかけはお金の問題ですけれども、お金だけ

ではなくて、もう少し大きな枠組みの中で県、市町村、県民の関係を定めるような条例

といったものもあっていいのではないのかなといったことを思ったところです。  

 以上になります。  

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 ありがとうございます。今新たな枠組みといいますか、確認し合うことが大事という

のを基本に、行政と県民も含めた上での補助金、公金の流れ方ということですか、正常

な流れ方であり、使い方であり、参画、協力の仕方であり、指導監督、管理の仕方等々

含めたような幅広いご指摘をベースにした新たな制度化の必要性もご指摘いただいた

ところです。補助金交付条例などという議論も庁内にはかつてはあったりもしておりま
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すので、その辺のところは今後も検討していきたいと思います。  

 今後のあり方としてはいかがでしょうか。それでは、議論的にはこのようなご指摘を

いただいたということで、一旦この議題については終わりとさせていただきたいと思い

ます。  

 ちょっとこれからまとめ等を含めての総括的な議論に入りたいと思いますので、その

間ちょっと 10分ほど休憩時間を、内田先生の関係もございますので、いただきたいと思

います。短時間にフル回転していただきまして本当にお疲れだと思いますので、40分あ

たりに再開ということで、ちょっと休憩させていただきたいと思います。  

 

 （休憩）  

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

それではこれまで 2 回そして本日の前半までの議論を踏まえまして、先生方それぞれの事

案に関する総括的なご意見ご指摘を頂きたいと思います。  

お一人 10 分程度でお話いただければと思いますがよろしゅうございますでしょうか。  

それでは田村先生から。 

 

（田村氏） 

 私は途中で色々お話してますので 10 分ももちろんいらないとは思いますけれども、  

1 回目の会議でしたでしょうか、お話しましたように、こういった委員会を考えたときにで

すね、過去の問題点を指摘するって言うのはもちろんその通りなんですが、将来二度と同じ

事故を起こさないということが大事ですので、まあ過去の報告書もそうですし、今回先生方

から色々ご指摘のあった点、これを現実に組織の中で制度として生かして、事故を防ぐよう

な方向に持って行って頂ければなと。 

 根幹にあるのはやっぱりあの県と市町村との関係ということでしょうけれども、これは何

度もお話してきましたようにあの、県と市町村対等協力の普通地方公共団体同士というのは

その通りですが、現実には、人的な面それから財政的な面、組織の面で、県と匹敵するよう

な例えば仙台市のような政令市のような所もあれば、しかし一方で非常に力が十分では無い

という所もあります、その十分ではない所に対等協力なんだからただ形式的に同じなんだか
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ら後は頑張ってやってくださいってことではちょっとやっぱり足りないんだろうと思います。 

 あとはさっき山口先生からご指摘があったように、具体的な問題ごとに法的な根拠をもっ

てどの程度どういう関わり方をしていくか、十分今後も検討されていって欲しいなとそうい

うことでございます。 

 私のほうからは以上でございます。 

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 あの一点ちょっと確認したいといいますか、思いついたことがございまして。  

 先ほど来、法務、法務能力の問題として、県と市町村の関係、それぞれ現場の問題もあり

ますし、言わば統一的ないわゆる要綱、法令行政、法治行政に関わる問題です、その辺りの

サポートの仕方と言いますか、県自らの能力高める努力も必要なんですが、市町村とのサポ

ートの関係について何かご意見等ございましたら。 

 

（田村氏） 

 逆の表現になろうかとは思うんですが、何もこれ岩手県だけじゃないんですけれども、例

えば国の大きな法律改正等があった時に関連条例等の整備がございます。特に法務的な部分

が弱い市町村にとってみますと、かつてですと県の市町村課がそうだったと思うんですけど

も、各所管課以外に法務面での情報提供求めていったときに、分権の時代で対等協力なんだ

からそれは市町村の問題だから頑張って下さいって言われてなんとも困ったって言ったよう

な話は、他県も含めて色んな小さな市町村からお聞きしたことはあるんですね。  

 そういったように何処が窓口になるかは別として、さっき山口先生からあったように、こ

っちから積極的に出なきゃない事案もあると思うんです、今回なんかがそういう事案なんだ

ろうと思うんです。 

 それ以外にもやはり市町村のほうからそういった法務面での情報提供等がほしいというよ

うな場合、そういった窓口であるとか、対応する部署っていったものをやはり県の組織の中

で考えていくということも大事なんじゃないかなという気はしております。  

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 ありがとうございます。 
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 それでは山内先生、お願いしたいと思います。  

 

（山内氏） 

 じゃあ一応あの感想じゃないですけどそれも含めましてですね。  

 まずやっぱり今回一番残念だと思いましたのが、税金をどう使うかどう執行するかという

ことで、それぞれといいますか、町であれば、間接補助事業者ですか、それで県は補助事業

者としてやっぱりそれぞれの責務がありますし、しっかり仕事をしなければいけないと。 

 その中でやっぱり、なんて言うんですかね今色々先生方がお話されてますけども、やっぱ

り現場ですね、市町村がまずしっかりしないと、どうしようもないんじゃないか。  

 県の方でも本件については段階段階で指導してるように見えましたけども、やはり一番は

現場ということです。それでこれが現場と言いますと町といわゆる団体の方では契約を結ん

で、契約を締結して委託事業を実施してくるということですけれども。契約の内容、要はな

んかあった場合といいますか不都合というか、交付決定の内容に違反等した場合はその、Ｎ

ＰＯさんの方が返還しなければいけないのですよね。 

 それでＮＰＯが返還できなければ町の方が県にというふうになって、実際にそういうふう

にしているわけですけども。まず、そのこと自体をＮＰＯの方で認識していたのかどうか、い

わゆる契約を結ぶ際にその辺の説明なり何なりをしっかりしてたのかというところがすごく

疑問に思いました。ですからやっぱり対等で契約を結ぶんだけども、その辺については何て

いうんですか、しっかり指導していかないといけないのかなというような感じでございます。 

 あとまあこれシステムといいますか、あの要綱要領を県の方で作って制度設計自体はしっ

かりしてると思うんですね。 

 あとはやっぱりそういう中でポイントポイントでよく見てあげるって言うことですけど

も、その辺はやっぱり県の完了検査といいますか、完了報告の審査をしっかりやらないとそ

の次に国のほうに報告する際にだめなものになっちゃうというようなところで、23 年度の完

了検査を徹底的に、後で調査したようなレベルでもってやらないといけなかったのではない

か、というような感じがいたします。 

 あと報告書の妥当性と言いますか、その辺についてなんですけども、やっぱり今回も色々

議論されたようですけども、報告書の質としてはまあまあじゃないのかなというふうに個人

的には感じております。どちらも同じ水準なのかなというような感じでございます。それで
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やはり最後の締めも通常の処理という表現ですか、その辺が通常の処理と通常以上の処理と

いうように分けてやっていますけども、それでもって通常の処理としては適切であったとい

うような結びになってございますけども、その辺がやはり議会の方から非常に、何ていうん

ですか違和感を持たれてこのような事になっているのかなとも感じました。 

 私の方からは以上でございます。 

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 ありがとうございます。 

 もうちょっと、今のお話の中でお伺いしたいんですが。  

 特に先生のお立場もあるのですが、そのいわゆる御蔵の湯の処理のあり方についてで、第

2 回目の時から今日もちょっと引きずって議論があったんですが。  

 御蔵の湯のいわゆるリースの関係取扱いですね、そこら辺についてちょっとお立場も踏ま

えたご指摘があれば。 

 

（山内氏） 

 一応ですね、あの、まあ本件についてはリースであればいいというふうになっているわけ

でございますよね。それで今、震災復興ということで色んな仮設の住宅とかですね、店舗そ

ういうものはみんなリースで対応しているというふうに聞いてまして、というところから見

れば、規模は大きかったんでしょうけども、また予算取りが一千万から始まって非常に増加

はしましたけども、それを持って一概に、何て言うんですか、対象外だという話にはならな

いんじゃないかと思います。リースならリースでいいんじゃないか、良かったんじゃないで

すかって言う感じです。 

 ただ、やっぱり、リースの実態が無い、無かったんですよね、結局。やはりそこまで調べ

る必要があったんじゃないか。その時点はどこかって言えばやっぱり、あの完了検査の時に

なろうかとは思いますけども。 

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 24 年度、ですか、23 年度ですね。 
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（山内氏） 

 23 年度です。そんな感じです。 

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 ありがとうございます。 

 それでは次、竹中先生のほうから。 

 

（竹中氏） 

 昨年度の所見でも申し上げているので、あまり付け加えるところは無いんですけれども。  

 やっぱり本件はその病理現象が起きてしまった事件なので、ここでも気付けたのではない

か、あそこでも気付けたもではないかということは、後から見ればたくさん指摘できて、そ

うすれば多分こんなことは、起きたかもしれないけども被害を最小限に食い止めるってこと

は出来たはずです。 

 それを後から言うのは簡単なんですけども、多分当時の現場でそれをやれと言っても難し

かったっていうのも事実なんだろうと思うので、今後に向けて、誰かが気付いたときに相談

しやすい体制をどのように作っていくかっていう事が大切なんだろうと思います。 

 今回少なくとも御蔵の湯が建ったときに、県の中で、多分あれっと思っていたことが資料

から見ると明らかなので、その時点でおいおいこれどうしようかねって横で相談でき、上と

相談できって事が当時からできていれば、まあ少なくとも 24 年度の交付はしなくても済ん

だのじゃないかと思います。 

 ただ、それを震災のあの中でやれというのも酷な気もします。今回、そのＮＰＯ法人が酷

い法人だったというのは出口で気付いた話で入り口では気付けなくて、全ての事業において

ここは大丈夫かなあそこは大丈夫かなってやるのも現実的ではなくて、そこのさじ加減も本

当に凄い大変なことなので、どうしろっていうのは中々難しくて、私もなんとも言えないの

が正直なところです。 

 報告書について申し上げますと、総括の仕方として通常の処理としては適切であったと書

くとやっぱり書きぶりが責任逃れみたいに見えてしまうのだと思うのです。ただこれは「通

常の処理としては」っていう括りが多分正しくなかったのだと思っていて、病理現象が無い

事業であれば多分これでよかったんですが、病理現象が起きていたのにそれを見逃したとこ
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ろに問題があって、見逃したのはその現場が震災で大変な中、本当は横に相談して上に相談

すればよかったところを、相談し切れなかったところが問題だと思うので、そこを今後は一

個一個つぶして行くしかない。つぶしていく決定的な方法は無いので、何か起きた時に対応

できるように風通しを良くしていくって事をやらざるを得ないんだろうなっていう感想です。 

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 ありがとうございます。 

 まさにその有事の、緊急事態の中での対応ということがどうしても頭にありますので、対

比的に前も報告書では作ったんだと思いますが、もちろんその、どんな場合であっても、県

としての指導･監督の立場として、先ほど自治法上の議論等がありましたように、包括的には

当然ありますし、その意味で県も何も言わなかったわけじゃなくて、市町村の立場を重視し

た管理の形が基本だったというところに、今回の誘致の事態の対応の甘さが露呈したという

ようなご指摘だったと思います。 

 それで竹中先生からやはり法務的な問題で色々ご議論いただいておりましたので、御蔵の

湯の関係で山口先生からひとつの所見を頂いてるのですが、竹中先生のほうで御蔵の湯かな

りターニングポイントにされて議論を展開して頂いたので、御蔵の湯の対応について特に何

か補足して今回ご意見いただくことありましたらお願いしたいと思います。  

 

（竹中氏） 

 事後的に見ると御蔵の湯っていうのはターニングポイントだったんだと思います。ただそ

の当時に、自分がその場でその立場にあった時にできたかとなるとかなり自信が無くなる話

です。性格的に、どんどんおいこれどうなんだって言って同僚なり上司なりに相談できる方

ならできたのかもしれないけども、そうでない人だと難しかろうというところもあって。 

 そういう意味では御蔵の湯がターニングポイントだとも言い切れなくて、少なくとも御蔵

の湯は気付けた契機の最初の早い段階なのだろうとは思っていますけど、それよりもやっぱ

り多分その後の変更契約の額がどんどん上がっていく、少なくとも完了確認の時点くらいが

ほんとの意味でのターニングポイントで、要は一人じゃなくて数名で見られた時点ていう事

なのかなと思っています。その時点であればそれなりに相談してどのような対応しようかっ

ていう対処が出来たのだと思うので、むしろそっちかなと思っています。 
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 ただ、御蔵の湯の報告書が出てきた段階で、リース契約が何千万ってなった時に、この金

額のリースってどうなのって気付ける人が見てれば気付けたのだろうという問題もあるとは

思っています。それこそダブルチェック、トリプルチェックの体制をとっておくことが大事

なのかなとは思います。 

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 ありがとうございます。 

 それでは、山口先生のほうからお願いしてもよろしいでしょうか。  

 

（山口氏） 

 さっきの話となるべくかぶらないようにお話したいと思っています。 

 報告書はさっき言ったようなところで、書いてあることはいい事言っているんだけども、前

の言い訳になっているところがありまして、それで印象が悪かったのではないのか。竹中先

生と同じような感じなのかなというふうに思って聞いていました。 

 それでちょっとメモの中で、先ほど言わなかったことで、少しだけ付け加えたいというふ

うにも思っているのですが、１ページの総論の最後のところですが、ここは国と県の関係な

んですが。まずは、県の交付要領は県が作ったものでありますので、ちょっと合わないなっ

ていうふうに考えれば、変えればいいじゃないかと思ったのが一点目です。 

 それは実質的なものであって、その上のところに国の実施要領がありますので、これは前

回言ったように、改正を働きかけるべきだったんではないのか。その後県のＷＥＢサイト見

ましたら、すごくたくさん国への要望を出しているのです。なんでこの中に入ってないのっ

て思ったのが、今思うところです。 

 それから２ページの４のところなのですけども、オールブリッジとか書いてあるところな

んですが、ここは県の内部の関係っていうようなところで整理できるんではないかというふ

うに思っています。予算のところについては、とりあえず 23 年度交付決定しちゃったんだ

けども出せなのであれば、繰越明許だとか事後繰越とかいうものもあるので、やればよかっ

たのではないか。これは大震災がありましたので、他の事業でこういったものがたくさんあ

るのではないか。だから議会のチェックとしてみるとそれほど問題があるわけではなくて、し

ょうがないということですんなり通ったのではないのかというふうには思ったところです。  
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 それに関連して 24 年度の方も 23 年度が決着していないのだから 24 年度はまだ交付決定

しないと。基金からの支出になるわけでありますので、さほど予算的な単年度主義は緩んで

いるところでもありますので、少したってから支給をするというふうに決定をすればいいん

ではないか、といったところも考えられると思いました。  

 それから、それに関連するのか、その総括の２つ目の丸印の県の本庁と書いてありますけ

ども、こちらの方も県の本庁とそれから現場の関係が、コミュニケーションの問題だと思い

ますが、ちょっと意思疎通が不十分だったようにも思われました。また、地方自治法の解釈

って言うふうになるのであれば、県の法務主管もちょっと検討したんだということは、今、今

日お聞きしましたけれども、その辺もうちょっと詰めてもよかったんじゃないのかなという

ようなところ。さらにいえば、地方自治法の解釈、国に聞いたんだっていうこともありまし

たけれども、これは地方自治法の中では技術的な助言を求めることが出来ると書いてありま

すので、文書で求めて回答をもらえばよかったのではないのかというようなところもあるよ

うに思いました。 

 その次、３ページの今後の対応なのですけれども、今言った、ここはどっちかっていうと

県と市町村の関係についてのところなのですけれども、先ほど言った様な形で条例化という

のもあるのかなというふうに思います。ちょっとその視点が補助金の使い方をどうするって

いうことだけでは狭いので、それをきっかけとして県と市町村の関係を総合的に規律するも

のの方がいいのではないかというのが一点目であります。さらに言えば、抜けているところ

を言っていくと、国・県と、県内部と、県・市町村の関係を３つにすると、４つ目が県と県

民との関係ではあるのですが、そこまで広げるとちょっと広くなりすぎると思っているとこ

ろ。参考にできるのかなと思って、自治基本条例を神奈川県が作っていますので、都道府県

では一つだけなのですけれども、そこで県と市町村の関係も書いてあるところがあるんです

が、参考になるかなと思ってちょっと見たのですけども、神奈川県の場合は人口 800 万人い

て、600 万人は指定都市の住民ですので、どっちかっていうとそういう県の条例ですから、な

るべく県は市町村の自主性を尊重しようよって言う書き方になっているので、そうすると岩

手県には当てはまらないなというふうに思いますので、環境違うので岩手県の場合であれば

もっと、少し補完のほうに重点を置くような規定ぶりのほうがいいんではないのかというふ

うに思ったところでもありました。 

 その辺が、今後っていうようなところなのですけども、もう一つ、今回の特徴はやはり大
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震災になりますので、そういった規定をいくら作っていたとしてもそれだけでうまく対応で

きるのかというとやっぱり出来ないと思うのです。今色々な事を想定したとしても多分想定

外は起こるし、その網をくぐって悪いことをしようと思うような人間もでてくるのではない

かと思いますので、全部つぶすことは出来ないというふうに思っているところです。  

 そうしますと、想定外のことが起こるということを前提として、どうするのかっていうふ

うに考えますと、今ある規定の中でどうやっていこうかだけではなくて、場合によっては、こ

れは昔作った要綱でリーマンショックの後の要綱なのだからそれは柔軟に解釈して今の場合

にはこれもいいのではないかというようなことでやっていく。これは、態度とか意識の問題

でありますので、どうしようっていう意識論の問題で、検証にはどうなのかといったふうに

なってしまうのかもしれませんが、その心構えってやっぱり大事だというふうには思ってい

ますので、いくら制度を作ったとしてもどう考えても不十分なことは起こるのではないかと

いうところであります。 

 まったくおまけで、御蔵の湯のことなのですけれども、県の対応というよりも、県の会議

で町のことを言ってもしょうがないとは思うのですけども、あんな立派なものを作るよりは

もっとたくさん作れというふうに私は考えていけばよかったと思うのです。その方が多分雇

用対策になったと思うし、町民の人たちもお風呂たくさん出来て喜んだと思うし、そうであ

れば町が、本当は町が気付くべきなのだけども気付かないのであれば、県としてそうやった

らどうなのってことをアドバイスできたんじゃないのか、そんなことを思った次第でござい

ます。 

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 ありがとうございます。 

 制度化のことで一点ちょっと確認したいんですが。 

 今まさに地方分権、制限的関係でずっと自治体の関係性が整理されているのですが、その

中でやはり補完の重要性についてご指摘をいただいています。 

 そこら辺をそのいわば条例化、いわゆる法令化するってなるとかなり逆行するといいます

か、一見そうなってくるのでそこは慎重な関係性の整理をしていかないとまずいと思ってい

まして、そうなるともしやるという場合ですが、そういう場合に市町村の相当の主体性・自

主性を打ち出す必要が出てくるのかなとは思うんですが、その辺、ちょっとマニアックかも
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しれませんが、もし制度化するとした場合のその関係性について、どの様な整理の仕方がい

いのか、ご意見があればお願いしたいんですが。 

 

（山口氏） 

 状況から見ると日本の人口は減るっていうふうには思っていますので、そうすると市町村

の人口も減ってくる、県も減るっていうふうに思っております。県が多少人口減ってもやっ

ていけなくなるかっていうとそうではないのですが、町村についてはやっていけなくなると

ころが出てくるというふうには思っているのです。県が認定して、お前のところはもう出来

ないだろう、だからこれやってやるぞっていうのではちょっとどうかなっていうふうには思

うんですけども。 

 これ、あの町村が主体になって、ちょっとこれ無理ですよというふうに言ってきたときに

は、これは権限は町なんだからやれよっていうのではなくて、じゃあそれをどうやってしま

しょうかっていうやり方、最後、共同事務のところに書いてありますけども、地方税の滞納

だとか結構問題になっていて、それについて共同で税を徴収するって仕組みは結構あるので

すよね。 

 ちょっと見たところ岩手県さんでは条例ではないのですけども、それは対応なさっている

と思いますし、別のところでは、一部事務組合だとかその他の方策を考えてやっていますん

で、やり方は結構増えてきている。 

 更に言えば地方分権もあるのですけども、今どっちかっていえばゆり戻しみたいなことに

なっていて、事務の広域連携とは違うのかな、いずれにしてもその単独の市町村の合併はひ

とまず置いておいて、その他、水平的な連携とか垂直的な連携とか、これあの都道府県の補

完に関わってくるわけなのですけども、そういった動きは総務省でもあるわけでありますの

で、むしろ乗れるのではないのか、国の政策に逆らって何かやるということよりも、国の政

策にうまく乗って市町村も主体的にやっていけばいいのではないのかと思いますので、政治

環境見てもむしろやりやすい、先進的だっていうふうに国からも言ってもらえるような取り

組みが出来るのではないのかと思っています。 

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 ありがとうございました。 
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（内田氏） 

 内田でございます。本日は私の不手際で大幅に遅れて、大変申し訳ありませんでした。ま

た、総括にあたって、全般の他の委員の御発言を共有しないまま、発言することになって、こ

れもお詫び申し上げます。 

 まず、今回のこの有識者会議自体の目的は、県の検証委員会の報告書についての妥当性を

３つのうちの区分から検証するということだったと思います。 

 結論から申し上げますけども、この３つの部分、いずれについても、私は「法的な意味で

の県の責任は認められない」という結論を持っております。もっとも、これは、たかだか３

回の会議と、その間のいろんな資料は頂いて、それは極力、精査するような形で臨みました

けども、情報はそこしかありませんので、限られた情報の中での私としての結論ということ

になります。 

 私ら法律実務家というのは、具体的な制度に当てはめた事案を通してしか制度を見るとい

う訓練しか受けていないというか、そういう習性がございますので、しかも、何かトラブル

が起きたときに、事後的に検証するというような形で事案に関わることが多いものですか

ら、そういう意味でのバイアスは若干どうしてもかかってしまうのかなということを割り引

いて、お聞きいただきたいのですけれども、そうは言っても、結論として、法的責任はない

だろうというふうに思ったのは、法的責任を根拠付けるようなものがあれば、それは積極的

に認定できる場合でなくてはならないだろうという、そういったリアリズム的な考えに基づ

いております。ないものというか、積極的に認められないものは、ないものとして考えるし

かないという立場でございます。 

 その上で、県の検証委員会の報告書を最初に拝見したとき、これまでも申し上げています

けれども、一番やっぱり違和感を感じたのは、「通常の処理としては」というところの切り口

について、違和感を感じました。この場合、通常か、通常でないかというのは、未曾有の大

震災によって、沿岸自治体、ここでいえば、山田町の行政能力が極めて低下している状態、そ

れが、「異常事態」というか、通常でない状態なんだと思いますが。この用語から、そこで思

い浮かぶことは、「だから、県が後見的にせよ、もっと踏み込むべきであった」という、そう

いう命題が引き出せるのと同時に、他方では、「そういう行政機能が非常に低下しているとこ

ろだから、ある程度のことは、よっぽど外れでもしない限りは、大目に見なくちゃいけない
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ね」という命題も、引き出し得るんだと思うので。本件の実態は、たぶん、そういうことで

はなくて、前から申し上げているように、そのネガティブ情報、この場合でいえば、「補助対

象外ではないかと思わせるような情報に接したときに、どこまで通常はやらないようなこと

をやらなくちゃいけなかったか」というそういう視点で、見るべきではなかったか、という

ふうに、ずっと一貫して、私は思っております。 

 ただ、それも、あがってきたいろんな資料を拝見する限りは、やっぱりちょっと無理だっ

たのかなと。ただ、いくつかあるうちの、一番、私がターニングポイントになったんじゃな

いかというふうに申し上げているのは、御蔵の湯。とりわけ、完了検査が、私は、まさにポ

イントだったのではないかと思うのです。 

 気になるのは、現場といっても、宮古センターと宮古センターを所轄する沿岸の振興局と

いうのがあるのでしょうか。そこが、本件事業の決裁権は、基本的には、その局なのだと思

うのですが、その局とセンターとの間の情報共有も十分でなかったのかなと、宮古センター

の担当職員は、かなり建設が進んでいる時期から、これは、補助対象外ではないかという疑

念は持っていて、わざわざ写真も撮ってというようなことだったと思いますが。局の方は、そ

もそもこの事業においては、御蔵の湯というものが造られているということも、その決裁権

者のレベルにおいては、当時は、あまり認識してはいなかったということが、この頂いた資

料の中から、県議会での委員会でのヒアリングのときの資料として出ておりまして。だか

ら、この辺は、ネガティブ情報出てきたときに、どういうふうな共有をするのかというのを

あらかじめ、おそらく、そのネガティブ情報もいくつか種類と程度みたいなものの分類は可

能だと思うので、そういったものを用意しておく必要もあるのではないのかなというふうに

感じました。 

 あと、これは、もしかしたら、これまでの検証委員会あるいは他のみなさんの考え方と私、ち

ょっとズレてるのかもしれませんが、気になるのは、本件では、会計検査院の検査も入った

結果、「いわゆるリースの実態がないというところで、いわば、補助対象外となったのであっ

て、建設事業に当たるんだという認定がされたわけではない」というお考えがおありで、も

しかしたら、これは、真実のリースの実態があれば、補助事業対象として、別に問題なかっ

たのだという結論を裏に秘めているような気がするのですけども、私はこれは、真実のリー

ス契約が仮にあったとしても、補助対象外になる可能性はかなり高い事案だったのではない

かと思っております。 
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 もっと言えば、センターの担当職員が、疑問に思ったことをもっと突き詰めていった場合

に、こういうのというのは、リースが含まれているようだけども、本当にこれってリース組

めるようなものなのか、ちょっとあまりに合理性を欠くんじゃないかといった目で、おそら

く踏み込んでいれば、リースの実態がないことにも到達し得た可能性というのは、私はある

んじゃないかと思っていまして、ただ、この辺は、紛争を、常に後から検証するというよう

なことをやっている法律実務家的な発想なのかもしれませんけども。そこは、非常に残念だ

ったと同時に、リース契約の実態のなさと、本件においては、リースそのものが、合理的で

ないこととの間というのは、かなり密着している事案だったのではないかというふうに思っ

ております。 

 あと、そのもう１つ。いろんな資料を読んでいく中で気になった点は、事業自体は町の事

業で、県のチェックとしては、いわば制度としてのチェックだから、ということで、それは

制度の一般的な要件にあてはまる限りにおいては、それ以上チェックする必要はないし、そ

れは当然、許可というか、通すべきものなのだという考えが当然あって、それは、私、始ま

る前の時点では、それはそうなのかなと思うのですが、事業始まった後については、聞く方

は事業始まる前から自分たちがやろうと思っている事業を制度に当てはめたときの具体的な

ものについて、要件を満たすかどうかということを、当然、聞きたがるんだと思うのです。そ

れに対して、事業始まってもいないのに、そんな、県が具体的なことについて答えられるの

かと、「制度一般的な要件についてはお答えできるけども、それを当てはめた場合の実際、ど

うなるかというのは、それは、町で考えてください」というのが、県の考え方と思うんです

けども、これが、ずっと最後まで、この関係が続いているような気がして、町の方はだから、こ

ちらでは具体的な御蔵の湯というものを想定しながら、県の方にも協議を続けてきたから、こ

れは、いわば、県と町と一体との事業であって、そういう意味での責任は、町にだけあって、県

にはないというものではないみたいな言い方が出てくるんですね。 

 確かに、事前協議されたときに、どこまで具体的なものについて想定した上で県が回答す

るのかというのは難しいと思うのですけども、実際に事業が始まった後も、制度の一般的な

ことを前提としているので、御蔵の湯という具体的にあるものについて、要件を満たすかど

うかということまで踏み込んで回答しているわけではないというのが、ネガティブ情報が回

ってきたあとだと、本当にそう言っていいのかなという疑問はちょっと持ちました。 

 だから、もし、改善といっても、他にいろいろやらなければいけないことがあって、これ
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は、行政というのは言ってみれば、最大多数の最大幸福を目指すところだから、個別個別に

という司法の役割とは自ら違ったものがありますので。そこは限界があるなというのは、私

もわかって申し上げているつもりではあるのですけども。 

 県と町との責任の捉え方について、若干割れている原因の１つに、県の方はあくまで制度

の一般的な要件ということで見ているのに対して、町の方は、具体的な、そのリースを組ん

だときの御蔵の湯といったものを想定して、それが要件を満たすのかどうかということでの

意識付けをもって県に聞くと、県は一般的な制度論から述べるから、別に御蔵の湯が要件に

当てはまるという指導をしたわけではないと。それはそうだと思うのですけども、そこは、問

題が若干出てきたときに、本当にその図式だけでいいのかなと。 

 ここら辺は何か問題が出てきたときに、この 23年度ではなくて、その後に、法曹資格持っ

ている県の職員、前の検証委員会のときも入っていたと思うのですけども、そういった人の

使い方、私もたまたま日弁連で、そういう自治体になるべく法曹資格を持っている人を送り

出そうという、そこの活動にも携わってきていましたが、そういった人の使い方もあるので

はないかなと、これは感想的なものになりますけども、それが改善に向けて感じたことです。 

 ちょっと長くなりましたが、以上です。 

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 まさに１回目から本日までの件を通しての総括をしていただきましてありがとうご

ざいました。  

 一応５人の先生方それぞれの総括的所感、ご意見をいただいたところですが、この５

人様のそれぞれのご意見につきまして先生方相互で何かご議論するものがあれば、何か

所感としてさらにつけ加えたいことございましたら、お願いしたいのでございますが。 

 

（岩渕商工企画室管理課長）  

 ちょっと最初に私のほうから、今の内田先生のご発言の中で私の説明が足りなかった

部分がありましたので、ちょっと補足して説明させていただきたいと思います。  

 今回の事案につきまして平成 23年度の事業でございます。24年度も継続になってござ

います。それで 24年の 11月、12月に事業費を使い切って事業が行き詰まったということ

が発覚いたしまして、県と市町村でみずから再調査という形で一回入って、その時点で
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リースの実態がないということを確認して、補助対象外ということにして山田町から補

助対象外とした分の返還を受けておりました。ですから、御蔵の湯の関係につきまして

は、会計検査の基本的に対象にはなっていないとことになります。ですから御蔵の湯が

リースかどうかというあたりは県と山田町の中でリースの実態がないという形を確認

したという形になっているということが１点でございます。  

 それから県の組織体制でございます。前回お送りいたしました県議会の参考人質疑の

ときの県の職員ですけれども、宮古地域センターの副局長は、沿岸広域振興局の副局長

です。この副局長は、宮古地域振興センターのほうに常駐しておりますので、実際は、宮

古センターと本局の連携というよりは、先生のお言葉をそのまま使えば同じ宮古センタ

ー内での連携の話のようになるのかなというふうに感じてお聞きしたということです。 

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 先生方、いかがでしょうか。それぞれ５人の先生方の総括を一旦事務局では引き取っ

たという形で整理させていただいてよろしいでしょうか。  

 

（田村氏）  

 この後、整理していただくに当たって、最後のご意見を聞いてもそうですけれども、例

えば大部分のものはリース契約であったという見方もあるでしょうし、それは当然でし

ょうし、それからもう一つは仮設住宅のような場合であれば量が多いですから、何とな

くリース契約というのはしっくりくるのですが、一方で実体が御蔵の湯についてはなか

ったと、そもそもリース契約というものになじむのかどうかどうかといったようなご意

見もあったようですし、あとはこの時点で気づけたのかという切り口も随分先生方によ

って違うようですので、まとめるに当たっては何か一本化するということではなく

て、今後の県の組織のあり方であるとか対応を考える上でも、多様な意見を生かすよう

な、両論併記と言うと変な言い方にはなりますけれども、出された貴重な意見について

は生かしていただくような、何か結論、もうこういう結論だったということではなく

て、そういった多様な意見が反映されたような扱いにしていただければというふうには

思っています。  
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（菊池商工労働観光部副部長）  

 ありがとうございます。まとめ方についての議論に入ってまいりましたが、田村先生

から今いただいたそれぞれの独立した先生方のご所見を最大限生かして、事務局として

それをどうまとめるかはちょっとご相談しながら進めさせていただきますが、基本的に

はこうあるべしと、かくあるべしというお話をいただきました。ほかにご意見はござい

ませんでしょうか。  

 それでは、田村先生からいただいたご意見を基本にしまして、まずはさっきの報告書

の妥当性についての議論の整理、さらに本日の総括的なご意見でいただいたものをまさ

にまとめの部分でございますが、そういったものの議論の整理、そして加えて３回を通

じてさまざまなご意見いただいたところを何らかのカテゴライズをさせた上で整理さ

せていただいて、検証の有識者会議の議論のまとめ方といいますか、整理の仕方をさせ

ていただいて、事務局であとはどういうふうに、さらにまとめていくか、今後もやりと

りさせていただきながら各先生方とご相談させていただきながらやっていきたいと思

いますが、それでよろしゅうございますでしょうか。  

 

（山口氏）  

 そういった形で取りまとめがなされて、その報告書の取り扱いなのですけれども、議

会に対して報告するというのはあるのだろうなと思っているのですが、その他、例えば

インターネットで公表するだとかというのはどうなのですか。その辺の取り扱いを教え

ていただけたらと思うのですけれども。  

 

（岩渕商工企画室管理課長）  

 取りまとめ後の報告書につきましては、基本的には前回も同じでございますが、イン

ターネットで公表させていただければと思っております。あわせまして、きょうで３回

会議をやっておりますが、その会議録につきましてもよろしければ公開していきたいな

というふうには考えておりましたけれども、その辺ご了解いただければと思います。  

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 発言者のお名前とか、あるいは発言の中に出てくるいろいろな個人情報とか、あるい
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は出さないほうがいい情報とかというのもご相談した上で、そこは原則公開という形で

臨みたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。ありがとうございます。  

 

３  その他  

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 それでは、時間も大体この時間に、予定していた時間になってまいりましたが、全体

を通じて先生方何かございますでしょうか。よろしゅうございますか。  

 事務局から何か連絡はありますか。  

 

（岩渕商工企画室管理課長）  

 そうしましたら、今の協議を踏まえまして、最終的な報告書を、できるだけ早くたた

き台的なものをつくりまして、相談しながら最後まとめていきたいと思いますので、多

分時間がない中での作業になってしまいますので、何とぞご協力のほうをよろしくお願

いしたいと思います。  

 

４  閉  会  

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 第３回会議をこの時間ようやく終えるときが参りました。暮れのあたりから先生方に

はいろいろご相談しながら、今回年明け３回という、しかも非常にタイトなスケジュー

ルの中、いろんなご日程があったと思いますが、最大限調整いただきまして、本当に本

県のためにお力をいただきましてまことにありがとうございました。先生方からいただ

いたさまざまな指摘を余すところなく反映して、今後、まとめていきたいと思います。 

 先ほど言いましたように、これからまたタイトなスケジュールの中で、メール等でい

ろいろなご相談、ご確認等をさせていただくと思いますが、今後ともどうぞよろしくお

願いいたします。  

 本日は、そして今回は本当にありがとうございました。これをもちまして検証有識者

会議を閉じさせていただきます。どうもありがとうございます。  


