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１  開  会  

 

（菊池副部長兼商工企画室長）  

 ただいまから山田町ＮＰＯ事案に係る新たな検証組織の第１回会議を開催させてい

ただきます。  

 まずもって、本日お集まりいただきました皆様方におかれましては、本当にご多用中

のところ、この検証組織の構成員となられることを御承引いただきまして、深く感謝申

し上げます。  

 いわゆる山田町ＮＰＯ事案につきましては、事前に説明申し上げ、資料もお届けして

いるところでございまして、大まかなところは御案内のとおりだと思いますが、あの東

日本大震災津波発災直後のあの時期において、国の復興事業交付金を活用して行いまし

た緊急雇用創出事業に関連する事案として発生したものでございます。  

 この事案につきまして、県といたしましては平成 25年度に山田町災害復興支援事業等

検証委員会を設置いたしまして、検証を行いまして、報告書を取りまとめたところでご

ざいます。しかし、その後県議会におきまして、これも御案内のとおりでございます

が、第三者による再検証をすべきといった旨の決議がなされました。そうしたことか

ら、今般新たな検証組織を設置いたしまして、改めてこの事案での対応についての検証

を行っていただこうとするものでございます。  

 本日お集まりいただきました皆様には、法制度や補助事業等に精通されていらっしゃ

るそういった見地から、それぞれの高い識見のもとに検証を進めていただけたらと存じ

ております。どうかよろしく御対応をお願いしたいと思います。  

 

（岩渕商工企画室管理課長）  

 申しわけございません、ここでテレビ及び写真の撮影は終了とさせていただきたいと

存じますので、御協力をお願いいたします。  

 しばらくそのままお待ちください。  

 

（菊池副部長兼商工企画室長）  

 それでは、議事に入ります前に構成員の方々を御紹介させていただきます。恐縮です
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が、五十音順に御紹介させていただきますので、先生方御着席のままで結構でございま

すので、よろしくお願いします。  

 初めに、内田弁護士様でいらっしゃいます。  

 次に、竹中弁護士様でいらっしゃいます。  

 次に、田村教授でございます。  

 次に、山内氏でいらっしゃいます。  

 最後に、山口教授でいらっしゃいます。  

 皆様どうぞよろしくお願いいたします。  

 では、恐縮でございますが、進行は座って行わせていただきたいと思います。  

 

２  議  事  

 

（菊池副部長兼商工企画室長）  

 それでは、早速ですが、議事に入らせていただきます。  

 初めに、議事の１つ目でございますが、新たな検証組織についてでございます。今般

の検証組織につきましては、組織の名称や会議運営等も含め、構成員の皆様方の御意見

を伺いながら決めていきたいと考えておりまして、これは以前にも御説明申し上げたと

ころでございますが、皆様方のほうから特に何か御意見ございませんでしょうか。  

 

（竹中氏）  

 意見申し上げるのではなくて、確認なのですけれども、一応目標としては２月議会が

終了するまでということでよろしいですね。そうすると、２月議会終了は大体いつごろ

を見込まれているわけですか。  

 

（菊池副部長兼商工企画室長）  

 ２月議会の終了となりますと、議員の先生方に共有していただくいとまがちょっとご

ざいませんので、２月議会は２月の下旬から始まりまして、３月 24日までの会期となり

ますが、できれば３月の初めの中盤あたりまでに取りまとめて、議員の先生方にも共有

していただくというような見通しは持っておるところでございます。したがいまし
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て、今回が１回目でございますが、多分１カ月ちょっとの間で、検証いただくというタ

イトなスケジュールにはなるということでございます。  

 

（竹中氏）  

 そういったタイトなスケジュールでいくと、本日の日程調整も考えますと、余り委員

会形式みたいな形ですごくがちっとしたものというのはなかなか困難ではないかなと

いうのが正直な感想として持っていまして、余り委員会ですとか、そういう座長、委員

長というような形式はかなり困難ではないかなという感想を持っていますけれども。  

 

（菊池副部長兼商工企画室長）  

 今、竹中様から御意見いただきましたが、ほかの先生方で何か意見ございますでしょ

うか。  

 

（田村氏）  

 私も、時期を考えますと、竹中先生が言ったような、同じですし、それからもう一つ

は今の自治体でいろいろなそういった第三者機関的な複数の委員の意見を、仮に一本化

した報告書が出たとしても、後ろのほうにさらにつけ加えるといったような実例もある

ようにお聞きしています。  

 それから、もう一点は、事柄の性質上、必ずこうでなければならなかったということ

ではなくて、いろんな可能性が指摘されるかと思いますので、そういった意味でも、今

御指摘いただいたようなやり方でよろしいのではないかというふうに思っています。  

 

（菊池副部長兼商工企画室長）  

 ただいまお二人の先生から御意見いただきましたが、ほかにこの際何かございます

か。大体よろしゅうございますでしょうか。  

 

「はい」の声あり  

 

（菊池副部長兼商工企画室長）  
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 それでは、ただいまの御意見に従いまして、いわゆる座長とか委員長というような形

の設置はせずに、お集まりいただいています５人の構成員の皆様全てがそれぞれ意見を

述べていただく、意見を交わしていただくという形で進めたいと思います。事務局の方

でそれらの御意見、あるいはそういったものをまとめさせていただいて、随時報告させ

ていただきながら、報告書という形にまとめていく相談をまた改めてしたいと思います

ので、よろしゅうございますでしょうか。  

 

「はい」の声あり  

 

（菊池副部長兼商工企画室長）  

 そうしますと、いわゆる委員会とかそういった形とはなりませんので、名称につきま

して、「山田町ＮＰＯ事案の再検証に関する有識者会議」という改題的な形でネーミン

グしたいと思いますが、よろしゅうございますか。  

 

「はい」の声あり  

 

（菊池副部長兼商工企画室長）  

 ありがとうございます。  

 

（内田氏）  

 内田です。名称はそれで結構なのですが、会議体の目的は山田町ＮＰＯ事案を一般的

に再検証するのではなくて、県の対応についての再検証、１回検証委員会の報告書を出

していますので、その報告書を中心とした再検証と、これが目的になるというふうに考

えてよろしいですね。  

 

（菊池副部長兼商工企画室長）  

 ありがとうございます。基本的に県の対応についての再検証というのが狙いでござい

まして、それも議会の方から指摘されているとおりでございます。その検証する中でさ

まざまな気づき、あるいはより詳細に知るべき事項等ありましたら、我々事務局の方で
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説明するなどして対応していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、ただいま会議という形で設置することをお決めいただきましたので、設置

要綱案みたいなものを私の方で用意しておりますので、ちょっとお配りします。ちょっ

とお待ちください。事務局で配ります。いろんなバージョンを用意しているので、間違

わないように配ってください。  

 それでは、今お配りしました設置要綱案について、事務局から簡単に説明させていた

だきます。  

 

（岩渕商工企画室管理課長）  

 商工企画室、岩渕と申します。私からただいまお配りいたしました設置要綱案につい

て説明させていただきます。  

 ただいま内田先生から御発言がございましたけれども、第１のところでございま

す。山田町災害復興支援事業等検証委員会が平成 26年３月に取りまとめた報告書の妥当

性等について検証いただきますように、ただいま申し上げましたとおりの名称、山田町

ＮＰＯ事案の再検証に関する有識者会議を設置するというふうな形にしております。  

 それから、第３の会議のところでございます。会議は、構成員の過半数の出席をもっ

て成立する。ただし、構成員の了承を得た場合は、持ち回りによる会議を行うことがで

きる。  

 ２のところでございます。既に傍聴が入っておりますけれども、会議は原則として公

開とする。ただし、会議に出席している構成員の過半数が必要と認めるときは非公開と

することができるということにしています。  

 第４は、庶務でございます。総務部と商工労働観光部において処理するということで

ございます。  

 その上で、第５でございますが、会議の運営に関し必要な事項を示した場合は、その

都度構成員に諮って決めるという形をご用意させていただいたところでございます。  

 

（菊池副部長兼商工企画室長）  

 事務局からの説明は以上ですが、このお配りした案でよろしゅうございますでしょう

か。  
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「はい」の声あり  

 

（菊池副部長兼商工企画室長）  

 ありがとうございました。それでは、お配りの案のとおりということで、今後対応さ

せていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。  

 それでは次に、議事の２つ目となります。事案の概要につきまして、事前にいろいろ

な説明等はさせていただきましたが、本日配付している資料等も含めまして、事務局か

ら改めて説明させていただきます。  

 

（岩渕商工企画室管理課長）  

 それでは、私から事案の概要についてということでございますが、今話がありました

とおり、まず本日の配付資料について確認したいと思います。既に各構成メンバーの

方々には、事前にお渡ししてございますけれども、今般改めて同じものを、重複してい

るかと思いますが、一式置かせていただきました。一番上に置いてございますのが、さ

きの検証委員会における報告書でございます。  

 それから次に、つづり物、２冊を用意させていただいています。上に薄いものがあっ

て、下に厚いものがあると思うのですが、厚い方は前回の検証委員会において、委員の

皆様に配付した資料の全てになってございます。したがって、重複した部分もあります

ので、今回その中から抜粋したものを薄い資料にいたしまして、山田町ＮＰＯ事案関連

資料（抜粋）として配っております。基本的にはこの資料に沿って事案の概要等ですと

か、検証について今後説明していきたいというふうに思っておりましたが、資料の表紙

をめくっていただくと、インデックスが入っております。事前に送っておりました資料

は 11番まででございます。二重線で囲んでおりますが、 12番以降は新しく、新しくとい

うか、既に配っているものもありますが、つづり物とさせていただきました。12番は、県

議会の決議でございます。それから、13番が昨年御協力をいただきました外部所見の内

容です。それから、 14番ですが、会計検査院結果報告。それから、 15番で、１月 19日に

この事案に対する元ＮＰＯ法人元代表及びその妻の盛岡地裁の判決が出ましたので、そ

の判決文もつけさせていただいております。16、17として、関係すると思われる法令の
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抜粋したものをつけさせていただいて、基本的に薄い方の資料で進めたいと思っており

ましたが、必要に応じてこの厚い方も使うという形をとりたいと思って配らせていただ

きました。  

 その下に、ダブルクリップで綴ったものを置かせていただいていました。３種類ござ

います。１番目がこれも事前に送っておりましたが、さきの検証報告を出した後に、県

議会のほうでこの報告書についての審査というか、予算特別委員会の中でしたけれど

も、これの事案に限定した質疑等を行っております。その会議録をつけております。お

詫びでございますが、事前に送ったもの３ページの冒頭が、一部抜けた形で落丁になっ

たのを送りましたので、今回正しくしておりますので、申しわけございませんでした。お

許しを願います。  

 それから、山田町さんの方で行った検証委員会の報告書、それから山田町議会の報告

書、これを参考につけさせていただいたところでございます。  

 それでは、配付資料の説明を終わりまして、事案の概要について御説明したいと思い

ます。事案の概要は、既に皆様御承知のところもあると思います。また、検証を進める

中で改めて関連の部分は詳しく説明させていただきますので、ここでは主な概要のみの

説明とさせていただきたいと思います。  

 また、次第にありますように、この検証の進め方の協議も予定しておりますので、あ

わせて今回の事案発生後における県の対応等についても触れさせていただきます。  

 事案の概要でございますが、さきの報告書の８ページをお開きいただきたいと思いま

す。綴りの中の一番上に載っていた報告書の８ページです。すみません、いろんな資料

あって、申しわけございません。この１の事業名でございますが、23年度と 24年度で事

業名が異なっておりますけれども、この事業は２カ年の継続事業として実施しておりま

して、どちらも緊急雇用創出事業として実施されたもので、事業名の違いは、年度がか

わって事業名を変えているということでございます。  

 それから、２の事業内容の（１）に各年度の最終契約金額と契約期間が記載されてお

ります。  

 ９ページを御覧いただきたいと思います。この山田町のＮＰＯ事案ですが、平成 23年

度、当初物資センターの運営を目的に、雇用創出数７人、事業費 1,500万円で始まって

おります。その後、５回の契約変更を行って、最終的には 23年度事業、雇用創出数が
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144人、事業費で４億 3,000万円余となっております。  

 次に、 24年度の事業ですが、４月１日の契約において、雇用創出数 144人、事業費が

７億 9,000万円余となっております。 24年度、当初そういう契約をしたのですが、委託

先の大雪りばぁねっと、ＮＰＯ法人でございますが、山田町から前払いを受けておりま

した。その前払いで受けとった事業費を平成 24年 11月までに使い切ってしまったという

ことです。本来、年度の後半まで人件費として使うべきものを 11月までに使い切って、事

業を継続できないということになって、同年 12月に雇用していた従業員全員、 137人を

解雇するという事案が発生して、問題が明るみになったところでございます。  

 この事態を受けまして、町と県が 24年度の事業費の使途について調査を行っておりま

す。その後、23年の事業費についても再確認を行っております。その結果でございます

が、11ページでございます。23年度事業につきましては、先ほど申しました４億 3,000万

円余、一番下の欄でございます、 23年度補助金額欄の一番下、４億 3,000万円余という

のはこういう内訳で確認していたのですが、再確認した結果、合計で２億 6,290万円余

ということで、補助対象外が１億 6,700万円余あるということが判明いたしまして、こ

の分が山田町から県のほうに返還されたということでございます。  

 それから、24年度事業のほうが 12ページでございます。ＮＰＯ法人からの実績報告額

は７億 9,000万円余でございました。 24年度事業は、途中で事業が中止になっています

ので、山田町は前払い金を出していたのですが、県からの補助金は全部出ていなかった

ということであり、再確認した結果、確定額が２億 8,900万円余でございます。補助対

象外が５億 100万円余です。この分については、基本的には県のほうが補助金を交付し

なかったということであります。  

 事案の概要は以上でございますが、その後の県の対応を若干御説明したいと思いま

す。すみませんが今度は、こちらの抜粋版の資料でございます。抜粋版の資料をお開き

いただきたいと思います。資料番号 12でございます。この検証を行って検証報告書をま

とめたのですが、インデックスが 12番のところで、検証報告書がまとまった後に議会に

報告した結果、再検証を求める決議というのが 26年３月 25日に議会で議決されておりま

す。その裏面でございます。７月７日に２回目、同じように再検証を求める決議が議決

されております。県の方では、議会からこうした再検証の要請があったところでござい

ますが、平成 26年２月にＮＰＯ法人の代表等が逮捕されております。最初の検証委員会
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の最中でございます。それから、平成 26年７月に会計検査院の検査を受検しておりまし

て、その結果というのがまだ出ていない状況でございました。そういった状況の中で再

度検証委員会を設置して、一定の結論を導き出すようなことはなかなかできないのでは

ないかというような考えを持っておりまして、議会に対しましては、資料ナンバー 13で

ございますが、そういう状況ででき得る可能な対応といたしまして、さきの報告書に対

する所見を３者からいただいて、去年の２月に報告したところでございます。  

 その後、資料 14番でございます。昨年 11月に会計検査院から会計検査の結果が公表さ

れております。それが 14でございます。これの２ページ目の下のほうに、山田町の事例

が記載されております。この中で、わかりにくいのですが、２ページの中段のあたりで

すが、いわゆる会計検査院の結論的なものがここに書いてあるのですが、「このような

事態が生じていたのは」というところでございます。上記の 10都道県及び 23市町、これ

は山田町事案に限った指摘ではないので、複数の県がいろんな事案で指摘を受けており

ますのでこうなっていますが、これに岩手県も含まれます。県または市町村において、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の内容の調査確認が十分

でなかったこと。今回の事案、この実績報告書は委託事業の場合は山田町に出ています

ので、県には出ていませんので、ここを読み替えれば、岩手県においては山田町から提

出された実績報告書の中身の調査確認が十分でなかったという形になり、山田町はＮＰ

Ｏ法人からの実績報告書の調査確認が十分でなかったというふうな読み方になりま

す。それからあとは、県の山田町に対する指導監督が十分でなかった。それから、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というようなところが会計

検査院からの指摘に盛り込まれております。  

 それから、資料の 15でございます。先週１月 19日、盛岡地裁の判決がございましたの

で、その判決文、今般の検証に必要なためとして申請いたしまして添付させていただい

ております。元代表の岡田栄悟被告に懲役６年、それからその妻に２年６カ月の判決が

出ているところでございます。  

 事案の概要、それからその後の県の対応含めまして、説明は以上でございます。  

 

（菊池副部長兼商工企画室長）  

 ちょっと長くなりましたが、ただいまこちらの概要等について改めて説明させていた
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だきました。以後、議事を進めたいと思いますが、この時点におきまして皆様方のほう

で確認したいことがあると思います。この検証を進める上でそういった質問にお答えし

て参りたいと思いますが、まずもって大局的な観点から、この時点で確認等しておいた

方がいいと思われることありましたら、御発言願いたいと思いますが、いかがでしょう

か。  

 

（山口氏）  

 私、今回初めてこの委員会というか、前の委員会も含めてこの事案については初めて

になりますけれども、もしかしたら理解浅い部分があろうかと思いますけど、報告書、そ

れから外部所見を見てみますと、法的な観点から再検討を図っていたと思うのですけれ

ども、私、大学では行政学というようなことで、法とは少し違っているところもありま

すので、そういった観点から見たらどうなのかというようなこともあるのですが、それ

が遡って最初からやっていくと、再検証ではなくて事案の検証みたいになってしまいま

すので、その辺の絡みがどんなふうにしたらいいのかなというようなところが迷ってい

るところでございまして、その辺誰に相談していいかわからないのですけれども、いか

がなものでしょうか。  

 

（岩渕商工企画室管理課長）  

 まず、今回の再検証に当たりましては、法的な観点からのみではなくて、いろんな御

意見をいただければというふうに考えております。それで、その他具体的に、この後ま

た議事のほうでも、議事の（３）で検証の進め方についてということで用意しておりま

したので、そちらの中で一緒に協議いただければというふうに思います。  

 

（菊池副部長兼商工企画室長）  

 補足いたしますと、局面、局面において、いわゆるそれぞれの行政庁といいますか、自

治体側で判断の節目があったというふうに前回の検証報告書にもあったと思うのです

けれども、行政判断、いわゆる裁量とか、行政の裁量の範囲とか判断の時期、あるいは

その中身といったものが法制度上の、法的な性質上、あるいは要綱に従った、ルールに

従った場合とあわせて、行政としてもそういうふうなところに入る、一体的なものだと
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思いますので、基本的には前回の検証報告書でトレースした事案の流れについて、焦点

は３点ほど、前回の検証でも焦点となったところを今回テーマにして検証していただき

ますので、その場面、場面での行政庁としての対応等について御意見いただければ、我々

としては助かるなと思っております。  

 

（内田氏）  

 内田でございます。私自身が自治体との関係性でいいますと、今から 20年ぐらい前ま

ではむしろ住民側に立った住民訴訟を代理人としてやっていくことをやっていた時期

がありました。あと、ここ 20年ほどは、今回の大震災の宮城県内のある被災自治体の顧

問弁護士ということで、自治体側からのいろんな、住民からいろいろ苦情、申し出があ

ったこと、あるいは訴訟になったことの対応にずっと従事してまいりました。  

 この検証報告書を読ませていただいたときに、一番私が感じたのは、これは平時、非

常時というか、通常時か通常時でないかというような単語がいっぱい出てくるのですけ

れども、そこでいう通常ないし通常時かどうかということの区分けというのは、いわば

大震災によって、今回の場合で言えば山田町の行政機能が低下しているときに、県の方

でもっていわばもう少し踏み込んだ対応をすることが必要だったかどうかといった文

脈で捉えられているように思うのですけれども、私の理解だと今回の問題というのはネ

ガティブ情報、ネガティブ情報というのは補助対象外ではないかと思わせるような情報

に接した、あるいは接することが容易な場面だったときに、どこまで県が踏み込んだ対

応をとる必要があったかといったことが恐らく一番の問題ではないかと思っておりま

す。  

 ネガティブ情報に接する場面というのは、これは別に災害のときのような非常時と平

常時とを問わないわけで、余りこの問題で平常時かどうかということを正面に出してい

くと、ネガティブ情報に接したときに直接には例えば受託者と契約関係にない、また基

本的な審査は町を通じてチェックするといったような立場、町から上がってきたものを

県独自に審査はするのでしょうけれども、そういったことからネガティブ情報に接した

がゆえにどこまで踏み込んでやるかということの問題が逆に平常時という言葉を使う

とゆがめられているというか、ではないかなという感じを若干受けております。  

 問題の設定の仕方としては、この平成 23年度補助事業計画の審査及び進捗管理の点
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と、あとこれは御蔵の湯の補助対象外かどうかという、この事業内容がですね、あと平

成 23年の補助事業の完了確認及び平成 24年度補助事業計画の審査、この３項目になって

いるのはそのとおりなのだろうと思います。その３項目の中で、やはり町が一番ネガテ

ィブ情報に、ネガティブ情報にはいろいろ質も種類もその幅があると思いますけれど

も、最初に接したのはやはりこの御蔵の湯に関してなのだと思うのです。同じネガティ

ブ情報といっても、事業内容そのものに属するものと、本件で言えば事業内容というよ

りは受託者の属性に属するものとでは、同じネガティブ情報でも県の対応の仕方という

のもちょっと違ってくるのではないのと私自身は思っておりました。  

 御蔵の湯の場合のネガティブ情報というのは、これは受託者の属性ではなくて、まさ

に事業内容に内在する問題点なので、そこの点について、これは検証委員会の方では恐

らく検証されたのだとは思うのですが、いわゆるネガティブ情報としてどのようなもの

を、これは当時は直接接するのは宮古の部署だったと思うのですけれども、そこがどの

ようなネガティブ情報に接して、どのようなやりとりが町、あるいは２回も直接ＮＰＯ

法人と接触もされている、指導という意味での接触されているようですけれども、そう

いったことでどのようなやりとりがあったのか、そこがわからないとどこまで踏み込ん

だ対応を県がすべきだったのかどうかというのが、その検証がちょっとできないのかな

という気がしておりました。  

 

（菊池副部長兼商工企画室長）  

 ありがとうございます。捉え方の観点をいろいろ御指摘ありまして。ちなみに、資料

の中には宮古センターと山田町のやりとりの一部、いわゆる復命書的なものだったりと

いうことはありますが、さらに詳細について、必要な場合には宮古センターの方からも

事務局来てもらっていますので、議論の中で説明していきたいと思います。  

 今の平時、有事のようなことが極端にデフォルメされた部分、特別な扱いになってい

たのが問題というところも重要な視点で、余りにも極大化させた表現となったこと

は、確かに前回の検証報告の中では目立っておりまして、そこら辺はこれからの議論の

中でもうちょっと冷静なというか、見方をしていただきたいと思います。１つには、法

的な手続としてどうあったのかということはまさに平時、有事関係ない話でございま

す。行政側の対応として、その時点、時点でどう対応すべきかということを、これもや



- 13 - 

はり冷静にちょっと議論していただきたいと考えておる次第です。  

 ほかにございませんでしょうか。内田先生からもいただいた観点について整理しなが

ら検証の議論等を進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  

 次に、今内田先生から検証の進め方について、１つの根拠の考え方、柱立てを御指摘

いただいたところですが、議事の３つ目はまさに検証の進め方についてでございまし

て、これも皆様から御意見いただいて、共有しながら次に進みたいと思います。何か御

意見ございましたらお願いしたいと思います。  

 

（山内氏）  

 今内田先生のほうからお話ありましたように、今後はそのようなふうな進め方になる

のかなと。それから私の理解ですと、去年の有識者から所見をいただいておるというこ

とでありますので、先の報告書とその所見がベースになると思いますので、それに沿っ

て進めていけばいいのかなというふうに思っております。  

 

（菊池副部長兼商工企画室長）  

 山口先生、お願いします。  

 

（山口氏）  

 山口です。先ほどの発言にちょっと関係してくるのですけれども、県の責任といった

ときに、山田町に対する責任というものが、これが法的なもの、それ以外のものあろう

かと思うのですけれども、そういったものと、それから山田町に住んでいらっしゃる、そ

の方たちも岩手県民であると思いますので、岩手県が岩手県民に対してどのような、責

任というのは法的なものだけに限りませんし、多分、法的なものにはなってこないと思

うので、別の観点からの責任というような形になっていたと思うのですけれども、その

辺どうするのか。  

 それから、議会の議事録等を読んでおりますと、結構議会では山田町に対するという

よりも、やっぱり岩手県民に対して、行政でどういうふうに持っていくかというような

ことが出てくると思うので、余り山田町と県の関係だけに絞ってしまいますと、議会で

決議をされていますけれども、それに対してなかなか応えることができないのではない
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かと思いますので、県民に対する直接的なところも、法的ではない問題になってくるの

で、これがずれてしまう点もあるのですけれども、それを加味しながら検証したらいか

がかなというふうに思います。  

 

（菊池副部長兼商工企画室長）  

 ありがとうございます。他に何か御意見でございますでしょうか。  

 それでは、検討の進め方としては、柱立てはさきの報告書及び外部所見に従っての３

段階をとって進めていくのが妥当と、またその際の留意点といいますか、こういう形

で、余り平時と有事といいますか、そういった見方というよりは時点、時点での対応を

中心に議論があってしかるべき、また事業内容の特性と、いわゆる受託したＮＰＯ法人

の属性との問題、これについてもちょっと頭の中で整理して議論していかないと責任論

が明確にならないという御指摘もございましたし、今山口先生が言われた県としての立

場、県民に対してどのような義務、責任を持っているかといった観点からの、いわゆる

串刺しをしたような視点での県の対応についての見方という点を留意しながら進めて

いけばいいかなというふうに私が伺った中でまとめさせていただきましたが、よろしゅ

うございますでしょうか。  

 

「はい」の声あり  

 

（菊池副部長兼商工企画室長）  

 では、今後そのような視点を大事にしながら議論を進めていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。  

 それでは、議事の４つ目に参ります。検証にいよいよ入って参りたいと思います。本

日は初日ということで、まず柱立ては先ほど確認しましたとおりございますが、その中

の平成 23年度補助事業計画の審査及び進捗管理の段階についての検証を進めたいと思

います。先ほど来の視点も配慮しながら御議論いただきたいと思いますが、まず御検討

に当たりまして事務局から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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 それでは、私のほうから配付資料の抜粋の綴りに基づいて、資料の意味合いを含めま

して説明させていただきたいと思います。  

 目次をめくっていただきますと、Ａ４で、震災等緊急雇用対応事業という１枚ものが

ございます。今回これを新しくつけさせていただきました。右端のほうに事業スキーム

というのがあります。これは、緊急雇用創出事業のスキームでございますが、厚生労働

省の交付金を活用いたしまして、県のほうで基金を設置しております。この基金を活用

して緊急雇用創出事業を行うということで、地元に雇用を生み出すという事業でござい

ます。これについては、都道府県が直接実施することもできますし、都道府県が委託す

ることもできます。また、市町村におきましては、市町村も直接実施することができま

すし、委託して実施することもできます。市町村が実施した場合には県から 10分の 10の

補助金が交付されるという仕組みでございます。今般の山田町の事案につきまして

は、市町村が委託事業でＮＰＯ法人と委託契約を結んで実施した事業で発生した事案と

いうことでございます。  

 それから、資料の１番が国の緊急雇用創出事業の実施要領でございます。これについ

ては説明割愛させていただきまして、インデックスの２番でございます。緊急雇用創出

事業補助金交付要領ということで、これは県の要領でございます。これの資料インデッ

クス２番の資料にページは書いていないのですが、１枚目をめくってください。１枚目

をめくると、第３というふうになっております。第３に記載のとおり、この事業につき

ましては第３の（１）のアでございますが、緊急雇用事業及び重点分野雇用創出事業、イ

のところで地域人材育成事業、それから下のほうで、ウのところで震災等緊急雇用対応

事業ということで、事業メニューが基本的に４つに分かれております。各市町村では、い

ずれかのメニューに該当すれば、複数の事業を実施できる仕組みになっております。  

 そうした中で、資料の３番をお開きいただきたいと思います。これが県と山田町の間

で最初に契約を結びました緊急雇用創出事業補助金交付契約書でございます。これを２

枚めくりますと、横に表がございます。４月１日に契約を結んでおりますが、先ほど申

しましたとおり、事業メニューがいっぱいありますので、ここに３つの事業、下のほう

には６つの事業があります。めくりまして、最後のところにまた３つの事業があるとい

うふうに、山田町でも複数の事業を実施しております。  

 大雪りばぁねっとに委託した事業、この中の山田町が委託した事業の中の一つでござ
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いますが、これは４月１日の契約には入ってございません。４月１日の時点では計画に

は盛り込まれていなかったところであります。  

 インデックスの３―１でございます。インデックスの３―１が１回目の変更契約、４

月 28日の変更契約でございます。ここに第１の（２）のところにアンダーラインが外れ

ている部分が山田町災害復興支援事業、これを含む 11の事業を追加するという変更契約

を結んでおります。４月 28日に山田町と県の間で初めて変更契約で大雪りばぁねっとが

行った山田町災害復興支援事業が追加されたという形でございます。  

 めくっていただきまして、一覧表にもその事業がありますが、別紙４というＡ４縦の

重点分野雇用創出事業計画書というのがその契約に入っておりまして、事業費が

9,161万 849円ということで計画書が出されて、この事業がこの計画書によって変更契約

を結んでおります。  

 ちなみに、山田町から県に提出される事業計画書というのは、基本的にはこの１枚の

みということで事業が進んでおったところでございます。ですから、ここに書いてある

事業内容につきましては、上のほうに事業内容書いていますが、物資センターの運営、防

犯パトロール云々と、事業内容についてはこういう形での記載であったということでご

ざいます。それから、積算内訳がございますが、積算内訳についてもこのような内訳が

出てきておりまして、この１枚の計画書の審査をもって事業計画を認定する、変更する

という形をとっております。  

 当初 9,100万円でございましたが、３―２、７月 29日に１回目の変更をしています。変

更金額は、全ての事業を含んだものなので、大雪りばぁねっとが行っていたものについ

ては、まためくれば、同じような変更後の事業計画書、２億 1,100万円余になっていま

す。  

 それから、資料３―３でございます。資料３―３で、11月 26日の変更契約におきまし

て、同じように変更後の事業計画、２億 1,100万円余になっています。  

 資料３―４、これは 24年３月ですが、これも２枚めくりますと変更後の計画がありま

して、最終的に４億 3,000万円になるという経過でございます。  

 なお、県と山田町の間で、23年度、複数の変更契約を交わしているのですが、第３回、第

４回の変更契約には山田町災害復興支援事業の変更は含まれていなかったということ

です。  
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 先ほど申し上げました、事業計画書１枚で審査しているというあたりにつきまし

て、最初の検証委員会でもいろいろ意見がございまして、北海道及び東北６県の審査方

法を調査した経過がございます。それがインデックス４でございます。インデックス４

に他県との比較、他県の確認状況がございますが、これにつきましては報告書のほうに

なるのですが、結果としてはどの県も同じような審査方法とか事業計画書の様式であっ

て、そんなに差異はないというふうな形でございます。詳しく見ると時間がかかると思

いますが、手順としてはそれほど差異があるものとはなっていないということでござい

ます。  

 それから、インデックスの５番でございます。これが先ほど来話にも出ております御

蔵の湯の外観の写真でございます。役場庁舎のすぐ前に建設されて、今は取り壊されて

存在しておりませんが、あった当時の写真、さきの検証委員会のときに撮った写真でご

ざいまして、かなりきっちりした建物でできています。  

 それから、資料６でございますが、御蔵の湯が県の職員も確認した後に、県のほうで

もこの事業については注意して進めなければいけないという認識を持って、この御蔵の

湯が完成したのが 12月でございます。その後に山田町との間で打ち合わせを持っており

ます。その結果が資料６、裏に打ち合わせ資料がついているということで記載しており

ますが、確認しているということです。  

 それから、資料７でございますが、資料７につきましては県のほうで３月 16日にＮＰ

Ｏ法人のほうに出向きまして、直接の指導を行った経緯でございます。このあたりでＮ

ＰＯ法人の会計処理のずさんさ等を県では認識していたというあたりでございます。い

わゆる資料のほうは、最初の段階で関係あるのは大体今のあたりかなというふうに思っ

ておりました。  

 それから、すみません、ちょっとあともう一点だけ御説明させていただきます。報告

書のほうを御覧いただきたいのですが、さきの検証委員会の報告書に戻って、報告書

14ページでございます。先ほど説明いたしました北海道、東北６県の審査方法の違いに

ついて、前の検証委員会、検証した結果が 14ページにございます。15ページの頭のほう

にその状況ということで書いておりますが、それぞれ差異はあるのですが、大きな差異

はないというような結論を前の検証委員会で確認してございます。  

 それから、もう一点ですが、17ページでございます。17ページの下のほうのセンテン
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ス、県が個別事業に直接関与しない理由ということで、前回の検証委員会におきまして

は、県は地方自治法の 221条の第１項、いわゆる調査権でございますが、これについて

は補助金の最終受領者というふうにありますけれども、県の調査権がＮＰＯ法人まで及

ぶのかというのが焦点になりまして、これについては県のほうでは県が補助金として交

付したのは山田町に対してなので、山田町から委託費としてＮＰＯ法人に支払われてい

るので、県はＮＰＯ法人に対して直接調査する自治法上の権限はなくて、市町村に対し

てしか調査できないのだというような、法的な観点の一つの論点になるかと思っており

ますが、そういう確認をしております。  

 

（菊池副部長兼商工企画室長）  

 以上が議事の関係に付随しての事務局からの説明でございます。今回１回目というこ

とで、突然本格的な意見交換というわけにもいかないのかもしれませんが、事務局にい

ろいろ確認をいたしながら御意見を述べていただくような格好で結構でございますの

で、それぞれテーマにつきまして御所見をいただければと思います。  

 

（山口氏）  

 わからないので、いろいろと教えてください。御蔵の湯について、リースだとか、財

産取得に当たるものがあるので、リースだったらいいよというようなこともあったと思

うのですけれども、それがこの案件でなぜ問題になったかというと、もともと緊急雇用

対策ですので、それがリースだろうが、そうでなかろうが、要はきちんと雇用が確保さ

れていて、最後まで賃金が支払われていたのであれば、多分大きな問題にはならなかっ

たのではないのかなというふうに私は思ったのですけれども、それが実際は、結果にな

ってくると対象経費は何なのかというようなことで、結構細かになってきて、リースは

いいのだけれども、そうでないとすればだめなのだというふうになってきたのではない

かというふうに私は理解したのですけれども、その辺の補助金の目的と、それからそれ

が達成されなかったことによって別のものが見えてきたということでいいのかどうな

のかというようなことで、ちょっと感想といいましょうか、その辺についてちょっと教

えていただきたいと思います。  
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（岩渕商工企画室管理課長）  

 基本的におっしゃるとおりなのかというふうに考えますけれども、今回の事案につき

ましては、この問題が明るみになるのは 24年度になってからでございますけれども、山

田町がＮＰＯ法人に契約額の 100％を前払いしていたと、前払い金で渡していたと。そ

れには当然人件費等が含まれているのですが、１年分の人件費ですが、それを 11月まで

に使い切ってしまって、12月分も支払えなくなって事業を中止したというのが問題が明

るみになって発生した事件でございます。その後に調査した結果、リースにつきまして

も確かにリースであればという形で進めていたのですが、そのリースの実態がなかった

という、そのリース先もＮＰＯ法人の関係者が設立した、実際に稼働していない会社を

使ってリース契約をしていたというような、リースの実態がなかったというような事実

をもって、その補助対象外としたという経過でございます。答えになっているかどうか

わかりません。そういう事実経過でございます。  

 

（内田氏）  

 ちょっと関連でよろしいですか。  

 

（菊池副部長兼商工企画室長）  

 内田先生、お願いします。  

 

（内田氏）  

 御蔵の湯の点が２番目にあるので、そこで積極的に発言しようかと思っていたのです

が、今のに関連して、これリースだったらいいといったときに、今回はリースの実態が

ないということがあったので、問題にならないかもしれませんが、では完全リースだっ

たらよかったのかどうかという部分についての、私自身も考えてよくわからないところ

なのです。これ例えば何とかというリース会社が全部資材も自分で調達して、自分でリ

ース会社自身が建設会社に発注して完成させると、それは当然将来的には解体するもの

ですから、それの解体費用とかも、あとその間の期間の金利なんかも全部含めて、それ

でリースを設定したような場合、それをリース会社と契約したときに、今回はこれだと

建設工事には当たらないということでセーフになるのかどうか。  
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 さっき山口先生のお話だと、それで実際残るものがなくて、解体もされて、その間き

っちり雇用も継続されたとすると、使い方としてはそんな今まではやかましいことも言

わなかったのではないかといったような趣旨の御発言に私受け取ったのですが、これ詰

めていったときに、では純粋リース契約で、写真拝見すると壊すのもったいないような

気はしますけれども、何はともあれ壊すと、あくまでもこれは仮設であると、これの資

材とか組み立て建設費用、解体費用、金利も全部含めてリース会社が一旦は負担して、当

然ながら所有権もリース会社があると、それを月々の分割金利に直して、これでリース

業者に払った場合に本当によかったのかという、この点が私よくわからない。  

 

（岩渕商工企画室管理課長）  

 よかったのか、大丈夫だったのか、完全なリースであれば大丈夫だったのかという結

論になりますと、それは当時判断するというのは困難だったと思います。と申しますの

は、仕組みといたしまして補助事業でございますので、例えば山田町はこれはリースだ

と言う、県もリースだと認めたといたしましても、最終的に会計検査というものがあり

ます。会計検査によって、これは補助対象外だというふうな判断がなされれば、そこが

基本的には補助事業の補助対象経費かどうかの判断になります。最終的なところは会計

検査が入って、そこで指摘なりがあるというのが基本的には今の行政の補助金事務の流

れになっております。  

 事実関係といたしましては、このときにはどういう判断をしたかといいますのは、資

料ナンバーの９でございます。資料ナンバーの９で、県のほうでこの事案については一

旦建設工事であって、補助対象外だというふうな、１回山田町に対して指導というか、そ

ういう回答をしているのですが、それについて再度山田町と協議いたしまして、最終的

に資料ナンバー９の裏面でございます、ここに書いてあるような確認事項を出して、山

田町から回答をいただいて、これであれば補助対象とできるのでないかというような形

を、23年度は補助対象としたということでございまして、その後解体されていれば問題

なかったのかという話になれば、また会計検査院の話になります。  

 もう一点、ちょっと長くなりますが、補足して説明させていただきたいのですが、今

般会計検査の結果の状況を出しているのですが、資料の 14でございます。資料の 14の会

計検査の結果報告を出しておりまして、それの４ページ以降に山田町の事案とは関係の
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ない部分なのですが、緊急雇用のリースの取り扱いについて、別の事案で問題になった

事案がありまして、ＤＩＯジャパンという、またこれも全国的な問題になっている事案

なのですが、リース契約、パソコンとかそういうのを１年契約のリースするのですが、そ

れを買い取り価格と同じようなリース料を設定して、１年契約して、その後自分たちの

ものにしてしまうというような事案が発生して問題になっているのですが、それについ

ての報告なのですが、これについては今般の山田町は関係ありませんが、これについて

は改善処置済事項ということで、制度的に見直さなければいけない事項だということを

会計検査院は、国のほうに改善をさせて返還対象にはなっていない事例があるというこ

とでございます。ただ、この緊急雇用創出事業のリースの取り扱いというのが非常に明

確な基準がなくて、いろんな形でリースが行われていたというのが現状でございまし

て、会計検査院のそういう結果報告になっているということを補足させていただきます。 

 

（山内氏）  

 今回リースであればよかったのかという話になりますね。ですから、御蔵の湯をリー

スで設置すれば緊急雇用事業でそれができるのであるだろうと。要綱、要領上、リース

であればいいですよということになっているので、それであればオーケーであると。た

だ、それをでは経済性の観点から見たときに、それが合理的であるかというようなこと

で、そういうところからの問題といいますか、ポイントのひとつになるのではないかと

考えます。ですから、御蔵の湯が補助対象になるのかどうか、リース契約ならばよいの

かということを経済性の観点からも見る必要があろうかと思います。  

 

（内田氏）  

 さっき私が純粋リースだった場合どうかというような設定の仕方をして、わからない

というふうに言ったのですが、自分の中ではある程度の見通しというか、判断は持って

いまして、いわばそれがリース契約として合理的かどうかという、今山内先生がおっし

ゃったところなのだと思うわけです。本件の場合は、結論からいうと、建設工事として

発注したのと目的は同じですよね。これは、どう考えてもリース契約にするのが合理的

な事案だとは、これはふたあけてみればなのか、初めからなのかは置いときますけれど

も、これは純粋リース契約でやったとしても、やっぱりちょっと無理があった事案だっ
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たと私は思います。  

 

（山内氏）  

 内田先生おっしゃるとおりかとは思います。ただ、あの震災後の時期ですね、初めは

自衛隊さんが簡易の風呂とか提供していましたよね。そんなのがみんなに利用されてい

ました。それで自衛隊さんのほうが引き上げていったのですよね。それで町民のほうか

ら代替施設という声があったのですかね。それに町としては入浴施設を必要としたので

しょうね。それで、町はこのメニューを使ったと。問題はありますけれども、代替施設

をセットしたいという気持ちはわかります。本件事業でやっていこうというふうに考え

たのでしょうか。  

 

（岩渕商工企画室管理課長）  

 当時でございますけれども、山内先生おっしゃるとおり、自衛隊が入浴の場所とかを

緊急用のものを設置していたのですが、それがなくなりました。なくなった背景には、仮

設住宅が建ち始めた時期でございます。それで、そういう自衛隊の入浴施設がなくなっ

た。そういう中で、山田町さんのほうで企業から入浴施設に使える機械の一部を無償で

もらえるというような話があって、それを活用して御蔵の湯をリースでやらないかとい

うような形で、この御蔵の湯の建設が進んでいったということで、確かに被災直後でご

ざいますので、そういう施設の必要性は非常にあったのだろうなというふうに、地元の

人にも喜ばれていたというところは事実としてございます。  

 

（山内氏）  

 すみません、ちょっと私勘違いしていました。そうすると、経済性の観点から見ます

と、要は無償で提供されたものと、あとリース契約したものございますね、そっちのト

ータルの費用といいますか、そういうものは結構安くなるということでしょうか。その

辺がよくわからないのですが。  

 

（岩渕商工企画室管理課長）  

 経済性の話になりますと、当時御蔵の湯の話になっておりますが、これまた特殊性が
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あるのですが、先ほど事業計画、１枚ものだけで審査しているというふうにあったので

すが、それを見ても公衆浴場の運営という事業内容が一つも出てきません。被災者支援

という中に含まれているという中で、積算内訳はそこにあったリース料で出てきている

だけでございます。そういう状況でございまして、県のほうで初めて写真で見たような

ものができるということを一番最初に把握したのが、工事が進んでいたところたまたま

見たという情報が入った 11月でございます。11月に初めてそういうのを知った。12月に

開所式があったのですが、それであの現物を確認したということです。これについて、ど

ういう取り扱いになるのかというのを町に確認して、リースだという話で進んで、３月

に対象になるか、ならないかというような山田町と県の間でそういう協議が進められた

ということで、経済性のようなところというのを検討する前に物ができてしまっていた

という、そういう事実でございます。  

 

（山内氏）  

 その前の段階でリースかどうかということまでは確認できなかったということにな

りますね。失礼しました。  

 

（山口氏）  

 雑なお話で申しわけないのですけれども、私の感覚ではあくまでリースだろうが何だ

ろうが、要は公衆浴場をつくりたかったということがあって、それをどういうふうにつ

くるかというのは二次的な問題だったと思うのです。山田町のほうから県のほうに問い

合わせたところ、財産取得になるようなものはだめなのだと言われたので、では便宜的

にリースだったらどうなの、これだったらできるのではないのかというような発想等で

つくったのではないのか。それは、経済性も重要なのですけれども、一番はやっぱり必

要性だと思いますので。その当時必要なものだったと思うのです。最終的に会計検査が

あったときに、もしかしたらだめと言われたかもしれないし、もしかしたらそれでいい

というふうに言われたかもしれないし、そこはその時点ではわからなかったわけでござ

いますので、そこでとにかく必要性があるのだからやろうよということで、山田町とし

てはつくったと。審査する県のほうでも、今言われたような話で、最初のときにはそう

いったところまで見るような書類もなかったので、それで認めたということであるかと
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思っていますので、だとすればその時点では特段問題なかったのでないか。なぜ問題に

なったかというと、結局その事業をやっている最中に緊急雇用対策であるにもかかわら

ず、解雇した。そこで初めて問題になってきて、なぜそうなったかということを掘って

いくと、リースだとかそういったことに気づいたということで、それはあくまで結果の

問題であって、問題は緊急雇用対策事業、それに合致しているかどうなのか、どのぐら

い雇用が創出されたのか、ここが重要な点であったのではないかというふうに思ってい

るところなのです。結論としては、リースであったのか、たとえそうでなかったとして

も、そこまでは必要性があって始めた事業で、それを認めた県としても、ここの分につ

いては特段問題なかったのだろう。ただ、変更契約で金額が増えて、それでもなおかつ

というところもあるので、そこは別途検討したいというふうに思っています。  

 

（竹中氏）  

 私の見方は、さっき山口先生が最後におっしゃったところが一番のポイントだと思い

ます。被災という状況なので公衆浴場が必要だという必要性はあった。それに対してで

はどうすればその必要性を満たせるだろうかと考えたとき、リース契約ならいけるので

はないかというところまで、これはいいと思うのです。リース契約である以上は、適法

だったのでしょうから、リース契約として適法なことをやって行っているのであれ

ば、県としては１枚ものの計画書を見て、そのままスルーというので構わなかったのだ

と思います。ただそれは、あくまで事前の見方であって、事後から見たときに経済的合

理性があるかどうかというのはかなり、内田先生もおっしゃるとおり、怪しいものがで

きていったのだと思うのです。事後から見ていったらこうだったと、会計検査院の審査

も通るような話ではないものができたというのは事後の関係。では、それをどこで見抜

かなければいけなかったかなというのは、最初は 1,500万でしかなかったリース料が最

後は１億を超えてしまっているわけなので、その途中でどこかで誰かがこれはおかしい

のではないのと。御蔵の湯が建っている状況を見て、これリースでいけるものなのかと

気づいてもらって。そういう最初の通す段階と最後に裏から見たときの不当性というの

は、やっぱり両立し得るので、その両立する間のチェック機能がどう働いたかというの

が問題だと思っています。  

 話が少し戻るのですけれども、インデックス４の他県の調査の仕方で、大きなところ
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で変わりがないという御説明でした。そういうくくり方もできるのだけれども、実は事

業計画の審査の上から５段目ぐらいのところに、①、②、つまり人件費が２分の１かど

うか確認とか、積算内訳に記述された範囲内の確認というのがほぼ全ての道県一緒にな

っているんですけど、青森県とか宮城県では疑義がある件については個別に確認してい

る、疑義が生じた場合は説明を求めているということです。やっぱり疑義が生じた時点

で書面審査を一歩踏み出さねばならぬ、ある段階があるのだと思っていまして、だから

冒頭に内田先生がおっしゃっていたネガティブ情報に接したときにどう出るかという

ことなのだろうと思っていてその辺がポイントかなと思います。  

 

（田村氏）  

 先ほどの竹中先生御指摘のように、どの段階でチェックが可能であったのかとい

う、法的にはそういうことになろうかと思うのです。見ていますと、変更契約書、契約

という形をとっているわけですけれども、ちょっと記憶違いがあろうかと思いますけれ

ども、いわゆる協定書、これについても最高裁判所は法的拘束力があるという判決を出

していて、協定は恐らく契約というべきだろうとは思いますけれども、そうなりますと

最初に山口先生おっしゃったように、県として県民の方のために動くという観点でいき

ますと、契約書、計画の復興のお金ですね、この趣旨に従って山田町は動く必要性もあ

ろうかと思いますし、そういう法的拘束力というの、どの程度のところで考えるかはま

た別でしょうけれども、ただいずれにしてもそうなってきますと県として交付した、だ

からあとはチェックをしないということになるとやっぱりまずいので、何らかの形

で、ある程度の段階で、契約内容どおりの使い方がなされているのかどうか、それがで

きたのか、あるいは全く無理だったのか、このあたりは見ておく必要性があるのかなと

いう気はします。それが、ちょっと飛ぶようですけれども、補助金の最終事業者を町と

見るのか、それともその先にある民間の団体まで県として見るのか、法解釈としてはそ

ういうところになろうかと思っています。  

 

（菊池副部長兼商工企画室長）  

 ありがとうございます。たくさんの御意見をいろんな観点からいただきまして、御蔵

の湯に焦点当てながら審査のあり方についても御議論いただいています。チェックの観
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点というのは山内先生がおっしゃるように、ああいう状況で確認に至らなかったという

事態もある中で、審査なりチェックの段階で、竹中先生おっしゃるように、疑義があれ

ば都度しっかり対応するのは当たり前だろうということでもありますので、きょうの議

論でどこまでするかはあれですが、そこら辺の論点を少し私のほうでも整理して、改め

て文章なりなんなり、各先生方の御見解、御意見等をまとめたいと思いますので、照会

させていただきたいと思いますので、そういう形で対応したいと思いますが、さらにこ

の件につきまして今回お気づきのこととかお願いしたいなと思います。  

 内田先生、お願いします。  

 

（内田氏）  

 内田です。平成 23年度の事業計画の審査と進捗管理等、抜本的なことに戻らせていた

だきますが、３―３の２枚目の裏、１枚目は事業計画書で、ここの新規雇用の失業者に

係る人件費でいうと、合計１億 7,400万円台と、それが３―４の２枚目の裏にいくと２

億 4,600万円近くと。ここの右側の欄見ると、雇用する人数自体は全く変化がなくて、あ

と稼働日数というのですか、それも全然変わりがない。これ見ていくと、社会保険料の

金額とかが違ってきているようですが、それで金額をふやしていて、あとレンタルリー

スが２枚前のやつと比べると倍近くに膨らんでいます。これ期間が同じで、雇用の人数

も一緒で、稼働日数も想定は一緒のときに、これもともと雇用創出事業なのです。だか

ら、全体の事業規模の中でも、予算の中でも半分以上は人件費でなくてはいけないとい

うふうな枠もついているのだと思うのですが、形式審査ということからいうと、こうい

うところというのは県としては気になるところなのではないかなというふうな気がす

るのですが、こういうときというのは個別の踏み込みというのはなさるものなのでしょ

うか。  

 

（栗澤宮古地域振興センター地域振興課長）  

 現在宮古地域センターのほうの事務を担当しております栗澤でございます。通常計画

書を審査する視点が、一般的には人件費２分の１はもちろんなのですが、事業費の中身

についても疑問点があればその時点で市町村に照会してございます。今御指摘いただき

ました人件費の問題で、社会保険料がふえているようだという指摘もございましたけれ
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ども、実は社会保険料の場合は一般的には事業主と実際の従業員が半分ずつ負担するの

が一般的な仕組みでございますけれども、このときはりばぁねっとでは社会保険料を全

額、少しでも従業員の手取りをふやしたいという趣旨で、法人が全て委託料の中で社会

保険料も負担したという、最終的に、23年度についてはですね。その辺もあって社会保

険料がふえたという原因がございます。  

 それから、個別事業の中の人件費以外の経費について疑問な点があれば、その都度確

認はしてございます。このときも、経費の内訳を取り寄せて確認したというふうに当時

の担当者からは確認してございます。  

 

（岩渕商工企画室管理課長）  

 ちょっと確認しますけれども、報告書のほうの 11ページでございます。11ページに、先

ほども触れましたが、平成 23年度の補助金額、これは４億 3,000万の内訳がございま

す。再確認による補助金額というものがその横にあります。人件費の分がたしか２億

3,000万円、今内田先生おっしゃったとおり、２億 3,100万になっているのですが、再確

認した結果、１億 9,990万円余というのが、これが県の、中途でそこまで確認できなか

ったのですが、再確認ということ、問題を発見しての再確認の結果での確定はこの数字

になっています。  

 それから、リース料もこれでございます。下のほうになります。リース費が最終的に

膨らんで、補助金額というのは 9,800万円余でございますが、再確認による補助金額と

して 2,900万円余となっています。その横でございます。補助対象経費外にした内容が

書いてありますが、委託契約外が発生した経費として 270万円余、リースの実態が確認

できないということで 6,400万円余になっているのですが、この辺のふえたのについ

て、最終確認しているのですが、それを 23年度中にどこまでやれたかという話になるの

かなというふうに考えております。  

 

（山内氏）  

 その辺なのですけれども、要綱のほうに出たときに、そういった補助対象外の内容を

要綱に沿って、対象外の経費を当てはめていったというふうに思うのですけれども、そ

の辺がどんなふうになっていたのか。また、資料の２の要領がございますが、当該業務
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を的確に遂行するに足りる能力を有する者としていますけれども、これは何をもって判

断されたのか。  

 

（岩渕商工企画室管理課長）  

 委託事業を行う場合の受託者の適格性みたいな話であるかというふうにお伺いいた

しました。これにつきましては、同じ資料２の１枚目でございます。定義の第２の（１）

の委託事業がございます。この２行目からですが、市町村が民間企業、シルバー人材セ

ンター、非営利活動法人、その他の法人または個人以外の団体であって、当該業務に的

確に遂行するに足りる能力を有する者に委託して実施するというような部分がここで

すが、その足りる能力ですが、その辺も論点の一つかなというふうに結論的に考えるの

ですが、例えば今回の大雪りばぁねっとは旭川が拠点でございましたけれども、ほとん

ど大きな事業というのは実施した経験がない法人でございます。そういう事業実績とか

そういうのを、直接的な基準というのを要綱では定めていません。逆に今度それを定め

ると、ＮＰＯとかの場合には経験のないところは受託できませんよという形にしてしま

いますと、育成面での問題という弊害もあるかと考えています。ただ一方で、やはりこ

ういう実績のなかった大雪りばぁねっとのようなところに億単位の事業ができたのか

というのは、一つのポイントではあって、ただそれをもって県が山田町にこの法人との

契約はだめですよという根拠みたいなものがあるのかというあたりは難しくなると思

いますが、そういう適格性の問題はあったのではないかというふうな認識はしておりま

す。  

 

（菊池副部長兼商工企画室長）  

 一般的な評価基準といいますか、判断基準について補足させますので。  

 

（栗澤宮古地域振興センター地域振興課長）  

 栗澤でございます。審査に当たって、いわゆる受託者の適格性について、基本的な裁

量は市町村なのかなと思っています。ただ、一般的な要件を満たさない、いわゆる私

人、個人の場合は当然問題あろうかと思いますけれども、ＮＰＯ法人であれば特に実績

を加味していれば、実績で基準を設けて、ある一定以上の実績がなければ受託者として
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不適切だというような判断は県ではなかなか難しいのかなと思います。  

 それから、当時、私その当時はいなかったのですけれども、受託者のＮＰＯの代表が

いち早く被災地、山田に駆けつけて、いわゆる遺体捜査の部分でかなり実績を上げたと

いうことで、かなり山田町からは信望が厚かったというか、そういう部分がありました

ので、この辺を県としてもきちんと山田と受託者の関係については把握していたと思い

ます。そういう状況から判断して、県として受託者として不適格だという判断はなかな

か難しかったのかなという感じがございます。  

 

（菊池副部長兼商工企画室長）  

 この緊急事業、先ほど要綱も御覧いただいたとおり、あれが基準ですので、ある意味

全てということで、あとは委託側と、受託者として適格かどうかという、委託者、この

場合は山田町ですが、と委託相手、受託者をどう評価するかというところは、まさしく

町ならではの判断というところは明確な排除要件がないということで、ちょっと事務局

として言い過ぎかもしれませんが、制度的にはちょっと甘い制度だったのではないかな

という気はいたします。一方では、もともとは山口先生がおっしゃったように、雇用の

ための事業ですので、こんな大がかりな、要するに極大化して、事業がいたずらに大き

く拡大していくというところまで想定される事業スキームにはなっていないというこ

とが一般的な行政側としての受け取り方ではあります。ちょっと言い過ぎかもしれませ

ん。そういった中で、この事案は余りにも肥大化していったというところと、余りにも

使い方が振り返ってみればずさん過ぎた対応だったなと。この場合も、内田先生がおっ

しゃったように、受託者の属性としての適格性の問題というところで、ちょっと論点を

分ける必要があろうかと思いますが、 23年度のいわゆる補助事業の計画審査において

は、形式的な手続はいろいろ踏んではいるけれども、竹中先生がおっしゃったように個

別に疑義が生じた時点でどう確認すべきだったかという対応のよしあしというところ

は論点になろうかと思います。  

 振り返ってみれば、御蔵の湯に関してはリースだと、リースとしては扱えないという

時点になったところでは、これもちょっと言い過ぎかもしれません、続けるならば町単

独事業という方法も一方ではある、分離して。そういったこともいろいろあったと思い

ますが、山田町の検証資料のとおり申し上げますと、どうやってつくって運営するかと
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いうことでこの雇用事業を使ったという結果論的なことで、その手法をとったというと

ころで無理があるなというような検証が出ております。そんな状況だったのではないの

かと。  

 

（竹中氏）  

 一応この点についての私の考え方を述べます。これもやっぱり入り口と出口と途中経

過の話になるのだと思います。入り口ではやっぱり雇用してもらうことが大切、しかも

それだけ被災直後から活躍したＮＰＯ法人でやる気あるところだと見えていたわけな

ので、やってもらうという姿勢に何ら問題はなかったと思います。でも、最終的に出口

で見てみると、これかなり不当で、全く適切でなかったＮＰＯ法人だということが判明

した。入れるときは事業に対して全く問題なかったのだけれども、結果、ふたをあけて

みたら最悪だったということなのですが、途中のところで気づけなかったのかというと

ころに問題があって、人件費がふえていく、どんどん、どんどんふえていく。途中だと、内

田先生御指摘のとおり、雇用人数全然ふえていないのに人件費がふえていく。それがな

ぜふえているのかと見ると、社会保険料、事業主負担するからだと。それだけの余裕が

あるのか。そこが疑義が生じ得た時点だと思うのです。では、なぜそういうふうなとき

に、手取りをふやしたいのだという話になったのか、それ自体は想像なのかもしれない

けれども、同時にリース料とかそういうのもふえているので、後から見るとこれ完全に

人件費を過半にするための数字合わせにしか見えないわけです。なので、そこでちょっ

とチェックして、本当に事業主負担しなければならない状況だったのか、実際にしてい

るのかどうかわからないのですけれども、そこら辺を検討する経緯は幾らでもあったの

に、そこを見逃したと、こういうことだと思います。  

 

（内田氏）  

 業務の設定に係る問題なのですけれども、これはあくまでも緊急雇用の事業の予算の

使い方として、補助の対象外かどうか、例えば、これが町の単独予算でやる場合に、町

民にとって今例えば仮設住宅ができている中で本当に必要なのかどうかというのは、山

田町の調査報告書読むとまた違った展開も出てき得ると思うのですけれども、そこは置

いといて、町が本当に必要だと思った事業を町の財源でもってやることには何ら問題な
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いのだと思うのです。これは、まさに縦割りであるこの事業を使ってやって、それが県

でもいいよ、いいよと言っといて、後でやっぱりだめだったとか、今回それに近いこと

になっているわけなのだけれども、そうすると町としては、結局町の負担になってしま

うわけですよね。補助金返還か、あるいはもらえないかのどっちかになりますから。そ

れは、そのほかの町の事業にも影響を与えてくるわけで、結果的にそのしわ寄せという

のは町民に行ってしまう。だから、本当に必要かどうかということだけで割り切れない

のは、縦割り行政の補助金使う話だから、結果的に除外になって返還とか交付されない

といったようなことはなしにしなくてはいかんということについての、やっぱり県は義

務は負っているのだと思うのです。そういう土俵の中でのネガティブ情報出てきたとき

にどう踏み込んで対応すべきだったか、これは非常時か非常時でないかは問わない話だ

と私は思っております。少なくとも 23年度の審査の段階で、御蔵の湯も含めて事前審査

の段階でチェックするのは難しかったと思うのです。今みたいなやりとりはしているの

で、社会保険がどうのこうのと。リースのほうはもう少し突っ込めば、何か出てきたの

ではないかなという気はしますけれども、それは推測にすぎませんので。だから、それ

が 23年度の審査については、御蔵の湯の点については除いて考えれば、特に県の対応と

して法的な意味での責任が問題になるようなものは、これまで私が見た資料の中から見

られないという結論になります。  

 

（菊池副部長兼商工企画室長）  

 ありがとうございます。お二人からこのテーマについての、今回のテーマについての

総括的な一つの見解をそれぞれお示しいただきました。ほかの先生方のほうで何かござ

いませんでしょうか。ちなみに、今回の議論はあくまでも過程、プロセスのあれですの

で、１回１回いただいた意見は、先ほど申し上げましたように、整理してフィードバッ

クさせていただきます。この後、２回か３回以上あるのかなと思いますが、機会をつく

りまして、全体をまた見直しながら整理していくという、そういうような形を並行して

やりたいと思いますので、きょう何か総括する必要はないと思っていますので、どうか

気づいた点についてお話、あるいは質問していただければと思います。  

 

（山内氏）  
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 町とＮＰＯですね、委託者と受託者は、いわゆる補助金適正化法がございますよね、あ

と事業の要綱、要領、それらについては一定の水準の理解をしていたのですかね。その

辺ですけれども、すみません。ですから、さっきあったように、県に言ったら県がいい

と言ったから上げたのだよと言うのか、それとも補助事業、いわゆる税金で行う事業は

どうあるべきで、このメニューはこういうものなのだというふうな認識があっていてや

っているのか、それとも、県がいいといったら計画を上げるというふうなものなのか、そ

の辺ちょっと感じはどうなのですか。  

 

（栗澤宮古地域振興センター地域振興課長）  

 私の個人的な感想も入りますが、やっぱりこの事業は 10分の 10国の予算だというとこ

ろが根本にあるのだろうと思います。当然市町村も限られた予算の中で財政編成しなけ

ればならないので、通常の事業であれば市町村の予算編成の時点でもう少し厳しく事業

の中身、査定、チェックが入るのだろうなと思います。結果的に国から県、県から市町

村に 10分の 10の事業費、いわゆる町の単独持ち出しがないということなので、市町村自

体のチェックも甘くなるかなと。それは、今回の山田町に限ったことではございませ

ん。私がここに来て三陸沿岸、この事業をいろいろチェックしてみて、そういう感じを

持っております。  

 

（岩渕商工企画室管理課長）  

 今の質問に関連してでございますけれども、この緊急雇用創出事業ですが、補助対象

となるのは実際に支払った経費のみになるわけでございます。人件費と、その他の経費

にいたしましても、実際に支払った支出証拠書類を確認して、その額を交付するという

仕組みになっております。したがいまして、基本的に受託者には利益が生じない仕組み

になっているわけでございます。そうしますと、最初に委託契約を結んで事業計画を出

して、委託ですので実施主体である山田町さんがこういうことをやるのだということを

決めるわけなのですが、それが後から補助対象外の経費が出れば、受託者が自分の身銭

と申しますか、どこからかその返還経費を出さなければいけなくなる、補助対象外の経

費を出さなければいけなくなるという仕組みでございます。そういった面において

も、最初の委託契約のところで、山内先生おっしゃったような、そういう仕組み、ルー
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ルがこうなっているのだということを当該ＮＰＯ法人がきちんと理解をしていれば、委

託していなかったかもしれませんし、その点の不足は、震災直後の混乱ではありました

が、スタート時点でその辺の理解が足りなかった部分があるのではないかというふうな

ことは我々も感じているところでございます。  

 

（山口氏）  

 今の説明で、基本は精算払いだと思うのですけれども、これちょっとどこの資料だっ

たかわからないですけれども、前払いだというようなことで、大分払っているなという

ようなところで、この辺の根拠というのはどの辺にあるのでしょうか。  

 

（岩渕商工企画室管理課長）  

 前払いの仕組みにつきましては、それぞれの自治体、山田町とＮＰＯだとか、山田町

のほうの町の中のルールで、契約の中で前払いできますというふうなルールでありま

す。県におきましても、市町村に対してできるのですが、それも前払いが８割まででき

るというルールがあります。前払いしたのも目的外に使ってしまったという問題が起き

るので、前払い、そもそもないほうがいいのかという議論もあるかと思うのですが、や

はり資金運用とかの関係で実際に各経費については前払いが必要だというふうな形で

実施しています。  

 

（山口氏）  

 公共事業案件だとしても、８割ってかなり多い、余り見ないと思っているのですが、な

ぜ前払いするのかというと、相手方が事業遂行に関して事業遂行能力があるからという

ようなことで前払いというようなこと、結びついているかなというふうには思ったので

すけれども、この場合、事業遂行能力についての審査が余りできない中で、なおかつ町

から多額の前払いが出ているので、これは最初の段階にチェックができたのかなという

ふうにも考えられるのですけれども、その辺はいかがでしょうか。  

 

（栗澤宮古地域振興センター地域振興課長）  

 先ほど県と山田町の契約の中で、前払い金の割合ですが、契約上９割前払いできるこ
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とになっております。ただ、県から山田町に対しては前払い金は一切しておりません。今

になって思うのですが、山田町が受託者に対して結果的に 10割前払いしていたという情

報は県にはございませんでした。  

 

（菊池副部長兼商工企画室長）  

 ほかに何か確認も含めてございませんでしょうか。そろそろ予定していたお時間、お

忙しい皆様方ですので、いただいた時間がそろそろ参りますが、この際何かございまし

たらお伺いします。もしそうでなければ、きょうのところの意見交換、検討はこの辺に

させていただきまして、再三申し上げましたとおり、きょうの議論を精査させていただ

いて、説明の至らなかったところについても書面で説明し、補強しまして、後日お届け

いたしまして、次回の議論の振り返りのときにお使いいただければと思います。  

 よろしければ、今回の議事の４つ目の件につきましては一旦閉じさせていただいてよ

ろしいでしょうか。  

 

「はい」の声あり  

 

（菊池副部長兼商工企画室長）  

 いろいろ御意見、御指摘いただきましてありがとうございました。  

 

３  その他  

 

 それでは、次第によりますと次はその他でございまして、事務局から次回の会議日程

等について御説明させていただきます。  

 

（岩渕商工企画室管理課長）  

 次回の会議日程でございますけれども、２月 16日火曜日、次回は午後３時からという

ことで予定させていただきたいと思っています。場所でございますが、盛岡駅の西口、今

日来たところの反対側でございますが、そこに 20階建てのマリオスというビルがござい

まして、そこの中の 18階の会議室でございます。案内は別途お出しさせていただきます。 
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 それから、次回のときに、内田先生とかからお話がありました御蔵の湯の関係の書類

等も可能な限り準備させていただいて、その辺の経緯がわかるようにしていきたいと考

えます。  

 

（菊池副部長兼商工企画室長）  

 次回の日程等について事務局から御説明させていただきました。  

 この際、皆様方から何かありますでしょうか。  

 竹中先生、よろしくお願いします。  

 

（各構成員の日程を確認）  

 

（菊池副部長兼商工企画室長）  

 今現在お伺いしたところですとそういう状況ということで、前の晩泊まらなければい

けないという調整もありますが、そこはまた御相談させていただくことにして、とりあ

えず 22日の線でもう少し検討させていただくということで、きょうのところはお預かり

していてよろしゅうございますでしょうか。  

 

 

４  閉  会  

 

（菊池副部長兼商工企画室長）  

 それでは、時間もちょっと押してしまいましたが、本日のところは以上をもって第１

回会議終了ということで閉じさせていただいてよろしゅうございますでしょうか。  

 長時間にわたりまして、また御都合がなかなかつかない中お時間いただきまして本当

にありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。  

 これをもって第１回会議を終わらせていただきます。ありがとうございました。  


