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１  開  会  

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 これより第２回目、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。どうぞよろしくお願いします。  

 先生方には本当にお忙しいところ、日程を調整していただきまして、また天気も非常

に不安定なところおいでいただきましてまことにありがとうございます。ここに改めて

深く感謝申し上げます。  

 

２  議  事  

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 それでは、検証のほうに入らせていただきます。  

 本日は、お手元の次第のとおりでございますが、「御蔵の湯」と、それから「平成 23年

度補助事業の完了確認及び平成 2 4年度補助事業計画の審査」を中心に先生方のご意

見、お考え等を伺ってまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。  

 検討の前に、先日の第１回会議におきまして、内田先生のほうから御蔵の湯につきま

して町と県の間でどういったやりとりがあったか、これをしっかりと把握する必要があ

るというご指摘がございました。そういったこともありまして、振り返りも含めなが

ら、あらかじめ事務局からそれらについてご説明させていただきますので、よろしくお

願いします。  

 

（岩渕商工企画室管理課長）  

 第１回目の会議の議事録を速報版という形にいたしまして、既に構成員の皆様に郵送

して、内容の確認等を行っているところであります。  

 第１回会議における主な発言といたしまして、「県と山田町との関係だけでなく、県

と県民との関係がどうなのかという視点も加味して検証してはどうか。」また、「今般

の事案については受託者であるＮＰＯ法人に問題があったと捉えるが、補助対象経費と

して認めたことについて、行政の問題として捉えるべきではないか。」、「補助対象外



- 2 - 

とわかった時点で県がどこまで対応すればよかったのかがポイントである。」といった

意見。また、「契約の段階で適正としていたものをどこで不当なものとして見抜かなけ

ればいけなかったのか。」、「疑義が生じた時点でその都度確認するということ。」、ま

た、「どの段階でチェックが可能であったのか。ある程度の段階でチェックをするとい

うことが必要だったのではないか。」といったご意見がありました。それから、「御蔵

の湯をリースとすることについて、経済性の観点から合理的なものなのかどうかという

チェックが必要だったのではないか。」などの意見があったところでございます。  

 また、冒頭説明がありましたとおり、御蔵の湯に関するご意見が多数あり、「岩手県

と山田町の間のやりとりの詳細も把握する必要がある。」とのご意見もございました。 

 そのため、本日、御蔵の湯に関する資料をまとめて、あらかじめ構成員の皆様の机上

に配付させていただいております。その資料の内容について初めに説明させていただき

ます。  

 恐縮ですが、お手元に配付した資料のうち、「山田町ＮＰＯ事案の再検証に関する有

識者会議（第２回会議）御蔵の湯関係資料」という綴りをお手元に出していただきたい

と存じます。まず、１頁をお開きいただきたいと思います。  

 平成 23年、2011年度でございますが、８月 31日付のメールの文章でございます。これ

が当時山田町から県の宮古地域振興センターの担当職員に送られてきたメールとなり

ます。  

 この内容、２頁をお開きいただきたいと思います。※印を付して線を引いております

けれども、山田町の担当者から県の担当者に、公衆浴場設備に係るリース金額が 1,000万

円となっている積算内訳がメールで送付されております。この辺がやりとりのスタート

になります。  

 ３頁でございます。県の担当者から山田町のほうに送付したメールの内容になってお

ります。この時点で、11月 15日に宮古地域振興センターの担当者が山田町役場前に大が

かりな施設が建設されている情報を得て、次のことを山田町に対して伝えています。  

 １つは、建設土木事業はこの事業では実施できないこと、それから 50万円以上の財産

取得はできないこと、この内容を県の担当者が山田町に伝えたのが 11月 15日になりま

す。この時点で、そういう建物が建っているという情報を県が得たという段階でござい

ます。  
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 ４頁は、ちょっと見にくいですが、そのときの写真でございます。  

 ５頁でございますが、同じ 11月に地元の新聞において、無料浴場が年内にも完成する

というような報道がなされております。  

 県からの確認を受けまして、山田町から県の担当者に対して、資料６頁でございます

が、 1 1月 3 0日になります。公衆浴場設備に係るリース金額が、当初８月の段階では

1,000万円でしたが、これが 1,600万円に増額されている旨の積算内訳、これ７頁になり

ます。数字が見にくくて恐縮ですが、 1,600万円になっているという内容の積算内訳が

県に対して送付されております。  

 ８頁でございます。これが平成 23年 12月 26日でございますが、御蔵の湯の開所式が開

催されております。その開所式に同席した県の宮古地域振興センターの担当者が山田町

の担当者から次の説明を受けているという中身の復命書になってございます。  

 その中身は、この御蔵の湯の設備関係はアイシン精機の支援を受けていること、地下

水をポンプでくみ上げて利用していること、光熱水費はアイシン精機の燃料で賄えるこ

と、それから名称を仮設浴場としているのはリースとしているためであること等が復命

されております。  

 ９頁でございます。山田町災害復興支援隊の概要ということで、この開所式の際の資

料だと思われますけれども、この事業を実施した NPO法人の事業の概要が記載されてお

ります。そこの下のほうに仮設浴場の概要ということで、約 2,000万円、ただいま申し

上げた内容が記載されております。  

 10頁が御蔵の湯の開所式の次第でございます。  

 11頁が平面図となります。開所式の際の資料でございます。これが 23年 12月 26日でご

ざいます。  

 その後、年が明けまして、 24年２月７日でございます。 12頁でございます。山田町の

担当者から県の担当者に公衆浴場設備に係るリース金額が、今度は 13頁でございます

が、3,900万円に増額され、また公衆浴場設備の材料費として新たに 2,200万円が計上さ

れた積算内訳のメールが送付されております。  

 済みません、公衆浴場設備のところにしか※印を付していませんが、その下のほうに

黒で囲んである部分の材料費、これが浴場設備に必要となる金額だという旨の連絡を受

けております。  
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 14頁でございます。御蔵の湯には直接関係がないのですが、３月 16日に県の担当が NP

O法人大雪りばぁねっとのほうに出向きまして、会計書類の整備等について個別に指導

を行ったときの資料でございます。詳細が 15頁にございます。  

 会計等の書類の整備状況ということで、そういう書類の整備ができておらず確認する

ことが非常に難しい、不可能であるというような記載がございます。かなりこのあたり

で、この NPO法人の会計処理がずさんだという認識を持って、年度末に完了確認等を行

う必要がございますので、その準備という形で県の担当者が NPO法人に出向いて行って

おります。  

 なお、ＮＰＯ法人に対する完了確認は、本来山田町が行うものでございましたけれど

も、会計処理の状況等に県の職員も不安というか、最後スムーズに進むのかというあた

り考えておりまして、このときは県のほうが直接山田町の NPO法人のほうに出向いて、山

田町はこのとき入っていないのですが、出向いた形で確認を行っているという経緯にな

ります。  

 そのほかの問題点として、ここに掲げてある５項目の内容等を復命しているという状

況でございます。  

 16頁でございます。これは山田町の書類になりますが、４月 19日でございます。この

御蔵の湯について、上のほうですが、県から町が受けた報告ということで、先日完了検

査を行ったということ、３日間で検査し切れなかったので、りばぁねっとについては持

ち帰り、精査を行った。宮古地域振興センターで判断が難しかった御蔵の湯について、設

計書の写しを県庁に送付して判断を仰いだ。その結果、見にくくなっておりますが、御

蔵の湯は建設土木事業に該当するため、補助対象外となる旨県庁から回答があったので

連絡するということで、担当者レベルの間でございますが、一旦そういうふうに、これ

は補助対象外の経費になるというようなことを県が山田町に伝えた記録が残っており

ます。  

 17頁でございます。５月７日でございます。一旦対象外になるというような話もあっ

た中で、県から山田町に対して、この御蔵の湯が本当にリースなのかという確認を行っ

ています。それについて、18頁の内容で回答してよいかという旨の山田町の書類になり

ますが、この中に４項目、県が山田町に確認を求めて、それに対して山田町が回答して

きたという書類でございます。  
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 その中の３番、４番でございますが、３番は、建設土木事業でないことが県の補助事

業の要件であるが、御蔵の湯整備が建設土木事業に当たらないとする理由は何かという

ことに対しまして、右欄に書いてあるような回答を山田町でまとめているということで

す。「建設土木事業とは最終的な財産形成を目的とするものであるという認識です。本

件は単にリース物件の組み立て費用の負担であり、本来はリース費用に含まれるべき性

質の経費と考えています。よって、建設土木事業には当たらないものです」というよう

な回答であります。  

 それから、財産取得に当たらない理由についても、「この施設の所有は、株式会社オ

ール・ブリッジであると考えております。」ということ、それから「将来的には解体し、返

却することとしておりますので、補助金交付契約で禁止されている財産取得には当たら

ないものと考えております。」というふうな中身の回答を受けております。  

 こういう経緯を受けまして、最終的に宮古地域振興センターのほうでは、御蔵の湯に

つきましても補助対象経費として 23年度は認めまして、一旦補助金を交付しておりま

す。その後でございますが、 24年 11月、事業が行き詰まったと、 11月分の支払い、人件

費がなくなったということで、それが 12月に発覚して、その後再精査した結果、リース

契約の実態がなかったということをもって、御蔵の湯については補助対象外として返還

を求めるという形になっているのが御蔵の湯についての経緯でございます。  

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 今まで御蔵の湯の経過についてご説明申し上げましたが、２回目の展開にもかかわる

ことではございますが、まずこの時点で何か疑義、ご確認したいこと等ございましたら

ご発言願いたいと思いますが、特にありませんでしょうか。  

 

（内田氏）  

 今日まとめていただいた御蔵の湯関係の資料のこの番号で申し上げますが、16頁、こ

の 16頁の資料自体は山田町のほうの資料ですよね。これ拝見すると、要は一旦御蔵の湯

は補助対象外になるよということを恐らく電話で連絡したということなのだろうと思

うのですが、そこの最初の県と書いてあるところの一番最終行に、県庁から回答があっ

たと。これは、盛岡の本庁から宮古の振興センターに対して回答があったという意味だ



- 6 - 

と思うのですが、こういう回答というのは何か方式、つまり口頭なのか、書面なのか、そ

ういうのはあるのでしょうか。  

 

（栗澤沿岸広域振興局宮古地域振興センター地域振興課長）  

 完了確認の際に疑義が生じたということで、証拠資料等のコピーを頂戴してきたよう

でございます。担当者もこの時、新たに新年度から引き継いだものでしたので、自分で

は判断できないということで、県庁の担当者にファクスで工事積算資料らしきものを送

って判断を仰いだようでございます。それについて、県庁の担当者レベルではこの中身

を見れば建設工事に該当するよねという回答を電話でいただいたように伺ってござい

ます。  

 

（岩渕商工企画室管理課長）  

 県庁から回答があったという表現になっていますけれども、この時点では担当レベル

での、担当者同士の相談の結果というふうな表現のほうがふさわしいかと思います。  

 

（内田氏）  

 その何行か上に「工事設計書の写しを県庁に送付し」とあるのが今のその資料だと思

うのですが、工事設計書だけなのか、それともこの時点ではリースだということは、何

回かにわたっての増額のあれも来ているから、リース契約だという認識は県庁のほうも

あったのではないかと思うのですが、どうも見ていると建設土木工事に該当するかどう

かという視点で専ら検討されているようなのですが、ただリース契約だというふうに町

のほうで説明していることはわかっていたので、リース契約の書類なんかもこのとき徴

求したのか、それとも工事設計書という、建設工事に当たるかどうかだけの視点しか持

っていなかったので、専ら工事に関するものだけを資料として徴求したのか、ここが読

んでいるときに気になるところではあるのですけれども。  

 

（栗澤沿岸広域振興局宮古地域振興センター地域振興課長）  

 リース契約の関係の書類は、契約書も領収書も書類としては確認できているようでご

ざいます。ただ、証拠書類として付いていた資料が、こういう資料が付いていたもので
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すから、何かなという単純に疑義を持ったというふうに伺ってございます。リースの契

約関係の書類については別途確認しているというふうに伺ってございます。  

 

（内田氏）  

 この 16頁、これが４月 19日の段階で、次の資料 17頁というのは、これは町に対する４

項目についての質問の回答ということで、これによって一旦補助対象外になるのではな

いかなというふうに言っていたのがまた補助対象内だということで、担当者レベルでい

うと県の判断が恐らく変わったのだろうと思うのですけれども、ここの間というのが非

常に唐突な感じを受けます。普通常識的には、最後の 18頁の質問と回答というのは、こ

れは事前に口頭か何かでのやりとりは既になされていて、確認的にこれを最後につくっ

て、これでもって県としても建設工事ではないということの、町のほうでいわばそうい

うふうな誓約書的な意味ですか、町のほうではそういったことをきっちり説明したのだ

から、悪く言えばアリバイ的に、これで一件落着と。普通はこの前にやりとりがあるの

だろうというふうに考えるのが多分常識的なのだと思うのですが、そういうやりとりと

いうのは県の検証委員会のときには調査の対象にはなったのでしょうか。  

 

（栗澤沿岸広域振興局宮古地域振興センター地域振興課長）  

 この間のやりとりについては、当時の担当から確認した事項についてお話ししたいと

思います。県庁の担当者と当時の地域振興センターの担当者同士ではやっぱりこれはち

ょっと対象外だよという話を受けて、山田町に電話連絡しているのですが、その後山田

町の、多分担当者ではない方、責任者、課長さんだと思うのですが、当方の地域振興セ

ンターの所長か担当課長か明らかではないのですが、今までリースで認めるという話で

事業を進めてきたのに、現時点で認められないとはどういうことですかという問い合わ

せがあったようでございます。  

 その時点で、当時の上の者が担当者レベルでそういう判断をしているということを知

らなかったということで、もう少し検討する必要があるという話になったようでござい

ます。  

 一方で、御蔵の湯の建物の建築確認申請が同じ宮古合同庁舎内の宮古土木センターに

出されてございます。宮古土木センターで、いわゆる仮設の建物として期限を付して建
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築確認申請の許可をおろしてございます。その辺の事実確認をした経緯もありまし

て、対象外と早急に判断するのはどうかなということで、庁内で責任ある者も含めて議

論した上で、山田町の意向を確認しようということで、こういうふうに回答してくれれ

ばいいといったやりとりがあったとは聞いてございません。  

 

（岩渕商工企画室管理課長）  

 書類の関係でございますが、これは最初の検証委員会のときに、最初の検証委員の方

にお配りした資料の全てが今のこのつづりになるのですが、その間のやりとりというの

は何もなかったというわけではないと思うのですが、書類自体は今日お配りしたものが

残っているということで配付しているものというふうに捉えていただきたいと思いま

す。  

 それから、今説明がありましたとおり、山田町にすればリースならばよいというよう

な説明を受けてずっと行ってきたということは、ほかの場面等でも発言等では残ってお

りますので、そういう中で、最後の最後になってだめというのはおかしいのではないか

というような話があったということは、山田町からの発言としてあるというふうに考え

ております。  

 今のような発言ですけれども、この案件については議会のほうで山田町の当時の町長

と、宮古地域振興センターの副局長を呼んで、いわゆる参考人質疑というものを実施し

ております。その中で、山田町の町長さんのほうから、県が一貫してリースならばいい

と言ってきて、最後の段階で対象外になるというような話をしたのは、それは違うので

はないかというような発言をしている内容がございます。その議事録等お配りしていま

せんでしたので、その辺もお配りはできるかと思います。  

 

（内田氏）  

 質問的な発言もう一つございました。15頁の２の③に括弧書きで、「役場の指示によ

り行われていたため」とありますが、役場の指示というのがその前のどこにかかってい

るのか。御蔵の湯の建設にもかかっているのかどうかというのは、この資料から判然と

しなかったので、この点はいかがでしょうか。  
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（栗澤沿岸広域振興局宮古地域振興センター地域振興課長）  

 御蔵の湯の建設費とＢ＆Ｇ海洋センター設備改修費も含めて、役場の指示でやった事

業だというふうに NPO側は説明しているということでございます。  

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 先生、まず一旦はよろしいですか。  

 

（内田氏）  

 はい。  

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 ほかの先生で、このただいまの説明等について、ほかに疑義等ございましたらお願い

したいのですが。  

 それでは、いよいよ第２回の検証の中のほうに本格的に入っていきたいと思います

が、最初にきょうの一つの進め方の方向性として、事務方でこのような論点ではどうか

というのを用意しましたので、それについてご説明させていただきたいと思います。こ

れに拘泥するつもりは全くございませんが、一応こんな着目点があるのかなということ

で説明させていただいていただきます。  

 

（岩渕商工企画室管理課長）  

 本日の検証を進めるに当たってでございますけれども、１つ、前回の皆様からのご意

見等も踏まえれば、やはり御蔵の湯についての意見がかなり多かったということで、ま

ずは御蔵の湯を補助対象と認めたことの是非のような論点が１つあろうかと考えてお

ります。  

 それから、冒頭申し上げたように、そういう中で関連してくると思いますが、平成 23年

度の完了確認、これがセットになってくると思いますけれども、23年度補助事業計画の

完了確認の妥当性ということになってくると思います。また、23年度の完了確認等の段

階で、23年度事業を、御蔵の湯を含めてですが、補助対象外とする場合にどういう根拠

というか、補助金交付契約を解除しなければいけないわけですけれども、その辺の解除
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というのが要領にそぐわないからという法的な面での解除となるのか、あるいは行政の

裁量的なものがある程度あるのかというあたりも１つの論点になってくるのかなとい

うふうな、我々はそういう認識を持っておりました。その中で、目的外使用等、御蔵の

湯を含めて、どのようにしてそこを確認できるかといったこと、そういったようなあた

りがまずご意見いただく際の論点になろうかというふうに事務局のほうで考えており

ました。  

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 今の事務局のコメントは、あくまでも検証の一つの参考的な柱立てとして申し上げま

したので、先ほど言いましたが、これに拘泥することなく御議論いただきたいと思いま

すが、まず御蔵の湯の関係について、改めて確認も含めてお考え等をお示しいただけれ

ばと思います。先生方で挙手等いただければ、順次ご発言いただきたいと思いますが、ど

うぞよろしくお願いいたします。  

 

（山内氏）  

 まず、県の担当のほうでこれは工事ではないかというふうに考えたというようなこと

で、普通の感覚であればそういうものなのだろうなとは思います。ただ、震災以降のい

ろんな、仮設の住宅とか店舗とか、みんなリースなのです。それに対していろんな事業

で相応の予算がついているというようなことで、やっぱり本件事業で何が対象になっ

て、ならないのか、リースとは何なのだ、その辺がはっきりしていないと。それを改め

て県庁のほうで検証してリースになったというようなことで、本件事業には採用できま

すよというふうなことで進めたというようなことで、補助の対象にするか、しないかと

いうところについては、まあ、このようなものなのかなというような感じでございます。 

 ただ、さっき聞いたリース契約というの、本当にあったのでしょうか。そこだけちょ

っと確認したいのですけれども、結局そのリース契約というのは虚偽なのですか、その

辺ちょっと教えてもらいたいと思います。  

 

（岩渕商工企画室管理課長）  

 リース契約の書類は示されて、リース契約であるということは確認していたというこ



- 11 - 

とで、補助対象にしております。その後、次の年度になりまして、事業が行き詰まって

従業員を解雇して、事業が破綻したという段階で再精査をしたときに、完了確認の段階

で確認していたリース契約書はあるのですが、それでオール・ブリッジ社というところ

とリースをしているという書類を確認して、補助対象にしているのですが、そのオー

ル・ブリッジ社というのが実はＮＰＯ法人の役員が代表となっているいわゆるペーパー

カンパニー的なもので、実態のない会社で、リースの実態そのものがなかったというこ

とで、補助要領とかに該当しないではなくて、リースの実態がなかったということで、補

助対象外として返還を求めているという経緯です。それは、翌年度になってからの話で

ございます。  

 

（山内氏）  

 当時はそういう調査といいますか、そこまではしなかったわけですね。契約書の確認

で、リースには間違いないというようなことで採択したということですね。その後、補

助対象としたことについては、仕方がないのかなといいますか、普通の事業執行の中で

のやり方なのかなというような感じを持ちます。  

 対象の話については以上でございます。  

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 田村先生、お願いします。  

 

（田村氏）  

 今の点なのですけれども、全くそれで、私もそう思うのですが、ただ契約書等を出し

てもらって、そこから当時県としてはある程度の説明はついていると、こういう受け取

り方で、これはやむを得ないのかもしれませんけれども、ただもう一つ考えるのが、最

後になると、リース契約の点はさっきご説明があったとおりということで、そうなりま

すと出された一応の契約書であるとか、そういうものをどこまで読み込めたのかという

ことはあろうかと思うのです。それを考えてみたときに、私なんかも建築審査会等でよ

く書類を見るのですけれども、弁護士の先生ですと契約書を見てこの辺に不自然な点が

あるとか、あるいはこの点もう一回確認してみなければならないというのはよく出るの



- 12 - 

です。ただ、それは現場の県職員に同じスキルを求めることが可能であったのかどうか

です。  

 私前回も、問題点があったとしてそれができたのか、県の役割ということですので、そ

れともそれが無理だったのか、やはりその点だろうと思います。特にこういった会議を

考えたときに、どういう観点で行うのかというと、やはり法的な責任の追及そのものと

いうことになりますと、これはもちろん司法であるとかそういうところになろうかと思

うのですが、むしろこういった会議の場で問題点をきちんと把握した上で、今後事故を

防ぐということが一番大事なような気がします。そうなりますと、やはりその現場の法

務能力ですね、それを支えるような今後の対応策というものが示されれば、また示され

る必要性があるのではないかと、そういうところなのかなという気がするのです。  

 そういった契約書の細かい部分から、果たしてどの程度一般の県職員が不自然さであ

るとか、問題点を把握できたのか、やはり厳しい面もかなりあるのではないかという気

はするのです。本当に毎日毎日契約文書を見なれたり、訴訟で契約を扱っているという

法律の専門家であれば別ですけれども、そういった意味で言いますと、少し今後の県の

そういった現場の職員に対する法務的な支援、そういったことも課題にはなるのかなと

いう気はするのですが、一般論としては先生がご指摘になったことではないかと思いま

す。  

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 山内先生、お願いします。  

 

（山内氏）  

 これは、私言いたいのは、その時点において対象になるというふうにしたのは非難で

きないことで、しようがないのではないかということなのです。竹中先生のご所見のほ

うでいろいろ読ませてもらいましたけれども、結局これ町とＮＰＯ、そこが委託者、受

託者で契約していますね。そういう中では、要は信義誠実に基づいてちゃんとやります

よというのが前提だと。当然今度県と町とでも契約している。それも同じですね。です

から、みんな悪意がないようにちゃんとやっていますよというのが前提の上でのことな

のです。それであればやはりしようがないのではないかと。だから、これいつ本気にな
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って、だめだといいますか、最後に町のほうで県と一緒にチェックしたように、そこに

至るところ、どこでそうやるべきだったのかというところがまた議論があるけれど

も、そのときの時点ではしようがないのではないかということでございます。  

 

（田村氏）  

 私も全くそのとおりで、ですからその時点で契約書等を精査して、法律の専門家と同

レベルで見抜くということを求めることができるのかどうかですね。ちょっと厳しいか

なという気はするのです、その点でいうと。ただ、こういう事案が出てしまいましたの

で、今後起こさないためには現場に対する県としてのバックアップですね、このあたり

は今後検討していただければなという気はしますけれども。  

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 ありがとうございます。  

 竹中先生、今話題にも出ましたが。  

 

（竹中氏）  

 話題にも出ましたし、弁護士という話とかも出てきたので、私からも少しコメントさ

せていただければと思いますけれども、お二人の先生おっしゃるとおり、多分最初の段

階で 1,000万円の鉄骨リースですと説明を受けて、リース契約書もあるしということ

で、それを前提に認めること自体は多分特段問題はなかったのだろうということについ

ては、私も基本的に同意見です。ただ、弁護士なら 1,000万の鉄骨リース見て、おかし

いと気付けるのかどうかというと、そうではないと思っていて、やっぱり鉄骨リースと

いうものに対してどういうそれまでの経験とか知識があるかにもよってくるのだと思

うのです。  

 例えば２頁目の表でいけば、真ん中あたりにリースの内容があって、リースの小計が

4,700万円と書いてある下にコピーの 100万円がリースになっている。これは、多分コピ

ー機のリース 100万円というのは普通だと、普通に仕事をしている人間であれば思え

る。プレハブ 600万については、その規模にもよろうと思いますけれども、これも変な

金額ではないのかなと思える。レンタカー 720万については、台数とかにもよるし、普
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通の小型自動車なのか、バスなのかにもよろうから、その台数とか見て、これなら普通

の契約だとわかると思うのです。ところが、 1,000万の鉄骨リースぐらいになってくる

と、ちゃんとわかる人が見ないと難しいのかなという気がします。  

 ただ、最初の段階 1,000万だったのが最後には 2,300万になりましたっけ、倍以上にふ

えているので、入り口の段階では何の問題もないと思って書面上スルーで通してもいい

ものが、どこかの段階で書面上専門知識がない人間が通してはまずい段階に切りかわっ

たというのが本件の大きな流れだと思っていますが、これ 1,000万だったのが 2,300万ま

でふえているというのに気付けたときに、そのリースの内容を見て、これはおかしいの

ではないかと気付ける人のサポートを受ける。終わったことはしようがないとして、今

後の先のことを見ていくならば、そういう体制を構築することが大事なのかなと思って

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。  

 

（山口氏）  

 山口です。今の件を見ていきますと、この資料ですと 13頁を私は着目しているのです

けれども、これはアスタリスクがあるところが公衆浴場の建物ということで、今、竹中

委員がご指摘なさったことだと思うのですが、一応私がもっと着目すべきだと思うの

が、ここで、13頁では、上に全労働者数というのがあるのですけれども、ここ１人もふ

えていないのです。これは、目的自体は緊急雇用対策にもかかわらず、１人もふえてい

ないのに金額だけがふえている。こちらのほうに着目をしたほうが私はいいのではない

のかというようなことを思っております。  

 とりあえずこの程度といたします。  

 

（内田氏）  

 恐らくこれ地域振興センターの担当者は、補助対象外だというふうに思っていたのだ

と思うのです。リースでというのは、これ何回かにわたって来ている資料を見て、それ

はわかるのだけれども、現地を見た結果、これはもう建設工事にほかならないなという
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ふうに恐らく確信されたのだと思うのです。この地域振興センターの方というのは、今

日の資料なんかでも結構町に対してもきつい言い方されていますよね、要件満たさない

と。ただ、これは結果論なのだけれども、惜しむらくは建設土木工事事業の該当性の有

無だけにとらわれて、これは実はこの問題と、リース契約としてそもそも合理性がある

のかどうかという問題や、リース契約の実態ってどうなっているのかなといったこと

と、本当は裏腹の疑問だったはずなのです。ただ、２番目、３番目のリース契約のほう

にまでは突っ込まなかったというか、だから恐らく設計図なんか出してもらって、これ

って建設工事そのものなんじゃないのという見方で恐らく、でもそれってリースという

ふうに言われてしまうと、契約はリースなのだからということで、直感的に恐らくこれ

はだめだというふうに思ったのだと思うのですが、そのだめだということの意味をもう

少し掘り下げられなかった。それが法的な意味で違法かどうかといったら、それはちょ

っと、そこまで踏み込むべきだったというのは酷なのですよね。そういう意味では、法

的な意味での責任が県にあるとは結論としては思っていませんけれども、惜しむらくは

という感じは受けます。というのは、そこで完了検査のときに一旦は担当者レベルでは

これだめだと、県のほうからもだめだと言われているということをわざわざ町に伝えた

わけです。本当はそこで一旦完了検査のときにだめだと言ったのだから、そこで頑張っ

ていれば次の年度の予算というか、事業、簡単には恐らく通らなかったろうと。そこが

ちょっと、結果論ですけれども、本当に惜しかったなという感じがします。  

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 田村先生、お願いします。  

 

（田村氏）  

 今の点ですが、これは山口先生のほうにむしろお聞きしたほうがいいのかもしれませ

んけれども、 2000年以降、国と自治体、それから都道府県、市町村、対等・協力という

のが自治法の基本的な考えということですけれども、そういった意味でいきますと、全

体を通じて、まさに先生、今惜しむらくはというお言葉を使われたように、やはり県の

ほうとして対等・協力の部分というものが、これはどこの県でもそうかもしれませんけ

れども、従来どっちかというとそうではないような関係があったわけですが、それがあ
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ったがゆえになかなか県として十分市町村の問題に踏み込めないと。  

 これも、いや、リース契約なんだと頑張られたときに、県として、それは対等・協力

の行政主体である同じ普通地方公共団体同士ですから、いや、おかしいじゃないかとか

なり強く入っていけるのかというと、法律的に私は可能だったように思うのです、いろ

んな自治法の解釈で。ただし、現場の目で、その部分はちょっと入りづらかったのかな

という気はするのです。ただ、私がかつて 27年の所見に出したように、恐らく被災地の

自治体を考えたときに、相当ダメージが大きいというときに、もう少しそういった対

等・協力の中で県としてバックアップすることが、そういう思想もあってよかったのか

なと。まさにさっき先生おっしゃったように、法的責任ということではなくて、もう少

しそういう姿勢があったほうがよかったのかなと。  

 ただ、その後、それを持ったときに、さっきもお話ししましたけれども、多くの現場

の職員にとって、自治法のこういう解釈をとって、こうできたとか、あるいは調査をす

るということであれば、ちょっとこれは本当に可能かどうか精査してみなければなりま

せんが、時々市町村職員と県職員の併任というやり方は、廃棄物処理の行政調査などで

はよくとりますので、この県職員の身分を、県職員が山田町職員の身分を併任して調査

するとか、後になってみればもちろんいろいろ、こうやればよかった、ああやればよか

ったということあろうかと思うのですけれども、ただそこまで当時の時点に戻って求め

て、後から考えてこれができたじゃないかということだけでは言えないような気はする

のです。  

 一般論で言えばもう少し県として補完してあげるという発想や姿勢が当時あってく

れればと、それはさっき先生が惜しむらくはということであったように思うのです

が、ただその時点の、我々が後で言う条文解釈ですね、それを現場に当時の時点で求め

るというのは、ちょっと厳しかったかなという気はしていますけれども。  

 そういう意味で言えば、さっきも言ったように、現場に対する法務的なサポートです

ね、今後の事故を防ぐためにもそういう制度づくりであるとか、機構のあり方ですね、そ

ういう検討を十分していただければなという気はします。そういう意味では、惜しむら

くはというのは、私も同じような感じを持っておりますけれども。  

 

（菊池商工労働観光部副部長）  
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 ありがとうございます。  

 今御蔵の湯の関係の対応についてを中心にお話しいただいておりますが、お手元に山

口先生からの論点メモをいただいておりまして、お手元にありますでしょうか、その観

点から山口先生お話しいただければと思います。  

 

（山口氏）  

 私、前回も言いましたけれども、今回初めてということがありまして、また発想とし

て見れば法的なものだけではなくて、ちょっと違った観点というようなこともあります

ので、ご紹介かたがた、お話しさせていただきたいというふうに思っております。  

 法的にというと、この事案がこうだとか、この時点でどういう責任があったのかとい

う発想法、下からの積み上げだと思うのですけれども、別の見方としてはマクロから見

ていくというようなこともあろうかと思っているのです。  

 この事案、例えばマイナス 100ということだとした場合には、この 100をどう割り振る

か、そういった発想法もあろうかと思っております。例えばということで、ここでは県

のマイナスの割合を 10％というふうにしております。その部分を法的に積み上げていく

と、いろんなことがあるかと思うのですけれども、ゼロになるのではないのかというふ

うになって、私もそのように思っております。しかし、議会等の議事録見ている限りで

は、それで県民の納得が得られるのかというような発想法でありますので、マイナスの

10の部分をどこかに割り振らなければ理解が得られないのではないのか、そんな気がし

ているわけです。しかし、それは法的なものではないとした場合には、道義的ですと

か、政治責任ですとか、行政責任、また今後の改善、いろんな意味合いがあろうかと思

いますけれども、そんなところでマイナスの 10の部分を何とか埋め合わせていく。必ず

しも 10でなくてもいいのですけれども、どこかでゼロというのはないだろうというふう

な発想法だと思っております。  

 そこで、私が着目しておりますのが目的と手段というようなことで、これもリースか

建築かといいますと、これは私の捉え方では手段でありますので、目的は緊急雇用対

策、そちらのほうだというふうに思っております。そこで、参考になるモデルなのです

が、混合走査法といったモデルがありまして、バーコードを読むときに太字の部分と、そ

れから細字の部分があって、太字の部分についてはきちんと精査していく、そのやり方
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は厳格な合理性というようなこともあって、経済性ですとか、効率性ですとか、さまざ

まな観点からというふうになってくるかと思うのですが、全ての事案についてそのよう

な厳格な合理性といったものをとることはできないだろうということで、その場合に簡

易なものとして、この場合、インクリメンタリズムというふうに書いてありますけれど

も、要はこれまでの予算額であれば 10％アップだとか、10％カットだとか、そういった

ことで多少のめり張りをつけていくようなやり方もあるのではないのかということで

あります。  

 それをこの事案に当てはめていきますと、目的が達成されるということであれば、こ

れは手段の審査は簡単でいいのではないのか。何人雇用がふえるよということがはっき

り出てくれば、簡単な審査でいいと思うのです。ところが、先ほどお話ししたようなこ

とで、人数がふえないのに何で予算を補正するのだということになってきますと、では

その中身は何なのかというようなことで、ここからちょっと厳格に見ていく。そこで、リ

ース、建築、要綱にどう当たるのだろうかということになってくるわけなのですが、逆

に言えば人数さえふえているのであれば目的が達成されるのだから、何でもいいんじゃ

ないのと。厳格に見る見方もあるのですけれども、事後的には見落としというふうにな

るかもしれない場合もあるかと思うのですけれども、そうではなくて、その時点では人

がふえたのだから、まあ、いいじゃないのかというようなことで、簡単に流してしまう

というようなやり方も現実にはあるのだろうなというふうに思っております。  

 それを平成 23年度の補助事業計画に当てはめてまいりますと、最初は雇用が創出され

ているわけですから、これは簡単に見ていく。ところが、先ほど見たような形で 2,300万

だったかな、金額がふえたときに雇用が創出されていないので、そこの時点からは少し

きちんと見る必要が生じたのではないのかというふうに思っております。  

 今日いただいた資料だけで見ると、それが 2012年２月７日の資料なのですか、そこで

は人がふえていないというようなことで、これ以降しっかり見るべきだったと思います

し、実際こういった金額だけではなくて、開所式の模様を見れば、何かおかしいなとい

うようなことで、そこでわかったのかもしれないのですが、とはいえ、そうだとして

も、私の感覚ですと、そこできちんと雇用が創出されているのであれば、何かこれ建築

だねというふうに思っても、それはそれでよかったのではないのかという気はしている

のです。ところが、そうではないからやはり問題で、ではその責任は何なのだと、そん
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な発想法になっていくように思っております。  

 星印で書いてありますが、１つ目は効果がこれに伴っていない、これが先ほどの雇用

創出効果なのですが、その時点でじっくり見る必要があったのだろう、これが１点目。そ

れから、最後のところに書いているわけなのですけれども、24年度の補助事業計画につ

いては、これは 23年度の段階で少し疑義が生じたところがあったわけでありますの

で、24年度についてはしっかり見る必要が最初からあったのではないのか。その見る必

要があるということになれば、それに対応した何らかの責任といったものが生じること

だろう。しかし、これ皆さんおっしゃっているように、法的なものではなくて、何らか

の違った責任だというふうに感じているといったところです。  

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 ありがとうございます。行政のほうの中二階の県の立場としてどこまで突っ込んでい

くかというところが、我々職員としてもなかなか難しい判断のところなのですが、蛇足

かもしれませんが、当時の市町村、それぞれ被災地が人的なパワー、マンパワーが相当

落ちているところで、県はサポートという形では入り込んでいたと思うのですけれど

も、事業は適法、合理的に、なおかつ今再三ご指摘いただいている、何の目的でやって

いる事業なのかということを踏まえて、どこまで向き合えたかなとなると、ちょっと弁

解がましいところもございますが、なかなか、無理だったなというのが正直なところで

ございまして、であるがゆえに結果として、一つの結果として振り返って確認して、や

るべき一つのタイミングは、23年の完了確認の時期には確実にあったろうなと思ってお

ります。それは、確実に皆様がおっしゃるところの一つのチェック、審査、そして是正

というタイミングで、これは揺るぎないタイミングだったとは思うのです。そのほか

に、その過程において気づくべきポイントがいっぱい、実はその前にもあったというの

もそのとおりだと思いますので、そういった補助事業者といいますか、補助する側の県

の立場として指導監督のあり方が緩かったなという感じはしているところですが、今山

口先生もおっしゃったような見方の、アプローチの視点をちょっと変えた形でも結構で

ございますが、もう少しご指摘いただけることがございましたらご発言いただきたいと

思うのですが、よろしくお願いします。  
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（山口氏）  

 繰り返しで申しわけありませんが、これも既に議論されたと思うのですけれども、県

が市町村に余りかかわるということが、地方分権の動きの中では避けたほうがいいとい

う一つの流れ、もう一つは地方自治法の中でも補完事務というようなことがありますの

で、町ができないことについては補完して県がやってあげようというようなこともあっ

たと思うのですけれども、特に大震災の後、町の能力のほうが格段に落ちているという

ようなことがありましたので、少し補完の領域が広がったのではないのかというふうに

思っていますので、では何を補完するのということなのですけれども、１つは法的なア

ドバイスというものがあったと思うので、これが要領の解釈ということだけではなく

て、そもそもこの要綱はどういう目的でできたものなのだというようなことをお伝えし

て、その観点からＮＰＯに対して取り組んだほうがいいのではないかということと、そ

ういったアドバイスのやり方はあったのだろうなというふうに思っております。これ

は、田村先生の意見書を見ても政策法務能力ですとか言われておりますので、これがそ

ういったところだというふうに思ったところです。  

 ということで、もうちょっと、余り遠慮しなくてもよかったのではないのか。あくま

でも強制的にこれだと補助金出なくなるというふうになってしまうと、ちょっとおどし

みたいな感じになってきて、対等・協力というような観点が薄らいでしまうので、それ

はまずいような気はするのですけれども、しかしながら全部が全部、町のやったことに

対して全て補助金交付するということはないわけですから、それについてはもう少しア

ドバイスが必要だったのではないのかというふうに思いました。  

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 ありがとうございます。  

 内田先生のほうで何か。  

 

（内田氏）  

 これ最終的に県のほうも、もしかしたら将来会計検査院が入ったときに対象外という

ふうな判断もあり得るかもしれないなと、ただそれはそれで、町としてそれをやりたい

と言うのだったら、町が返還の覚悟をもってというのであれば、そこは詰め切れない部
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分あってもまあいいかなというのはよくあるのだと思うのです。よくあるのだと思うの

ですけれども、それがいいか悪いか二者択一でと言われたら、やっぱりだめなのだと思

うのです。だめであることの具体的な、どういうところに結びつくかというと、もし結

果が悪く出たときには、結果について責任負わなくてはいかんですよという話になるの

だと思うのです。これなぜだめかというと、こういう例考えてみたらどうでしょうか。そ

のときにはゴーサイン出して、補助金も出してしまったと、後で補助対象外だというの

がわかったと、さあ戻せと言ったときに町にお金ありません、戻せません。そうする

と、返還させれば済む話でしょうということにも多分いかない場合だってあるのだと思

うのです。それは、国のお金出すべき時期にきちっと出す時点でチェックするというの

が少なくとも建前なので、そういうことからいうと、いいか悪いかといったらやっぱり

だめなのです。だめであることの結論というのは、結果が悪かったときに、その結果に

対して責任を負わなくてはいかんということだと思うのです。法的責任だけではないで

すよ、法的責任という意味では、私は先ほど言ったように、ないと思っています。ただ、本

件が不幸だったのは、単に事業の属性の問題だけではなくて、受託者の属性の問題でい

ろいろ出てきたのです。それが惜しむらくはという言葉について言えば、セオリーどお

りにきっちり、そのとき厳しく完了のときにやっていれば、その後の少なくとも 24年度

の無駄金の支出というのはなかった、防止できたのです。そこも私言った結果なので、ど

こかでセオリー外すと結果について政治的な責任も含めて非難されてもやむを得ない

という面はあって、それが今回の件の教訓と言えば教訓になるのかなと思います。  

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 ありがとうございます。  

 ほかにご指摘、ご意見等ございませんでしょうか。  

 竹中先生、お願いします。  

 

（竹中氏）  

 法的責任という定義を何とするかだとは思うのですけれども、私、法的責任がないと

も言えないと思っていて、損害賠償責任とか、要は県がこの起きた事象に対して何かを

しなければならないという意味での法的責任はないのだけれども、ちゃんと山田町と協
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力して、山田町を監督しなければならなかったという義務に違反したという責任は生じ

たのではないかなと思っています。それはなぜかというと、山田町が今回一番痛い思い

をしていて、山田町民が痛い思いをしているわけですけれども、山田町を構成する山田

町民というのは同時に岩手県民でもあって、岩手県に属する岩手県民に負担を負わせな

いという意味では、ちゃんと岩手県も山田町を監督すべきだったというのは揺るがない

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。  

 事務局から何か補足することありますか。ターニングポイントの話とかいろいろ。  

 

（栗澤沿岸広域振興局宮古地域振興センター地域振興課長）  

 私、事業の担当課長でございますけれども、やはり結果責任というのはあるのだろう

なと思っています。最終的にこういう事態になるということは、当時の担当者も含め予

測はできなかったわけですけれども、結果的に事業の原資は国民の税金でございますの

で、国民あるいは県民に対して結果責任ということでは説明をきちんとしなければなら

ないのかなと思っております。  

 先ほど内田先生がおっしゃったように、23年度の完了確認の際にもう一歩踏み込んで

指導ができれば、24年度の事業を無駄に終わらせなくて済んだのではないかというよう

なお話もございましたけれども、私の考えとしては山田町は 140名の雇用を抱えていた

ので、山田町としてはその事業を終わらせたいという考えは全くなかった、できれば継

続したいという思いが強かったと思っております。当時私はその担当の課長ではなかっ

たのですけれども、同じような事案で継続して山田町が事業を実施したいという申

請、意向が確認できれば、私の判断でもうやめたほうがいいですよとはやっぱり、そう

いう判断ができたかなという部分についてはちょっと自信がございません。その辺甘い

という話であればそのとおりなのだと思いますが、県と市町村の関係で市町村がこの事

業をどうしても継続したいというような意向が示されれば、県としてそれを認めないと

いう判断ができるかどうかという部分が個人的な感覚としては難しいのかなというふ

うに思ってございます。  
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（内田氏）  

 その点は、こちらが期待したのは完了検査のときにもう少し頑張って入っていれ

ば、このままでは完了検査できないほどに会計帳簿等の整理がずさんだという団体であ

ることをわかっていたので、団体に対する指導もあって、何も事業は継続は継続でいい

のだと思うのです。ただ、継続するのだったら、最低限こういうことは中止してもらわ

なくては困るよという厳しい条件づけ、24年度にできたはずなのです。そこら辺までや

ると、事業自体を、 140人いきなり切るという、やめるというのは、できないというの

はそのとおりだろうと思うのですけれども、やりようがあったのではないかという意味

です。  

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 田村先生、お願いします。  

 

（田村氏）  

 ちょっとこれは次回まで調べていただければということですが、きょうのお話だとリ

ース契約ですが、建築確認をとっているようなお話でした。仮設住宅は、建築基準法の

適用がないのではないでしょうか。ちょっとこのあたり確認していただければと思うの

です。というのは、何でそこにこだわるかというと、リース契約というのが不自然であ

ったという可能性、さっき契約書等を見れば気づく可能性があったのではないかという

ことですが、どこまでそれを求めるかということあるにしても、建築基準法上の建築確

認をとるということになりますと、明らかに建築物ですね。建築基準法は建築物と工作

物を分けますので。ですから、そういった意味で言いますと、本当に建築物についてリ

ース契約というのはあり得るのかどうか、そういう疑問というのは今問題になっている

時点で湧く可能性はあったのだろうと思うのです。ですから、そこの法律の適用関係で

すね、今ここに六法あるわけではありませんので、一応確認をとっていただければとい

うことですが、ただそこで気付く可能性があったときに、気付いたときに、ではどうい

う対応を県としてとれたのかというのは、これはまたちょっと別ですけれども、そのあ

たりがさっき言ったように建築確認はとっていて、不自然だというところを建築分野に
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かかわったことのない職員が気付くことができたのか、できないのか。それから、仮設

住宅については建築基準法の適用が仮になかったとして、ここはちょっと確認とってい

ただきたいのですが、その違いを把握できるような状況を一般の職員に求めることが可

能であったのかどうかですね。  

 県の責任ということになりますと、十分それが可能であったということであれば、そ

れは十分な対応をとれなかったということにもなるでしょうし、そこまで建築行政であ

るとか、建築基準法、あるいは災害関係の法律、この中身について確実に現場の職員に

求めることが現実的には無理であったということであるとすれば、ある程度の疑問を生

かすために今後の、さっき責任という話が出ていて、山口先生のペーパーで将来への改

善責任というのがあるわけですが、これはやっぱりあるのだろうと思います、将来への

改善責任は。あとは選択として、当初の報告書のような段階である程度いいのか、それ

ともそれ以外の他県であるような現場への法的なバックアップ、情報提供であると

か、それから場合によっては市町村の場合に、これは私も幾つか悩みを市町村職員か

ら、他県ですけれども、聞いたことがありますが、例えば法規担当に形だけ任命された

けれども、法学部出ているわけでもないと、法律事務一切やったことがないという人現

実にいるわけです。そういう人々に県として何かいろんな法的な情報提供であると

か、ノウハウの提供、それを今後どう築いていくか、そういうところの責任というのは

もちろん出てこようとは思いますけれども。ただ、それについても当時細かな法令の適

用関係に現場の職員が十分気付くような、それを求めることが、感覚的にいうと私は無

理なような気はするのですが、ただいずれにしてもちょっとそのあたりも現実に確認を

とってみるということで、仮設住宅と実際建築確認をとるもの、この適用関係の違い、わ

かる範囲で調べていただければと思います。宿題を出すことにはなってしまいますけれ

ども。  

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 先ほど事務局で建築確認の関係についてコメントさせていただきましたが、期限付き

の云々というようなことがありまして、私なりには通常の建築確認ではなくて臨時構造

物としての、要するにプレハブの飯場のような感覚なのかなと勝手に受けたのです

が、ちょっと事務方でほかに説明できることあれば。  
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（田村氏）  

 バス停の上屋も、建築確認の対象にはなったはずですから、そのあたりの細かな、ど

うなのですか。  

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 補足させます。  

 

（栗澤沿岸広域振興局宮古地域振興センター地域振興課長）  

 具体的には市町村の窓口を経由して県の担当、宮古土木センターに申請が平成 23年９

月 29日に出されております。これは、仮設建築物に関する届出許可でございます。宮古

土木センターでは、平成 23年 11月１日の日に平成 26年２月 28日までの期間を設定し

て、仮設の建物であるという許可を出してございます。  

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 土木サイドの手続としてはそうでしたが、今先生にご指摘いただきました庁内で

の、センター内での共有とか、あるいは山田町役場内の共有とか、そういったものも追

跡調査させていただいて、その当時の対応としてどういうことがあったかは宿題として

いただいて、次回にはご説明できるようにしたいと思います。  

 

（田村氏）  

 これは、建築のほうでは把握していても、宮古のほうでは把握していたのか、してい

ないのか。  

 

（栗澤沿岸広域振興局宮古地域振興センター地域振興課長）  

 事業が進む時点では把握してございません。  

 

（田村氏）  

 していない。  
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（栗澤沿岸広域振興局宮古地域振興センター地域振興課長）  

 はい。いわゆる対象の可否を判断する時点で確認をしたらば、仮設としてのきちんと

許可はとっていると。  

 

（田村氏）  

 情報共有というあたりの機構のあり方というのも、もう一回考えてみる必要性あるか

もしれませんよね。  

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 どうぞお願いします。  

 

（山口氏）  

 ちょっと今度はもう少し具体的な話になるのですけれども、もとの原資、お金の問題

なのですけれども、国から県に対しては交付金ということ、それから県から町に対して

は補助金ということで、交付金と補助金、基本的には違うのだという理解でいるので

す。交付金のほうは、比較的もらった側の使い勝手が自由だと思っております。しかし

ながら、この資料、抜粋のほうを見ますと、１の 12頁、13頁ぐらいなのですか、そこで

は財産の取得制限といった項目があって、そこで 50万円というようなものが眼前と出て

きているので、それに則って県のほうでも運用したということだとは思っております。 

 少しさかのぼりますと、この交付金の要領といったものは、できたのが平成 20年とい

うことだと思うのですけれども、第 16のところ見ているのですけれども、結局これリー

マンショックを機にできたものですよね。ところが、今回の事案については、これは大

震災でありますので、この交付要領といったものが大震災にうまく適用していなかった

のではないのかというふうに思っているところなのです。場合によっては、財産といっ

ても大震災の後とリーマンショックの後の雇用というか、働き方については、大分違っ

ていますので、そもそもの交付要領、国の要領自体がちょっとおかしかった。そこを大

震災を機に県のほうが国に対して働きかけをして、具体的には最初からわかるかどうか

はともかくとして、財産取得といってもこれはちょっとやり方が状況に合っていないよ
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と、ここもう少し緩めてくれませんかというようなことを働きかけをして、この要綱が

変えられるのであれば、山田町がたとえ建築違法であったとしても、特に返還しなくと

もよい可能性もあったのではないのかということで、これもその時点で県が国に対して

働きかけたのかどうかというのはちょっと疑問ではあるのですが、県の役割という

か、町が国に対してというのは難しいと思いますので、間に入っている県が国に対し

て、市町村の要望を聞いて働きかけるという可能性はあったのではないのかという気も

しておりますので、お答えがいただけるのであれば、そういった可能性どうだったのだ

ろうというようなことをちょっと聞いてみたいなというふうに思っております。  

 

（高橋雇用対策・労働室特命参事兼雇用対策課長）  

 県庁で事業を担当しております雇用対策労働室の雇用対策課長の高橋と申します。  

 ただいま山口先生からご質問いただいた国に対する働きかけの部分でございます

が、当時震災が起きまして、まず雇用の場を確保する事業が必要だという強い思いはご

ざいました。その中で、国では緊急雇用創出事業という制度を運用するということで、こ

の制度を使って当時失業者を確保するということに注力していたということでござい

ます。そういった運用する中で、財産取得の問題について我々が目を向けていたかとい

えば、結果とすれば向けていなかったというのが現実でございます。あくまでも当時既

に出ていた 50万円以上のものは認めないという、そういった中で人件費割合が 50％以上

の事業を構築すればというような思いではいましたけれども、50万円の要件を緩和する

というところまでは思いはいっていなかったですし、市町村からもそういった声はなか

ったというふうに受けとめているところです。  

 

（山口氏）  

 今の時点ではどうですか。その当時ではそうだったと思っても、今例えばそんな話が

あって、どうだろうなというところはいかがなのでしょうか。  

 

（高橋雇用対策・労働室特命参事兼雇用対策課長）  

 今この状況の中でということなのですけれども、今我々の考えとすれば、ほかの省庁

でどうなのだろうという目で見て、省庁間の違いはないかというようなことを見ると思
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うのですけれども、そこまで調べていないですけれども、原則的には財産取得というの

は一定の制限がかかるだろうという思いがあります。 50万がいいのかどうかというの

は、今時点では言えないですけれども、ほかの省庁の事業と比べた中で厚生労働省事業

がどの位置にあるのかということを判断して、我々としては対応することになるのだと

思っております。  

 

（山口氏）  

 済みません、しつこくて。そこまで県が考慮してあげなければいけないのでしょう

か。要するに省庁の問題については、県から要望を受けた厚生労働省が考えればいい事

柄であって、要望する側として見れば、市町村の要望がなかったようなところはあるの

ですけれども、もしあったり、また県がどうかなというふうに考えれば、要望自体はし

ていいのではないのかという気は私はしているのですけれども。  

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 多分この状況のときは、そんなところまでは思い至らなかった。まずは目的は被災地

の雇用を生み出して、そのために必要な事業であればやっていいですといった感覚でい

たと思います。一方、県側としては、当然交付要綱の問題性はそれなりに、震災対応用

の要領があるべきではないかという問題意識はそれなりにあったとは思うのです

が、個々具体に、例えば財産取得についての幅がどうあるべきかとか、そういったとこ

ろの論点では検討していなかったということで、事案、事案ごとに判明した時点で、こ

ういったどうしようもない、完了までいった後のことではなくて、経過、経過で気が付

いたことについては当然市町から聞いた話も含めて、厚労省とは都度都度それなりのこ

とはやりとりしていたと思うのですけれども、まさに震災後にジャストフィットした新

しいこういうシステム、こういう制度であるべきだみたいな抜本的な、根本的な制度議

論ができたかというと、していないし、するいとまもなかったというのが実態でなかっ

たかと思います。  

 

（山口氏）  

 わかりました。ありがとうございます。  
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（菊池商工労働観光部副部長）  

 大分議論が御蔵の湯の取り扱いを通じて責任論的なところの切り込みに来ておりま

して、これがまさに例の審査、あるいは進捗管理、さらには次の計画の審査にも係る、そ

の問題点についての議論にも広がってきていると思いますので、当面今のようなベース

の議論を続けたいと思いまして、今日の議論はまさにどういう責任論につながっていく

かというところに向けて、ちょっとご意見いただきたいと思います。  

 ご提示いただいている山口先生の例示的な問題点といいますか、視点としては、道義

的責任、政治責任、行政責任、改善責任といった責任の一つの例示といいますか、切り

込み方というのが示されていますが、また一方では竹中先生から、立場として法的な責

任を負っているそれぞれの主体があるのではないかという視点もございます。意見をま

とめようとはきょうは思っておりませんので、それぞれのお考えのお立場でもう少し議

論をいただきたいと思います。  

 

（山口氏）  

 蛇足的な話ではあるのですけれども、先ほど私のペーパーの中では県、町、ＮＰＯだ

とか、責任の分担書いてありますけれども、今言ったところにも関連してきて、実は大

震災にフィットするような雇用創出のための要領を改正しなかったというようなこと

で、実は国にも責任あるというふうに私は思ってはいるのです。ただ、それをここで言

っても仕方がない話だと思っていますので、県を主体ということで考えればいいとは思

いますけれども、実はそうでないところもあるのだというのはお含みいただければとい

うふうに思っています。  

 

（田村氏）  

 今の責任ということであれば、繰り返しになりますけれども、山口先生のペーパーを

使わせていただくとすれば、将来への改善責任というのは、これはやっぱりあると。そ

れがまさに将来の県民に対する県の責任として一番重いのかなという気はするので

す、二度とこういう事故を起こさないという意味で言えば。そういう意味で言えば、県

と市町村との関係は本当になかなか難しくて、自治法上の関与も、関与法定主義があり
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ますから、なかなかできないと。ただ、１つ感じるのは、少し県のほうとしてもその関

係の中で、市町村への補完機能について及び腰であったという、そこはあろうかと思う

のです。ですから、その点今後どう県内市町村と県との関係を構築していくか、これは

相手もあることですので、そういった意味も含めて改善責任は十分あるのだろうなとい

う気はしています。  

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 内田先生は、ターニングポイントをもっときっちりという指摘がございましたの

で、その辺を。  

 

（内田氏）  

 ターニングポイントは、やっぱり完了検査だと私は思っています。そのほかにも、そ

れ以前にも細かいというか、兆候は幾つかあるのでしょうけれども、決定的だったのは

やっぱり完了検査なのだろうと。  

 改善責任に関連しての発言になるのですが、会計検査院の検査でもリース契約の実態

がないということで返還命じているのですが、このことは建設土木事業の要件を満たし

ていないということにはならないのだという文脈で使われると、それは改善責任という

意味からはちょっと違うのではないかなという気がしております。最初の振興センター

の担当者の方の直感は正しかったので、こんな大がかりなものと、これ建設でなくて何

なのかというふうに多分お思いになったのだと思うのです。それをもっと突き詰めてい

けば、こういったものは、この要領自体が私もいいとは思わないですよ、もう少し国の

ほうでもこれ自体はもっと改善すべき責任、国にもあると思いますけれども、建設土木

事業ではないということの例示として書かれているやつを読んでいけば、これで疑問を

持つというのはかなり素直な発想なので、これはリース契約の実態がないとなると、結

局は建設事業やったのと同じでしょうというところに、そこまではすぐいくと思うので

す。だから、ここは改善のときに、いや、別に会計検査院の検査でも建設土木事業の要

件で指摘してきたわけではないという見方するのは、余り建設的ではないような気がし

ております。  
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（菊池商工労働観光部副部長）  

 当事務局としても、下世話な言い方になってしまうのでそこは言いませんが、そうい

うところには問題意識は持っていますし、もともと県としても、であるがゆえに建設事

業かどうかの判断を飛ばしたと、検討外にしたというつもりではありません。そこの判

断の良し悪しについて内田先生から先ほど来、気付いた時点でしっかり議論して整理す

べきだったという、突っ込んだ検討をすべきだったというような、あるいは対応をすべ

きだったということで今掘り下げていただいているつもりでございますが、そこら辺を

例示的に言うとそういった判断、物差しの使い方の違いとか、そういったものについて

どんどんご指摘もいただきながら、この検証を深めていきたいと思っております。  

 あと、事務方で何か今の件について補足ありますか。  

 

（岩渕商工企画室管理課長）  

 今の内田先生のお話に関連するわけでございますけれども、23年度の完了確認の段階

は今日お配りした資料の 18頁のあたりで、先ほど来ごらんいただいている資料ですけれ

ども、補助要件の建設土木事業、あるいは財産取得の考え方、これに抵触するのかどう

かというのが、担当者の建設土木事業だからだめではないかという考えがあって、市町

村にそれを伝えると、市町村からはこういう考え方だと返ってくるという形で、なかな

か要件の基準というのが曖昧な中で、そこで要件を満たさないから補助対象外という言

い方ができなかったというのが実態なのかなというふうに考えます。  

 一方で、今回の事案、先ほど内田先生ご指摘ありましたが、リースの実態がないとい

うことも事実でございます。それで、23年度の完了確認のときに、結果的にリースの実

態がないことまでを確認できていれば、それは実態がないということで契約を解除する

ということは、たらればのような話にはなりますが、そこまで確認すればよかったのか

なと。  

 あわせて、このＮＰＯ法人が横領であるとか、目的外使用のようなことを再確認、横

領までは再確認ではわかりませんでしたが、裁判で横領も明らかになっていると。人件

費分で前払金をほかに使っているという事実もあったわけでございますけれども、完了

確認でその辺確認できれば、確認すべきではなかったのかというような、議会からも、確

認できたのではないのかというような意見もあったところでございまして、その辺どこ
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まで、先ほど論点の説明のときにお話ししたのですけれども、どこまで踏み込めば補助

金交付契約をきちっと解除できるような要件を具備するというか、そういう状態に至っ

たかというあたりも一つのポイントかなというふうに事務局的には考えていたという

ことでございます。  

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 これからもご意見いろいろいただきたいのですが、一方で内田先生もそうですし、山

内先生も、受託者の適格性等についての踏み込み方といいますか、そういったものにつ

いてご指摘いただいております。完了確認一つとっても、受託者から誠実な報告があっ

てしかるべきところ、いろいろあったとか、そういったものがあるので、そういった視

点も含めてもう一度山内先生のほうから先生なりの視点をいただきたいと思います。  

 

（山内氏）  

 つくづく考えますと、今県の責任は何かという話をずっとしているわけなのでしょう

けれども、結局これ県のほうでは担当者レベルでいろんな指摘はしているのです、町に

対して。何回もしっかりしろと。それは、町のほうでしっかりしてもらわないと困るの

です、県としては。要は、県と町は対等の立場で指導監督をする、経理なりなんなり、そ

ういうものについてもちゃんとしなければいけないと、あるポイント、ポイントではや

っていると思うのです、私から見れば。そして、次は町と相手方、受託者ですね、そっ

ちの関係だよと。その受託したＮＰＯは、今回刑事で、一審で有罪ですか、そういう相

手方ですから、これ実はどうしようもないのではないですかねというのが個人的な話で

す。相手は悪いことしようとしているわけですよね。それで、表面上は、町の担当のと

ころにはちゃんとしていますよ、こうですよ、ああですよというふうにしていると。ど

うすればいいのですかね。というか、その辺を逆に４人の先生方に教えていただきたい

と思いますけれども。  

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 まさに刑事事件に発展している受託者ということで、結果はそのとおりなのです

が、多分どういう、気付く、気付かないは別として、そういう刑事事件を引き起こす受
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託者との関係、そういう事態が生まれる前にいろんな何か尺度は出て、途中で例えば極

論を言えば見限って、まさに雇用事業自体は何らか形で続けさせるけれども、少なくと

も受託者、受託事業の実施主体は違ったほうがいいのではないかとか、そういった方法

論、実はないわけではなかったと思うのですが、そこまで踏み込めたかなと思って。  

 

（山内氏）  

 その辺だと思います。それで、やっぱり内田先生おっしゃるように、最低限 23年度の

完了検査については、町のほうも、県のほうも、要は町は県に対して、県は国に対して

しっかりした調査した上で、一つ一つ確認して、補助対象外が入っていないとか、そう

いうのをした上でやるべきだったのでしょうね。それでしっかりしたものが出てきてい

たのであれば、24年度の支出といいますか、それについては極力、いわゆるやり方はい

っぱいあるという前提の中で、継続しながらでも地方負担分だけというのがかなり少な

くなったのでしょうというような気がいたします。  

 とにもかくにも、契約が成り立って、契約でやっている以上は、甲乙対等で信義誠実

に基づいて行うでしょうから、しっかりした、町であれば今回はＮＰＯですけれども、ち

ゃんとした信頼のできる業者を選定するというのですか、それは本件事業では最低限必

要なのかなというふうに考えます。  

 

（内田氏）  

 整理のためというか、多分皆さんもう承知していることだと思うのですが、いわゆる

受託者の属性にかかわる問題のほうが本件のＮＰＯ問題では大きいわけです。ただ、そ

れは完了検査前の兆候から、ずさんだとかなんとかという程度のことから、積極的に県

のほうで乗り出すような話では私はないと思っていて、そういう意味での責任は私はな

いと思っています、県には全く。ただ、私が言っているのは、御蔵の湯の件で完了検査

のときに突っ込んでいれば、比喩的に言いますと、この家ちょっとぼやが出ているよう

だと、消すために家の中に入ったら泥棒いたという、受託者の属性の問題というのは泥

棒に当たるのです。何も泥棒がいるだろうと思って入ったのではなくて、ぼやを消そう

と思って飛び込んだら泥棒がいたので、泥棒も捕まえられたと、あるいは通報したと、そ

ういう話だと思っているのです。これ兆候、やっぱり御蔵の湯が県の責任としたら全て
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の出発なので、そこで飛び込んでいれば受託者の属性の問題についても気付いた可能性

が高くて、そうなれば次の事業の仮に継続するにしても、いろいろやりようもあったの

かなと、そこがまさに惜しむらくという、そういう意味です。  

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 ありがとうございます。  

 ほかに。受託者関係のところについての整理としてはその辺で一旦終わらせていただ

いてよろしいですか。  

 

「はい」の声あり  

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 ありがとうございます。  

 完了確認、要するに 23年度の事業確認等々の経過について、大分視点を持ってお話し

いただいているのですが、大体議論的には尽くした感じでございましょうか。23年度の

完了確認と 24年度の事業計画の審査との関係はセットですので、そういった意味では今

日いろいろいただいたご意見で一旦は検証の議論をしていただいたという格好になる

と思うのですが、事務局側で何かほかに議論いただきたいポイント、まだ時間あるの

で、せっかくいただいている時間があるので、お願いすることあれば今言ってください。 

 

（岩渕商工企画室管理課長）  

 戻ってしまうかもしれないのですけれども、法的なところを補足させて説明させてい

ただきたいと思います。  

 １つが１回目の会議のときに抜粋の資料でお配りしておりましたけれども、最初に抜

粋版の 17番、地方自治法の関係でございます。地方自治法のインデックス 17番、薄いほ

うの抜粋版の 17番で、２つの条文を引用させていただいております。最初に下の契約履

行の確保のほう、 234条の２のほうでございますけれども、これが委託を含めましてそ

の事業を行うときに、普通地方公共団体が適正な履行を確保するため、必要な監督また

は検査をしなければならないという規定が１項でございます。この監督・検査の権限に



- 35 - 

つきましては、今回の事案につきましては、山田町のＮＰＯに対する監督・検査という

ふうになりますので、これについては県が直接ＮＰＯを監督・検査まではすることがで

きないというふうな根拠になる条文というふうに最初の検証委員会でも解釈しており

ます。  

 その上で、では県がどこまでＮＰＯに、山田町ではなくて、ＮＰＯに直接かかわれた

かというのが、法的根拠が、上のほうの第 221条になります。これの２項でございます。普

通地方公共団体の長は、予算の執行に適正を期するため、工事請負者、物品の納入者、補

助金、交付金、貸付金等の交付もしくは貸付け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のが、この条文を使えばＮＰＯ法人に対し

てまで調査等を行えたのかというところも１回目の検証委員会で議論になっておりま

すが、補助金の終局の受領者の解釈が、先ほど来田村先生からいろいろご意見いただい

ておりますが、解釈いろいろあると思います。その時点では今回の事案については補助

金の最終受領者は、県のほうの考え方としては山田町であると。山田町からＮＰＯに対

しては委託費としてお金がおりているので、結果的には県にはＮＰＯ法人に対して直接

調査等を行う法的な根拠はなかったのではないかというのが先の検証委員会での報告

に記載になっているところでございます。  

 それから、もう一点でございます。インデックス 16番でございます。補助金等に係る

予算の執行の適正化に関する法律でございます。先ほど竹中先生が若干法的なところも

かかわるのではないかというあたりが、恐らく補助金適正化法のことをおっしゃってい

るのかなというふうな感じで受けとめさせていただいておりましたけれども、何条でし

たか。  

 

（竹中氏）  

 11条。  

 

（岩渕商工企画室管理課長）  

 済みません。11条のところです。補助事業者、県は今回補助事業者になります。法令

の定め並びに云々に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず

というあたりのことを多分前提にお話しなさったのかなというふうに考えておりまし
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たので、その法的な根拠だけ補足で説明させていただきたいと思います。  

 

（山口氏）  

 私は、山内先生に教えていただきたいと思うのですけれども、この補助金適正化法の

ところで、補助金等の定義があるのですけれども、これは交付金というのは入っていな

いので、これ交付金入らないということでいいのかなと私は理解していたのですが、ち

ょっとどうなのかなと教えていただければと思います。  

 

（山内氏）  

 今回の交付金のことですか。  

 

（山口氏）  

 そうですね。例えば地方交付税交付金だとか、もっと大きなものもあるわけで、そう

いったものについてここまで入ってくるのかというと、そうではないのではないの

か。この場合についても同じではないのかというふうに私は思っているのですが、いか

がなのでしょうか。  

 

（山内氏）  

 まずは、補助金等の定義は第２条のところでしていまして、ここに該当するものがこ

の法律の対象になると。それで、名称はいろいろあるのですけれども、本件は当然補助

金、これに該当するわけです。  

 

（岩渕商工企画室管理課長）  

 ４号ですか。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

うのに。  

 

（山口氏）  

 政令ありましたか。政令、僕見たこともあるのだけれども、入っていなかったような

気がしたのだけれども。  
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（岩渕商工企画室管理課長）  

 今回の緊急雇用創出事業がこの補助金適正化法の適用を受けていますので。  

 

（山口氏）  

 受けているというのは、だから、受けていますかと聞いているので、受けていますと

言われても、どこに根拠があるのか。  

 

（岩渕商工企画室管理課長）  

 済みません。政令に入っているのではないかと。  

 

（山口氏）  

 私が見た限りではなかったのですけれども、でも結果を見ると返還されていますか

ら、どこかにあるのだろうなということは、多分そうだと思うのですけれども、でも本

当にどこにあったのだろうというのは、まだちょっとわかっていないので。  

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 資料はありませんが、我々では政令に、百何項に入っているのは確認しておりますの

で、改めてお示しします。  

 ちなみに、交付金にはご指摘のとおりいろんなタイプの交付金がありますが、まさに

これは補助事業型の交付金でございます。一方で、交付税交付金になりますと、これは

財源的な地方財政制度の地方交付金ですので、性格が全く変わってくるというものでご

ざいます。  

 先ほど県としてはこう考えると申し上げました、県と市町村、そして受託事業者との

関係のざっくりとした整理の傍証としましては、会計検査院もこういう形の県から市町

村自治体に補助という形でお金を出し、市町村が委託して、委託相手を見つけて事業を

委託して実施する形になりますと、県と市町村の間は補助事業の関係で終わります

が、その先についてはあくまでも事業主体は市町村、自治体ということで、受託者に対

してのいわば責任を持つのは事業主体である市町村という形の整理にはなっておりま
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す。  

 

（山口氏）  

 それも何か出ていますか。  

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 １つは、これはいわゆる理論として出されているわけではなくて、実はざっくばらん

に申し上げますと、本県ではこれとまた違った基金事業で、ＤＩＯジャパンの関係の事

業についても会計検査院のほうで整理されているのですが、それは事業主体は市町

村、市町村と受託相手の事業者さんとの関係という整理がされていまして、県は市町村

に対して、市町村は委託者に対してという責任関係で整理はされて、報告書にはなって

いるということです。  

 

（山口氏）  

 元請と下請があって、孫請あってといった場合には、それも全部市町村が負うという

ことなのですか。  

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 その場合の事業主体がどこにあるかというところが問題でして、最後まで補助であれ

ば、これはまた補助事業者、委託関係ではなくて、補助関係になりますとまたおっしゃ

るようなカバレッジが変わってくるのですけれども、今回の委託事業の形式ですと最終

事業主体は誰ですかというと、この交付金のお金の関係でいうと自治体、市町村になっ

ているということでございます。  

 

（山口氏）  

 とりあえずわかりました。  

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 内田先生、お願いします。  
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（内田氏）  

 私もちょっと整理のために発言しますが、いろんな兆候あった場合にどこまで突っ込

まなくてはいけなかったかという段階での話と、ではそこで突っ込む必要があったねと

なったときに、突っ込む方法、手段として、町に調査に入るのか、直接委託されて NPO

法人に入るのかというようなことは次の問題になるのだと思うのです。段階を追ってい

るときには、まずはやっぱり町に対して調査を実施して、資料等がもし委託を受けてい

る NPO法人のところにあるのであれば、こういった資料を NPO法人から提出受けた上

で、それで県に対して報告してくれというふうに、間接的に及ぶことというのは可能だ

と思うのです。だから、私は直接委託者について権限があったかどうかというのは、余

り大事な議論ではなくて、少なくとも町に対してどういう調査をすべきだったのかとい

うのが、その兆候から言えるかどうかの第１段階のところが本件では大事なような気が

します。  

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 まさに調査の仕方といいますか、アプローチの仕方でございまして、事務局でどんな

実態だったか、補足説明できるのであれば。なければなくてもいいです。  

 

（岩渕商工企画室管理課長）  

 実態として、これも冒頭ご説明申し上げましたが、基本的には当時山田町の行政機能

が低下していたという中で、ＮＰＯに入る法的根拠はご説明いたしましたが、参考まで

にご説明したところでございまして、そういう状況ではありましたけれども、県が単独

で 24年３月 16日に直接ＮＰＯ法人に出向いて確認したりということもしております。で

は、それの法的根拠があったのかというと、さっきの話と矛盾してくるのですが。  

 それで、県が山田町に対して指導する、山田町がＮＰＯから書類をとるという流れは

ごく通常の流れでございます。ただ、あの当時、ＮＰＯ法人を県が直接出向いて指導す

るくらい会計の処理がずさんだったという認識を県が持っておりました。それがこの法

人が会計検査に耐えられるのかというのは、むしろリースの問題よりも会計処理の状況

での認識が強かったということがうかがえます、資料から。そういう状況で、なかなか
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町に対して、町を通じて求めてもその辺はっきりしたものが出てこない。ずさんという

ことをもって結局補助金を交付しませんよということも言えなかったのかなと。その辺

がかなり対応が難しかったのかなというところでございます。  

 ちなみに、会計検査の話を申し上げれば、会計検査を受検した後ですけれども、会計

検査は１つの県を１週間くらい回って歩くのですけれども、何カ所もいろんな書類を見

て回ると。その後相当期間を置いてその結果をまとめて公表するという流れなのです

が、今回の完了確認とかの場合には、非常にわずかな期間で全てを確認して補助金を交

付するかしないかまでいかなければ、会計年度独立の原則がありますので、５月末まで

に補助金は交付しなければいけないというのがある作業の中で、そういうちょっと、求

めても書類が出なかったという難しさが実態としてはあったという、事実関係としてそ

ういう状況がございます。  

 

（栗澤沿岸広域振興局宮古地域振興センター地域振興課長）  

 今お話の出た平成 24年３月の事務指導的な内容でございますが、これ単独で県の担当

者が法人の事務局に行ったような格好になっていますけれども、山田町の担当者には立

会をお願いしたという経緯がございます。ところが、山田町の担当者が業務都合で立会

できないということで、結果的に県の担当者のみがＮＰＯ法人に訪問して、書類等の整

理の事務指導を行っているということでございます。そのＮＰＯ法人の事務局で指導し

た後、山田町の役場に寄って、その結果を報告してきたというように伺ってございます。 

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 対応の実態はそのとおりなのですが、いわば県としては、形としては市町村がやるべ

き対応のサポートをした形の範疇でしかないとは思うのですけれども、市町村の代理と

してやったわけではなく、あくまでも市町村のやるべき仕事を実務上代行したような格

好ということなのだとは思うのですけれども、形として捉えるとすれば。それにしても

この事態で、県が突っ込みとか、かかわりが弱かったのではないかとか、いろいろご指

摘はいただくところでございます。  

 

（山口氏）  
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 何となくそうなのかな、やむを得ないなということを思う一方、それで終わりにして

いいのだろうかというところもあるのです。とりあえずの感想です。  

 

（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）  

 山口先生のご感想に同調するというか、補足するような感じでいけば、確かに会計処

理がずさんだからといって、突っ込みづらいというのはそうなのだろうと思いますけれ

ども、この資料の 15頁の記載の仕方見ますと、これずさんを超えて、何にもできていな

いというのが実態なのではないかと思えるので、これは書類出さないから会計年度独立

の原則で云々とかいうレベルではなくて、おまえたち何もやっていないじゃないかみた

いな世界だったのではないかと想像するので、程度の問題としてどうなのかなという気

がします。  

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 山内先生。  

 

（山内氏）  

 ですから、適化法の手続に乗っかった 23年度の完了検査、完了報告、それをこの一番

下にある、今の頁の一番下に書いているように、とにかく徹底的にやらなければいけな

かったのだということに尽きると私は思います。  

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 ありがとうございます。大体予定していた時間になってまいりましたので、いずれの

先生方も注目されるポイントが大体見えてまいりましたし、県行政としての対応の浅

さ、甘さ等々についての責任をどう今後詰めていくかというのも見えてきたような気が

します。いろいろな観点のうちの一つとして、その辺はまた次回までに補強する資料と

か、当時の、今日ざくっと時系列的にお示しさせていただきましたが、さらに例の建築
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確認の関係等補強させていただいて、資料を提供させていただき、さらに責任のことに

ついて詰めていきたいと思っております。今日のところは大体このようなご指摘、ご意

見をいただいたということで、また整理させていただきたいと思います。  

 

３  その他  

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 この際、何かさらにご指摘されたいことありましたら、ございますでしょうか。次回

に向けても、宿題という形でも結構なのですが、何かご注文いただくものがあれば。  

 竹中先生、お願いします。  

 

（竹中委員）  

 先ほどの権限論についてちょっと、そういうことできるのかどうかさっぱりわからな

い前提でなのですけれども、例えば会計検査院に確認できればしていただきたいなと思

うのが、私の条文解釈としては、所見でも記載していますけれども、岩手県の監督・検

査権限が及ぶのは山田町までだというのはそうなのだと思うのですけれども、あくまで

ＮＰＯ法人も交付契約書上は補助金を受領しているので、補助金の最終受領者として岩

手県の調査権限は及ぶのだと考えるべきだと思うのです。そうでないと、補助金の適正

な使用目的を調査することは山田町レベルではできないと思うので、そこら辺ちょっ

と、私の解釈に拘泥するわけではないけれども、そう考えないとおかしいのではないか

なと思うので、会計検査院の見解も聞けたら聞いていただきたいなと思っています。  

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 ほかにございませんでしょうか。  

 それでは、ただいまいただいたご指摘も含めて、宿題という形で整理させていただき

まして、次回議論に入りたいと思いますが、次回の持ち方等の点について事務局からご

説明させていただきます。  

 

（岩渕商工企画室管理課長）  
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 次回でございますが、第３回目の会議につきまして、日時が２月 22日、来週の月曜日

になります。午前９時半からということで、同じこの建物でございます。部屋だけが隣

のほうに移ります。 181号会議室になります。 22日月曜日、９時半から開催させていた

だきたいと思います。  

 本日から月曜日まで非常に日程がなくて、きょうの議事録も速報版でも間に合うか間

に合わないか微妙な段階でございますので、その辺できればお送りしたいと思います。 

 次回は、基本的に本日の確認事項等の共有を図った後に、総括、取りまとめという形

で、事務局から案を出して、それについてまた皆さんでご意見いただきながら、最終的

なまとめ方についてご協議いただきたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 ただいまの事務局の説明について何かご確認ございますでしょうか。  

 

（山内氏）  

 前の話に戻りまして、竹中先生の件で、例の自治法の解釈ですか、あれは多分検査院

に聞いてもわからないので、主務省のほうに聞いてもらわないと。  

 あと、検査報告で本件の後の分、一千何百万円についても検査院のほうでは指摘して

ございまして、その発生原因といいますか、責任の所在というものを町と県と国にして

いますけれども、それらについて県としてどういうふうに整理されているのか、１枚ペ

ーパーぐらいに作って整理して説明していただければと思います。  

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 県の指導監督と確認等について今指摘されていまして、それらのことについては指摘

事項全般について整理した資料で改めてお示しして、ご説明したいと思います。  

 

（山内氏）  

 発生原因だけで。  

 

（菊池商工労働観光部副部長）  
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 はい。  

 ほかになければ、時間も５時を回りましたので、本日のところはこの辺で終了とさせ

ていただきたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。  

 

「はい」の声あり  

 

４  閉  会  

 

（菊池商工労働観光部副部長）  

 本日も長時間にわたりましてご協議いただきましてありがとうございます。  

 次の回は、非常にタイトなスケジュールでございますが、事前に提供できる資料等、で

きるだけ早目に提供いたしまして、議事録のほうはちょっと厳しいような話をしていま

したが、それ以外にいろいろな資料は提供できればさせていただきまして、次回の検証

がスムーズにいくように取り進めたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

 本日はどうも本当にありがとうございました。  


