
会計検査院は、日本国憲法第90条の規定により、国の収入支出の決算を検査し、会計検査院法第29条の

規定に基づいて平成29年度決算検査報告を作成し、平成30年11月9日、これを内閣に送付した。

また、会計検査院長職務代行検査官は内閣総理大臣に手交するに際し、その概要を説明した。

この検査報告には、平成29年度の国の歳入歳出決算、政府関係機関の収入支出決算等について、会計検

査院が平成30年次中に実施した会計検査の成果が収録されており、内閣から決算とともに国会に提出され

る。

平成29年度決算検査報告では、各府省、政府関係機関、独立行政法人などの会計経理に関して指摘した

事項等を次のように分類して掲記している。

(1) 不当事項

検査の結果、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項

(2) 意見を表示し又は処置を要求した事項

会計検査院法第34条又は第36条の規定により関係大臣等に対して意見を表示し又は処置を要求し

た事項

(3) 過年度の検査報告において意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

「会計検査院法第34条又は第36条の規定により関係大臣等に対して意見を表示し又は処置を要求

した事項」について、当局において講じた処置又は講じた処置の状況

(4) 本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

本院が検査において指摘したところ当局において改善の処置を講じた事項

(5) 不当事項に係る是正措置等の検査の結果

ａ 検査報告に掲記した不当事項に係る是正措置の状況について

ｂ 本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項に係る処置の履行状況について

(6) 国会及び内閣に対する報告（随時報告）

会計検査院法第30条の2の規定により国会及び内閣に報告した事項

(7) 国会からの検査要請事項に関する報告

国会法第105条の規定による会計検査の要請を受けて検査した事項について会計検査院法第30条の

3の規定により国会に報告した検査の結果

(8) 特定検査対象に関する検査状況

本院の検査業務のうち、検査報告に掲記する必要があると認めた特定の検査対象に関する検査の

状況

(9) 国民の関心の高い事項等に関する検査状況

本院の検査業務のうち、検査報告に掲記する必要があると認めた国民の関心の高い事項等に関す

る検査の状況

(10) 特別会計財務書類の検査

特別会計に関する法律第19条第2項の規定による特別会計財務書類の検査

この「概要」は、平成29年度決算検査報告に掲記した検査結果を要約整理したもので、上記(1)から(1

0)の内容は19ページから413ページに記載した。また、国の財政等の概況を415ページ以下に記載した。

なお、簡潔に記述するため、金額は、表示単位未満を切り捨てている。このため、集計しても必ずしも

合計額が一致しないものがある。



○関係法令

【日本国憲法】

国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その第90条

検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。

会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。2

【会計検査院法】

会計検査院は、第34条又は第36条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その第30条の2

他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができる。

会計検査院は、各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会から国会法（昭和22年第30条の3

法律第79号）第105条（同法第54条の4第1項において準用する場合を含む。）の規定による要請があ

ったときは、当該要請に係る特定の事項について検査を実施してその検査の結果を報告することが

できる。

会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事第34条

項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適

宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。

会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認める第36条

ときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。

【国会法】

各議院又は各議院の委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、会計検査院に対し、第105条

特定の事項について会計検査を行い、その結果を報告するよう求めることができる。

【特別会計に関する法律】

所管大臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、資産及び負債の状況その他の決第19条

算に関する財務情報を開示するための書類を企業会計の慣行を参考として作成し、財務大臣に送付

しなければならない。

内閣は、前項の書類を会計検査院の検査を経て国会に提出しなければならない。2
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１ 検査結果の大要
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【 】参考２

掲記件数、指摘金額の推移（平成20～29年度決算検査報告）

年 度 掲 記 件 数 指 摘 金 額

平成20 717件 2364億5000万円

21 986件 1兆7904億8354万円

22 568件 4283億8758万円

23 513件 5296億0742万円

24 630件 4907億4510万円

25 595件 2831億7398万円

26 570件 1568億6701万円

27 455件 1兆2189億4132万円

28 423件 874億4130万円

29 374件 1156億9880万円

(注) 掲記件数には「国会及び内閣に対する報告」(随時報告)、「国会からの

検査要請事項に関する報告」及び「特定検査対象に関する検査状況」の件

数も含まれている。

【 】参考３

指摘金額と背景金額

「指摘金額」

指摘金額とは、租税や社会保険料等の徴収不足額、工事や物品調達等に係る過大な

支出額、補助金等の過大交付額、管理が適切に行われていない債権等の額、有効に活

用されていない資産等の額、計算書や財務諸表等に適切に表示されていなかった資産

等の額等である。

「背景金額」

背景金額とは、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項がある

と認める場合や、政策上の問題等から事業が進捗せず投資効果が発現していない事態

について問題を提起する場合等において、上記の指摘金額を算出することができない

ときに、その事態に関する支出額や投資額等の全体の額を示すものである。なお、背

景金額は個別の事案ごとにその捉え方が異なるため、金額の合計はしていない。
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２ 検査の概況
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【会計検査院の概要】

会計検査院は、国の収入支出の決算等の検査を行うため憲法第90条の規定に基づいて設置されており、

国会及び裁判所に属さず、内閣に対して独立の地位を有する機関である。

会計検査院は、検査官会議と事務総局とで組織されている。

① 検査官会議は、3人の検査官により構成されており、その合議によって会計検査院としての意思決

定を行う機関である。

② 事務総局は、検査官会議の指揮監督のもとに会計検査等の職務を行う機関として、事務総長官房

と会計検査を行う5つの局とで構成されている。

職員数は1,244人（平成30年4月現在定員）であり、これらの者の多くは調査官又は調査官補とし

て各検査課・上席調査官付（36の課等で検査事務を分担）に所属している。

【検査の基本方針】

会計検査院は、平成30年次の検査（検査実施期間：29年10月から30年9月まで）に当たって、29年9月、

「平成30年次会計検査の基本方針」を次のように定めた。

平成30年次会計検査の基本方針（抄）

１ 会計検査院の使命 (略)

２ 社会経済の動向等と会計検査院をめぐる状況 (略)

３ 会計検査の基本方針

会計検査院は、従来、社会経済の動向等を踏まえて国民の期待に応える検査に努めてきたところ

であるが、以上のような状況の下で今後ともその使命を的確に果たすために、国民の関心の所在に

十分留意して、厳正かつ公正な職務の執行に努めるとともに、次に掲げる方針で検査に取り組む。

(1) 重点的な検査

我が国の社会経済の動向や財政の現状を十分踏まえて、主として次に掲げる施策の分野に重点

を置いて検査を行う。

・社会保障 ・教育及び科学技術 ・公共事業 ・防衛 ・農林水産業

・環境及びエネルギー ・経済協力 ・中小企業 ・情報通信（ＩＴ）

また、複数の府省等により横断的に実施されている施策又は複数の府省等に共通若しくは関連

する事項に対して横断的な検査の充実を図るとともに、国民の関心の高い事項等については必要

に応じて機動的・弾力的な検査を行うなど適時適切に対応する。

さらに、東日本大震災からの復興に向けた各種の施策については、一定期間に多額の国費が投

入されていることなどを踏まえて、各事業等の進捗状況等に応じて適時適切に検査を行う。

(2) 多角的な観点からの検査

不正不当な事態に対する検査を行うことはもとより、事務・事業の業績に対する検査を行って

いく。そして、必要な場合には、制度そのものの要否も視野に入れて検査を行っていく。

検査を行う際の観点は、次のとおりである。

ア 決算の表示が予算執行等の財務の状況を正確に表現しているかという正確性の観点

イ 会計経理が予算、法律、政令等に従って適正に処理されているかという合規性の観点

ウ 事務・事業の遂行及び予算の執行がより少ない費用で実施できないかという経済性の観点
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エ 同じ費用でより大きな成果が得られないか、あるいは費用との対比で最大限の成果を得て

いるかという効率性の観点

オ 事務・事業の遂行及び予算の執行の結果が、所期の目的を達成しているか、また、効果を

上げているかという有効性の観点

カ その他会計検査上必要な観点

これらのうち正確性及び合規性の観点からの検査については、なお多くの不適切な事態が見受

けられていることを踏まえて、引き続きこれを十分行う。その際には、一部の府省等において不

正不当な事態が見受けられたことも踏まえて、特に基本的な会計経理について重点的に検査を行

う。また、入札・契約の競争性及び透明性にも十分留意して検査を行う。

経済性、効率性及び有効性の観点からの検査については、近年の厳しい財政状況にも鑑みて、

これを重視していく。特に有効性の観点から、事務・事業や予算執行の効果及び国等が保有して

いる資産、補助金等によって造成された基金等の状況について積極的に取り上げるように努め、

その際には、検査対象機関が自ら行う政策評価や効率的・効果的な事務・事業の実施のために政

府が行う各種の取組等の状況についても留意して検査を行う。

そして、事務・事業の遂行及び予算の執行に問題がある場合には、原因の究明を徹底して行

い、制度そのものの要否も含めて改善の方策について検討する。

このほか、行財政の透明性、説明責任の向上や事業運営の改善に資するなどのために、国の財

政及び財政の健全化に向けた取組についてその分析や評価を行っていくとともに、特別会計、独

立行政法人等については、その財務状況の検査の充実を図る。その際、企業会計の慣行を参考と

して作成される特別会計財務書類等の公会計に関する情報の活用にも留意する。

(3) 内部統制の状況に対応した取組

検査対象機関における内部統制の状況は、会計経理の適正性の確保等に影響を与えることか

ら、検査に際してはその実効性に十分留意する。また、内部統制が十分機能して会計経理の適正

性の確保等が図られるように、必要に応じて内部統制の改善を求めるなど適切な取組を行う。

(4) 検査のフォローアップ

検査において不適切、不合理等とした会計経理の是正やその再発防止が確実に図られるなど、

検査の結果が予算の編成・執行や事業運営等に的確に反映され実効あるものとなるように、その

後の是正改善等の状況を継続的にフォローアップする。

また、検査報告において指摘した不適切な会計経理に関しては、他の検査対象機関における同

種の事態についても是正が図られるように必要な検査を行うなど適切に取り組む。

(5) 国会との連携

検査に当たっては、国会における審議の状況に常に留意する。そして、国会からの検査要請に

係る事項の検査に当たっては、国会における審査又は調査に資するものとなるように、要請の趣

旨を十分踏まえて必要な調査内容を盛り込むなど的確な検査に努める。また、国会における決算

審査の充実に資するために、引き続き国会及び内閣に対する随時の報告を積極的に行うように努

める。

(6) 検査能力の向上

社会経済の複雑化とそれに伴う行財政の変化等に対応して、新しい検査手法の開拓を行うなど

検査能力の向上を図り、検査を充実させていく。

すなわち、検査手法や検査領域を多様化するための会計検査をめぐる国際的な動向を含めた調
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査研究、専門分野の検査に対応できる人材の育成や民間の実務経験者、専門家等の採用、検査業

務のＩＴ化の推進等により、検査対象機関の事務・事業の全般について検査の一層の充実を図

る。

４ 的確な検査計画の策定

本基本方針に基づき、会計検査をより効率的・効果的に行い、会計検査院に課された使命を果た

すために、的確な検査計画を策定して、これにより計画的に検査を行う。

検査計画には、検査対象機関並びに施策及び事務・事業の予算等の規模や内容、内部監査、内部

牽制等の内部統制の状況、過去の検査の状況や結果等を十分勘案して、検査に当たって重点的に取
けん

り組むべき事項を検査上の重点項目として設定する。

そして、検査に当たっては、検査の進行状況により、また、国民の関心の所在等にも留意しつ

つ、検査計画を必要に応じて見直すなど機動的・弾力的に対応して、検査の拡充強化を図る。

【検査の対象】

会計検査院は、国の一般会計及び特別会計の収入支出をはじめ、国の所有する現金、物品、国有財産、

国の債権、債務等全ての分野の国の会計を検査の対象としている。

これらの国の会計のほか、会計検査院法その他の法律の規定によって政府関係機関等の会計を検査し

ている。平成30年次（29年10月から30年9月まで）の検査における主な検査対象は次のとおりである。

① 国が資本金の2分の1以上を出資している法人の会計 212

② 法律により特に会計検査院の検査に付するものと定められた会計 1

③ 国が資本金の一部を出資しているものの会計 8

④ 国が資本金を出資したものが更に出資しているものの会計 27

⑤ 国が借入金の元金又は利子の支払を保証しているものの会計 3

国が補助金その他の財政援助を与えた都道府県、市町村、各種組合、学校法
⑥ 4,637

人等の会計

国若しくは①に該当する法人の工事その他の役務の請負人等のその契約に関
⑦ 89

する会計
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【検査の方法と実績】

検査対象機関に対する検査の主な方法は、書面検査及び実地検査である。

(ｱ) 書面検査は、検査対象となる会計を取り扱う機関から、会計検査院の定める計算証明規則によ

り、当該機関で行った会計経理の実績を計数的に表示した計算書、その裏付けとなる各種の契約

書、請求書、領収証書等の証拠書類等を提出させ、これらの書類等について在庁して常時行う検

査である。
(注)

書面検査については、29年度分の計算書12万8千余冊及びそれらの証拠書類4146万余枚を対象

に実施した。

(ｲ) 実地検査は、検査対象機関である省庁等の官署、事務所、国が補助金その他の財政援助を与え

た団体等に職員を派遣して、実地に、関係帳簿や事務・事業の実態を調査したり、関係者から説

明を聴取したりなどして行う検査である。

30年次に省庁等の官署、事務所等において実施した実地検査の実施率を検査上の重要性に応じ

て区分してみると、①本省、本社等の中央機関、地方ブロックごとに設置されている主要な地方

出先機関等の検査上重要な箇所4,468か所についての実施率は42.3%、②地方出先機関であって検

査上の重要性が①に準ずる箇所6,652か所についての実施率は16.4%となっており、これらを合わ

せた計11,120か所についての実施率は26.8%となっている。

左の箇所数 左のうち検査を 実施率(%)
実地検査の対象箇所 実施した箇所数

(Ａ) (Ｂ) (Ｂ／Ａ)

①検査上重要な箇所
4,468 1,890 42.3(41.3)

(本省、本社、主要な地方出先機関等)

②上記に準ずる箇所
6,652 1,093 16.4(16.3)

(その他の地方出先機関等)

計 11,120 2,983 26.8(26.4)

注(1) （ ）は、平成29年次。
注(2) ①及び②以外の箇所（郵便局、駅等）は、20,408か所のうち22か所において実地検査を実

施しており、これらを含めた実施率は9.5%となっている。

上記のほか、国が補助金その他の財政援助を与えた前記4,637の団体等について実地検査を実施

した。

そして、これらの実地検査に要した人日数は、3万2千2百余人日となっている。

（注）これら紙媒体の証拠書類のほか、電子情報処理組織の使用又は電磁的記録媒体により受領
したものがある。



- 15 -

３ 決算の確認
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会計検査院は、下記の平成29年度の国の収入支出の決算を確認した。

第1 一般会計

円

歳 入 103,644,049,985,154

歳 出 98,115,604,721,281

第2 特別会計

所管及び会計名 歳 入 歳 出

円 円

内閣府、総務省及び財務省

交付税及び譲与税配付金 52,517,465,061,784 51,780,144,621,438

財 務 省

地 震 再 保 険 179,604,318,087 5,920,173,795

国 債 整 理 基 金 191,227,042,412,257 188,133,892,341,425

外 国 為 替 資 金 2,807,633,876,670 70,448,206,642

財 務 省 及 び 国 土 交 通 省

財 政 投 融 資

財 政 融 資 資 金 勘 定 26,887,206,038,109 26,682,377,830,316

投 資 勘 定 1,205,530,260,598 683,502,379,529

特 定 国 有 財 産 整 備 勘 定 114,488,715,619 43,443,161,941

内閣府、文部科学省、経済産

業省及び環境省

エ ネ ル ギ ー 対 策

エ ネ ル ギ ー 需 給 勘 定 2,435,608,503,267 2,149,232,067,151

電 源 開 発 促 進 勘 定 377,239,731,693 329,827,954,954

原子力損害賠償支援勘定 7,378,552,211,268 7,262,923,426,264

厚 生 労 働 省

労 働 保 険

労 災 勘 定 1,217,728,480,139 1,000,982,672,388

雇 用 勘 定 2,275,654,571,667 2,131,373,346,988

徴 収 勘 定 2,546,595,512,309 2,523,280,135,776

内 閣 府 及 び 厚 生 労 働 省

年 金

基 礎 年 金 勘 定 24,476,839,824,647 23,599,810,328,029

国 民 年 金 勘 定 4,174,089,795,758 4,160,784,650,023

厚 生 年 金 勘 定 48,011,462,202,396 46,423,353,094,269

健 康 勘 定 11,334,505,976,892 11,256,551,982,952

子ども・子育て支援勘定 1,747,920,425,387 1,597,985,410,152

業 務 勘 定 412,754,577,520 374,392,096,246

農 林 水 産 省

食 料 安 定 供 給

農 業 経 営 安 定 勘 定 288,861,249,294 211,948,139,273

食 糧 管 理 勘 定 559,506,375,749 540,760,494,114

農 業 共 済 再 保 険 勘 定 68,970,261,032 39,794,791,232

漁 船 再 保 険 勘 定 12,213,249,868 6,035,598,319

漁 業 共 済 保 険 勘 定 10,531,221,019 5,661,222,508
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所管及び会計名 歳 入 歳 出

円 円

業 務 勘 定 13,438,460,893 13,438,460,893

国 営 土 地 改 良 事 業 勘 定 25,856,988,048 24,236,695,316

国 有 林 野 事 業 債 務 管 理 342,334,322,604 342,334,322,604

経 済 産 業 省

特 許 288,936,882,117 137,511,014,763

国 土 交 通 省

自 動 車 安 全

保 障 勘 定 62,195,202,036 2,146,099,816

自 動 車 検 査 登 録 勘 定 48,967,549,813 33,326,277,082

自 動 車 事 故 対 策 勘 定 13,960,516,706 12,400,827,712

空 港 整 備 勘 定 499,738,112,447 382,841,583,275

国会、裁判所、会計検査院、

内閣、内閣府、復興庁、総務

省、法務省、外務省、財務省、

文部科学省、厚生労働省、農

林水産省、経済産業省、国土

交通省、環境省及び防衛省

東 日 本 大 震 災 復 興 2,923,508,471,201 2,187,549,035,313
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４ 検査の結果
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(１) 不 当 事 項
～目 次～

【府省・団体名】 ＜件 名＞ ページ

内 閣 府（内閣府本府）

・地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型)に

より実施した事業の費用の一部が補助対象外･･････････････････ ３１

・地方創生推進交付金により実施した事業の費用の一部が補助対象

外････････････････････････････････････････････････････････ ３３

子どものための教育・保育給付費負担金の国庫負担対象事業費の・

････････････････････････････････････････････････ ３４精算が過大

・定住促進施設の設計が不適切････････････････････････････････ ３５

復興支援型地域社会雇用創造事業交付金により造成した基金を活・

････････････ ３６用して実施した事業において、事業費の精算が過大

地域子育て支援拠点事業の実施に当たり、補助金等の交付額の算・

････････････････････････････････････････････････ ３７定が不適切

総 務 省

・地域経済循環創造事業交付金の交付が過大など････････････････ ３８

・地域の元気臨時交付金(地域経済活性化・雇用創出臨時交付金)の

交付が過大など････････････････････････････････････････････ ４０

地域公共ネットワーク等強じん化事業費補助金により整備した設・

･･････ ４３備の施工が適切でなかったため、補助の目的が不達成など

・情報通信利用環境整備推進交付金により整備した光ケーブルの架

設工事の施工が不適切･･････････････････････････････････････ ４４

震災復興特別交付税の額の算定に当たり、経費の算定が適切でな・

･･････････ ４５かったなどのため、震災復興特別交付税の交付が過大
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【府省・団体名】 ＜件 名＞ ページ

法 務 省

収容場等の監視等業務契約において、警備員が休憩時間を取得す・

るなどした際に仕様書に定めたとおりの監視等業務を行う警備員

が配置されていなかったのに、業務の履行の完了を確認するため

の検査が適切でなかったことなどのため、契約金額の全額を支払

･･････････････････････････････････････････････ ４７っていたもの

財 務 省

・ ･･････････････････････････････････････ ４８租税の徴収額に過不足

文部科学省

・ ･･････････････････ ５０へき地児童生徒援助費等補助金の交付が過大

公立高等学校授業料不徴収交付金の交付が過大・ ････････････････ ５１

独立行政法人国立高等専門学校機構設備整備費補助金の交付が過・

大････････････････････････････････････････････････････････ ５２

私立高等学校等経常費助成費補助金(幼稚園等特別支援教育経費)・

の交付が過大･･････････････････････････････････････････････ ５３

･･････････････ ５４・国宝重要文化財等保存整備費補助金の交付が過大

義務教育費国庫負担金の交付が過大･･････････････････････････ ５５・

・ ･･････････････････････ ５７公立学校施設整備費負担金の交付が過大

････････････････････････ ５８・学校施設環境改善交付金の交付が過大

・私立学校施設整備費補助金(私立幼稚園施設整備費)の交付が過大 ５９

厚生労働省

６０・労働保険の保険料の徴収額が過不足･･････････････････････････

健康保険及び厚生年金保険の保険料の徴収額が不足 ６１・ ････････････
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【府省・団体名】 ＜件 名＞ ページ

厚生労働省

地域若者サポートステーション事業の委託費の算定に当たり、委・

託費の対象とはならない経費が含まれていたため、委託費の支払

･･････････････････････････････････････････････････ ６２額が過大

・雇用保険の雇用調整助成金の支給が不適正････････････････････ ６３

・ ･･････････ ６４雇用保険の建設労働者確保育成助成金の支給が不適正

・雇用保険の企業内人材育成推進助成金の支給が不適正･･････････ ６５

・雇用保険の特定求職者雇用開発助成金の支給が不適正･･････････ ６６

・ ･･････････････ ６７雇用保険のキャリアアップ助成金の支給が不適正

・ ･･････････････････････ ６８雇用保険の失業等給付金の支給が不適正

・雇用保険の認定職業訓練実施奨励金の支給が不適正････････････ ６９

・ ･･････････････････ ７０厚生年金保険の老齢厚生年金の支給が不適正

・医療費に係る国の負担が不当････････････････････････････････ ７１

・ ･･ ７３労働者災害補償保険の療養の給付に要する診療費の支払が過大

・疾病予防対策事業費等補助金(特定感染症検査等事業に係る分)の

････････････････････････････････････････････････ ７４交付が過大

・医療介護提供体制改革推進交付金等により造成した基金を活用し

て実施した事業(医療事業に係る分)において基金の使用が過大 ７５･･

････････････････ ７６・国民健康保険の療養給付費負担金の交付が過大

･･････････････････・国民健康保険の財政調整交付金の交付が過大 ７９

高年齢者就業機会確保事業(シルバー人材センター事業)の事業の・

８３一部が不実施など･･････････････････････････････････････････
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厚生労働省

緊急雇用創出事業臨時特例交付金により造成した基金を活用して・

･･････････････････････ ８４実施した事業において基金を目的外使用

緊急人材育成・就職支援事業臨時特例交付金により造成した基金・

････････････ ８５を活用して実施した事業において基金を目的外使用

・保育対策総合支援事業費補助金(認可化移行改修費等支援事業に

係る分)により実施した事業が補助対象外･････････････････････ ８６

・ ････････ ８７児童保護費負担金等の国庫負担対象事業費の精算が過大

子育て支援対策臨時特例交付金により造成した基金を活用して実・

施した事業(地域子育て支援拠点事業に係る分)において基金の使

･･････････････････････････････････････････････････ ８８用が過大

・ ･･････････････････････････ ８９生活扶助費等負担金等の交付が過大

・ ････････････････････････ ９０障害者医療費国庫負担金の交付が過大

・ ･･････････････････････････････ ９１介護給付費負担金の交付が過大

・ ･･････････････････････ ９２介護保険の普通調整交付金の交付が過大

・医療介護提供体制改革推進交付金により造成した基金を活用して

実施した事業(介護施設等の整備に関する事業に係る分)において

･･････････････････････････････････････････ ９３基金の使用が過大

・介護給付費に係る国の負担が不当････････････････････････････ ９４

・ ････････････ ９５自立支援給付の訓練等給付費に係る国の負担が不当

・ ･･････････････････････ ９７障害児通所給付費に係る国の負担が不当
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農林水産省

・国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業の実施に当た

り、データ転送装置の設計におけるADSL等の利用の可否について

の検討が十分でなく、運用に当たってデータ転送装置の改修を行

うなど必要な処置を講じていなかったため、データ転送装置が事

業の目的に沿って使用できない状態となっていて、工事の目的不

達成･････････････････････････････････････････････････････ ９９

・木質バイオマスエネルギーを活用したモデル地域づくり推進事業

の実施に当たり、算出の対象から除外することとなっている超過

勤務手当を含めるなどして人件費単価を算出し、これに基づき委

託費を支払っていたため、委託費の支払額が過大･･････････････ １００

・ため池の堤体の設計が不適切････････････････････････････････ １０１

・ ････････････････････････････････････････ １０２擁壁の設計が不適切

・ ･･････････････････････････････････ １０３法面保護工の設計が不適切

・ ････････････････････････････ １０４頭首工及び護岸工の設計が不適切

・橋りょうの変位制限構造の設計が不適切･･････････････････････ １０５

・ ････････････････････････････････ １０６騒音対策工事の設計が不適切

・落橋防止システムの設計が不適切････････････････････････････ １０７

植栽工等の設計が不適切 １０８・ ････････････････････････････････････

・農業・食品産業強化対策整備交付金事業の交付対象事業費の算定

１０９に当たり、その一部が交付対象外････････････････････････････

経営体育成支援事業(被災農業者向け経営体育成支援事業)の助成・

対象事業費の算定に当たり、その一部が補助対象外 １１０････････････

・輸出促進機器整備事業の助成対象事業費の一部が助成対象外 １１１････
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農林水産省

農山漁村地域整備交付金事業の交付対象事業費の算定に当たり、・

･･････････････････････････････････････ １１２その一部が交付対象外

・ ･･ １１３森林・山村多面的機能発揮対策交付金事業の一部が交付対象外

・ ･･････････････ １１４森林環境保全総合対策事業の事業費の精算が過大

・農山漁村6次産業化対策推進交付金事業の事業費の精算が過大･･･ １１５

・ ･･ １１６動物用ワクチン等実用化促進事業の補助対象事業費の精算が過大

森林整備地域活動支援交付金により造成した基金を用いて実施し・

････････････････････････････ １１７た事業において補助の目的不達成

・森林整備加速化・林業再生事業費補助金により造成した基金で購

入等したオガ粉製造機が無償譲渡以降利用されていないなどして

いて、補助の目的不達成････････････････････････････････････ １１８

・地域バイオマス利活用交付金事業で整備した施設の一部が補助の

目的不達成････････････････････････････････････････････････ １１９

農村地域防災減災事業で実施したため池ハザードマップの作成に・
．．

係る委託契約において、必要な項目を仕様書に明記していなかっ

たなどのため、成果品であるため池ハザードマップに避難時危険
．．

･･････････ １２０箇所等が適切に表示されておらず、補助の目的不達成

6次産業化先導モデル育成事業の補助対象事業費の一部が補助対・

･･････････････････････････････････････････････････ １２１象外など

・国産農産物生産・供給体制強化対策事業(茶改植等支援事業)の実

施に当たり、補助金の算定が不適切･･････････････････････････ １２２

特定地域経営支援対策事業により資材の調達等を行い整備したホ・

････ １２３タテガイ中間育成施設において、アンカー綱の管理が不適切
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農林水産省

・へい殺畜等手当金等の交付が過大････････････････････････････ １２４

農業共済組合が行う家畜共済事業において、当該年度に生じた剰・

余については、全額を不足金塡補準備金と特別積立金とに積み立

てなければならないとされているのに、その一部を業務勘定に繰

り入れていて、農業災害補償法及び同法施行規則に違背していた

･･････････････････････････････････････････････････････ １２５もの

経済産業省

中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金の交付を受けて実施・

･･････････････ １２６した事業により取得した設備等を無断で譲渡など

国土交通省

サービス付き高齢者向け住宅整備事業において、支払っていない・

額を補助対象事業費に含めるなどして実績報告書を提出していて

･･････････････････････････････補助対象事業費の算定が不適切 １２７

消費税等相当額の算定が適切でなかったため、交付金の交付が過・

････････････････････････････････････････････････････････ １２８大

・支払っていない費用を支払ったこととしていたり、補助の対象と

ならない費用を補助対象事業費に含めたりしていて補助対象事業

費の算定が不適切･･････････････････････････････････････････ １３０

・ ･･････ １３１交付額の算定が適切でなかったため、交付金の交付が過大

・ ････････ １３２設計変更における対象土量を誤ったため、工事費が過大

１３３・架空送電線路の移設に係る補償費の算定が不適切･･････････････

浚渫工事に係る交付対象事業費の算定が適切でなかったため、交・
しゆんせつ

付金の交付が過大 １３４･･････････････････････････････････････････

橋りょうの変位制限構造の設計が １３５・ 不適切･･････････････････････
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国土交通省

・根固工の設計が不適切･･････････････････････････････････････ １３６

・公営住宅の床の設計が不適切････････････････････････････････ １３７

・ 不適切････････････････････ １３８橋りょうの横変位拘束構造の設計が

・ ････････････････････････････････････････ １３９擁壁の設計が不適切

・ ････ １４０係船浮標の再利用の検討が十分でなかったため工事費が過大

・護岸工の設計が不適切･･････････････････････････････････････ １４１

災害公営住宅の家賃の低廉化に係る事業費の算定が適切でなかっ・

････････････････････････････････ １４２たため、造成した基金が過大

サービス付き高齢者向け住宅整備事業において、交付決定前に事・

････････････････････････････････ １４４業に着手していて補助対象外

・防災・安全交付金事業の交付対象事業費の一部が交付対象外････ １４５

・最低制限価格の算定を誤ったため、落札者の決定が適切でなく契

約額が割高････････････････････････････････････････････････ １４６

環 境 省

・ ････ １４７入園料の一部が収納されておらず、会計経理が著しく不適正

・循環型社会形成推進交付金事業において、現場管理費等の算定が

適切でなかったため、交付金の交付が過大など････････････････ １４９

・循環型社会形成推進交付金事業において、事務費に含めることと

されている業務委託に係る委託料を工事費に含めるなどしていた

ため、交付金の交付が過大など １５０･･････････････････････････････

・循環型社会形成推進交付金事業等において、鉄くずなどの売却収

入を事業費から控除していなかったため、交付金の交付が過大 １５１･･
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【府省・団体名】 ＜件 名＞ ページ

環 境 省

再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金等により実施し・

･･････････････････ １５２た事業において設備の設計及び施工が不適切

循環型社会形成推進交付金事業の建築物の整備に要した費用が補・

･･････････････････････････････････････････････････ １５３助対象外

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の補助対象事業費の一部・

･･････････････････････････････････････････････ １５４が補助対象外

・二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金により整備した太陽光発

電設備の基礎の設計が不適切 １５５････････････････････････････････

・二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の補助対象事業費の精算

････････････････････････････････････････････････････ １５６が過大

防 衛 省

ヘリコプター着陸帯の移設工事のうち警備業務に要した費用につ・

････ １５７いて、警備期間外の費用が含まれていたため、支払額が過大

ソフトウェアを使用するためのライセンス及びソフトウェアのア・

ップグレード等を行う権利の調達数量の算定に当たり、ソフトウ

ェアを使用するパーソナルコンピュータの台数の把握が適切でな

････････････････････････････････ １５８かったため、調達数量が過大

日本私立学校振興・共済事業団

・ ････････････････････････ １５９私立大学等経常費補助金の経理が不当

日本銀行

・ ････････････････････････････････････････････ １６０職員の不正行為

全国健康保険協会

・健康保険の傷病手当金の支給において、労働者災害補償保険の休

業補償給付との併給調整が不適正････････････････････････････ １６１
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【府省・団体名】 ＜件 名＞ ページ

日本年金機構

扶養親族等申告書の点検業務等に係る委託契約において、適正な・

契約手続をとることなく、契約に含まれていない業務を行わせて

いたもの･･････････････････････････････････････････････････ １６２

独立行政法人福祉医療機構

社会福祉振興助成事業の実施に当たり、虚偽の賃金台帳等を作成・

するなどして、架空のアルバイトの賃金、車両の借料損料等を助

････････････････････ １６３成対象経費としていて助成金の交付が過大

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

・高速増殖原型炉もんじゅのナトリウム漏えい監視用カメラの点

検、交換等を実施するための請負契約及び購入契約において、契

約する必要のない業務を契約に含めていたため、契約額が割高･･ １６４

国立大学法人東京大学

研究費の不正使用に伴う返還金に係る積立金の経理が不当 １６５・ ･･････

株式会社商工組合中央金庫

危機対応業務に係る貸付けの要件を確認するために事業者から受・

領した試算表等を改ざんするなどして、要件を満たしていない事

業者に対して貸付け及び利子補給金の支給を実施 １６６･･････････････
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－内閣府（内閣府本府）－
       

地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型)により実施した事業の費用の一部が

補助対象外

１８件 不当金額(支出) ２億４４８２万円

(前年度 ８件 ２億２４３４万円)

1 交付金の概要

地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型)は、都道府県まち・ひと・しごと

創生総合戦略又は市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略の円滑な策定とこれに関する優良施策の

実施を支援することを目的として、地方公共団体が作成した｢地域活性化・地域住民生活等緊急支援

交付金(地方創生先行型)実施計画｣(実施計画)に基づく事業に要する費用について、地方公共団体に

対してその全部又は一部を国が交付するものである。

交付金の交付対象となる事業については、地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生

先行型)制度要綱等において、実施計画を作成する地方公共団体が実施計画に基づく事業の実施に要

する費用の全部又は一部を負担するものであることなどが定められている。また、あらかじめ複数

年度にわたる事業の財源を確保するものである基金の積立金や、国の補助金の給付を受けている事

業等には、交付金を充当しないこととされている。

2 検査の結果

2県及び16市町村において、実施計画で定めた事業実施期間中に実施していない事業に係る費用を

交付対象事業費に含めていたり、基金の積立金や国の補助金の給付を受けている事業に交付金を充

当していたりなどしていたため、交付金相当額計2億4482万円が過大に交付されていて不当と認めら

れる。

＜事例1＞実施計画で定めた事業実施期間中に実施していない事業に係る費用を交付対象事業費に含

めていた事態

長野県の14市町村は、実施計画に基づき、平成27年9月から28年3月までを事業実施期間とする

｢信州大学と連携した航空機産業分野の新たな挑戦に向けた人材育成と技術開発力の強化 飯田下

伊那地域による広域連携事業｣(広域連携事業)を事業費計1億8000万円(交付対象事業費同額)で実

施したとして、長野県に実績報告書をそれぞれ提出して、これにより交付金計1億8000万円の交付

を受けていた。

しかし、広域連携事業のうち信州大学等と連携して実施する航空機システム共同研究講座の開

設準備に係る業務は、実施計画で定めた事業実施期間外である28年4月から29年3月までの間に実

施されたものであり、交付金の交付の対象となる実施計画に基づく事業に該当しないものであっ

た。

したがって、広域連携事業のうち事業実施期間中に実施されていなかったものに係る費用計10

00万円は交付の対象とは認められず、これに係る交付金相当額計1000万円が不当と認められる。

＜事例2＞基金の積立金に交付金を充当していた事態

大分県は、実施計画に基づき、新規就農創出基盤整備事業を事業費2億2700万円(交付対象事業

費同額)で実施したとして、内閣府本府に実績報告書を提出し、これにより交付金2億2700万円の

交付を受けていた。この事業は、同県が交付金を財源として、新規就農創出基盤整備事業費補助

金を公益社団法人大分県農業農村振興公社に交付することにより、同公社による園芸品目に係る

新規就農者の栽培施設の整備等を支援するものである。

しかし、同補助金は、27年度から30年度までの間の複数年度にわたる同公社による栽培施設の

整備等に必要となる資金の造成に充当されていた。

したがって、新規就農創出基盤整備事業に係る費用2億2700万円は交付の対象とは認められず、
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これに係る交付金2億2700万円が不当と認められる。

＜事例3＞国の補助金の給付を受けている事業に交付金を充当していた事態

和歌山県有田郡広川町は、実施計画に基づき、広川町らくらく農業支援事業を事業費770万円

(交付対象事業費同額)で実施したとして、和歌山県に実績報告書を提出し、これにより交付金54

0万円の交付を受けていた。この事業は、同町が交付金を財源として、果樹等の農作物栽培を行っ

ている農地において、施設を整備する農家に対して、施設整備に要する費用の一部を対象に広川

町らくらく農業支援事業補助金を交付するものである。

しかし、同事業の一部は、農林水産省の果実等生産出荷安定対策事業費補助金の給付を受けて

おり、同町は国の補助金の給付を受けている事業に交付金を充当していた。

したがって、広川町らくらく農業支援事業の一部に係る費用549万円は交付の対象とは認められ

ず、これに係る交付金相当額318万円が不当と認められる。

ア 実施計画で定めた事業実施期間中に実施していない事業に係る費用を交付対象事業費に含めて

いたなどの事態

部局等 補助事業者等 年度 事業費 左に対する 不当と認める 不当と認める
(事業主体) 国庫補助金等 事業費 国庫補助金等

交付額 相当額
平成 円 円 円 円

内閣府 和歌山県 27 4700万 4700万 315万 315万
本府
長野県 飯田市 27 5000万 5000万 277万 277万
同 下伊那郡松川町 27 1000万 1000万 55万 55万
同 下伊那郡高森町 27 1000万 1000万 55万 55万
同 下伊那郡阿南町 27 1000万 1000万 55万 55万
同 下伊那郡阿智村 27 1000万 1000万 55万 55万
同 下伊那郡平谷村 27 1000万 1000万 55万 55万
同 下伊那郡根羽村 27 1000万 1000万 55万 55万
同 下伊那郡下條村 27 1000万 1000万 55万 55万
同 下伊那郡売木村 27 1000万 1000万 55万 55万
同 下伊那郡天龍村 27 1000万 1000万 55万 55万
同 下伊那郡泰阜村 27 1000万 1000万 55万 55万
同 下伊那郡喬木村 27 1000万 1000万 55万 55万
同 下伊那郡豊丘村 27 1000万 1000万 55万 55万
同 下伊那郡大鹿村 27 1000万 1000万 55万 55万

鳥取県 鳥取市 27 1億2577万 1億2265万 147万 147万

イ 基金の積立金に交付金を充当していた事態

部局等 補助事業者等 年度 事業費 左に対する 不当と認める 不当と認める
(事業主体) 国庫補助金等 事業費 国庫補助金等

交付額 相当額
平成 円 円 円 円

内閣府 大分県 27 2億2700万 2億2700万 2億2700万 2億2700万
本府

ウ 国の補助金の給付を受けている事業に交付金を充当していた事態

部局等 補助事業者等 年度 事業費 左に対する 不当と認める 不当と認める
(事業主体) 国庫補助金等 事業費 国庫補助金等

交付額 相当額
平成 円 円 円 円

和歌山県 有田郡広川町 27 770万 540万 549万 318万

ア～ウの計

部局等 補助事業者等 年度 事業費 左に対する 不当と認める 不当と認める
(事業主体) 国庫補助金等 事業費 国庫補助金等

交付額 相当額
円 円 円 円

18事業主体 5億8748万 5億8205万 2億4712万 2億4482万
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地方創生推進交付金により実施した事業の費用の一部が補助対象外

２件 不当金額(支出) ３６０９万円

1 交付金事業の概要

この交付金事業は、2事業主体が連携して、地域再生法、地方創生推進交付金制度要綱等に基づき、

観光地としての訴求力を高めるなどするために、｢とちぎ周遊観光の魅力度アップ事業｣(魅力度アッ

プ事業)を実施したものである。

地方創生推進交付金は、地域再生法に定める地域再生計画に記載され、都道府県まち・ひと・し

ごと創生総合戦略又は市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略に位置付けられた自主的・主体的で

先導的な事業の実施に要する費用に充てるために国が交付する交付金であるとされている。そして、

地方公共団体が作成する実施計画に基づく事業に要する費用について、当該地方公共団体に対して

その一部を国が交付するものなどとされている。

2 検査の結果

2事業主体は、魅力度アップ事業について、平成28年10月から29年3月までを事業実施期間とする

実施計画を内閣府本府に提出した上で、当該実施計画に基づき、事業費計8228万円(栃木県7228万円、

那須町1000万円、交付対象事業費同額)で実施したとして、栃木県は同本府に、那須町は同県に実績

報告書をそれぞれ提出して、同本府及び同県がこれを確認するなどして、同本府から交付金計4114

万円(栃木県3614万円、那須町500万円)の交付を受けていた。

しかし、魅力度アップ事業のうちの大部分は、実施計画で定めた事業実施期間外である29年4月か

ら30年2月までの間に実施されたものであり、交付金の交付の対象となる実施計画に基づく事業に該

当しないものであった。

したがって、魅力度アップ事業のうち事業実施期間中に実施されていなかったものに係る費用計

7218万円(栃木県6285万円、那須町933万円)は交付の対象とは認められず、これに係る交付金相当額

計3609万円(栃木県3142万円、那須町466万円)が不当と認められる。

部局等 補助事業者等 年度 事業費 左に対する 不当と認める 不当と認める
(事業主体) 国庫補助金等 事業費 国庫補助金等

交付額 相当額
平成 円 円 円 円

内閣府 栃木県 28 7228万 3614万 6285万 3142万
本府
栃木県 那須郡那須町 28 1000万 500万 933万 466万
計 2事業主体 8228万 4114万 7218万 3609万
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子どものための教育・保育給付費負担金の国庫負担対象事業費の精算が過大

４件 不当金額(支出) １２９９万円

(前年度 ２件 ３３６１万円)

1 負担金の概要

子どものための教育・保育給付費国庫負担金は、教育又は保育を受ける資格を有する小学校就学

前の子ども(支給認定子ども)に対して社会福祉法人等が設置する保育所や認定こども園等(これらを

｢民間保育所等｣)が教育又は保育を実施する際に、市町村(特別区を含む。)が当該民間保育所等に対

して支弁する施設型給付費等の支給等に要する費用の一部について内閣府本府が交付するものであ

る。

負担金の交付額は、次のとおり算定することとなっている。

負担金の交付額 ＝ 費用の額① － 利用者負担額② × 国庫負担率(1/2)

国庫負担対象事業費

① 費用の額は、民間保育所等の所在地域、入所定員、支給認定子どもの年齢等の別に1人当たり月

額で定められている額に、各月の支給認定子ども数を乗ずるなどして算出した年間の合計額によ

る。

② 利用者負担額は、支給認定に係る保護者及びその配偶者の前年度分又は当年度分の市町村民税

額等に応じて、階層別及び年齢区分別に各支給認定子どもにつき1人当たり月額で定められている

利用者負担の上限額と内閣総理大臣が定める基準により年齢区分等別に月ごとに算定した支給認

定子ども1人当たりの額(給付単価限度額)のいずれか低い額により算出した年間の合計額による。

2 検査の結果

4都県の4事業主体は、誤って、異なる年齢区分の利用者負担の上限額と給付単価限度額とを比較

して低い額となる給付単価限度額を利用者負担額とするなどしており、利用者負担額を過小に算定

するなどしていたため、国庫負担対象事業費が過大に精算されていて、負担金計1299万円が不当と

認められる(後掲87ページ参照)。

部局等 補助事業者等 補助事業等 年度 事業費 左に対する 不当と認 不当と認
(事業主体) 国庫補助金 める事業 める国庫

等交付額 費 補助金等
相当額

平成 円 円 円 円
東京都 港区 子どものための教育・保育 27 12億0437万 6億0218万 1596万 798万

給付費国庫負担金
福井県 坂井市 同 28 10億2921万 5億1460万 365万 182万
奈良県 五條市 同 27 1億4826万 7413万 219万 109万
宮崎県 宮崎市 同 27 95億5412万 47億7706万 417万 208万
計 4事業主体 119億3598万 59億6799万 2599万 1299万
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定住促進施設の設計が不適切

１件 不当金額(支出) ６０６６万円

1 交付金事業の概要

沖縄県島尻郡伊是名村は、平成26、27両年度にＵターン・Ｉターン者向けの住宅を提供すること

により定住の促進を図ることを目的として、間取りや構造が同一の木造建築物である定住促進施設

2棟の建築、電気設備工事等を事業費8820万円(沖縄振興特別推進交付金7056万円)で実施した。

同村は、本件定住促進施設について、柱、横架材、筋交いなどの部材で骨組みを構成する木造軸

組工法により建築することとして、建築基準法等に基づき、地震や風により生ずる水平力に抵抗す

るために、柱と柱との間に厚さ1.8cm、幅9.0cmの木材を使用した筋交いを設置した耐力壁を張り間

方向に21か所及び桁行方向に10か所それぞれ配置すれば、張り間方向及び桁行方向共に水平力に対
(注) (注)

して必要な耐力壁の長さをそれぞれ上回ることなどから安全であるとして設計し、これにより施工

することとしていた。そして、筋交いについては、施工業者から、引張耐力が高まるなどの理由に

より厚さ3.0cm、幅9.0cmの木材を使用したいとの協議を受けて、同村はこれを承諾していた。この

際、施工業者は、筋交いの端部における接合方法について長さ9.0cmの鉄丸くぎを筋交いから柱及び

横架材に計5本打ち付けることとする図面を同村に提出し、これにより施工していた。

(注) 張り間方向、桁行方向 一般的に建物の短辺方向を張り間方向といい、長辺方向を桁
行方向という。

2 検査の結果

耐力壁を構成する筋交いと柱及び横架材との接合については、建築基準法等に基づく告示｢木造の

継手及び仕口の構造方法を定める件｣(告示)等によれば、水平力により生ずる引抜力等に抵抗するた

めに、筋交いに使用する木材の厚さなどに応じて定められた方法又はこれと同等以上の引抜耐力を

有する方法により接合することとされている。そして、告示によれば、筋交いに使用する木材が厚

さ3.0cm、幅9.0cmの場合は、厚さ1.6mmの鋼板添え板を用いた上で、筋交いに対しては径12mmのボル

ト締めを行うとともに長さ6.5cmの太め鉄丸くぎを3本、柱に対しては同くぎを3本、横架材に対して

は同くぎを4本それぞれ平打ちする接合方法等により接合することとされている。このように接合方

法等が定められているにもかかわらず、同村は、これを確認することなく、前記のとおり鉄丸くぎ

5本のみで筋交いと柱及び横架材とを接合していた。このため、当該接合部は、告示に基づくものよ

りも引抜耐力が著しく不足しており、引抜力等に抵抗できないおそれがある状態となっていた。

このように、柱及び横架材との接合方法が適切でない筋交いで構成された壁は設計計算上耐力壁

とは認められないことから、張り間方向及び桁行方向共に必要とされる耐力壁が皆無の状態となっ

ていた。

したがって、本件定住促進施設2棟(工事費相当額計7582万円)は、設計が適切でなかったため、所

要の安全度が確保されていない状態となっており、これらに係る交付金相当額計6066万円が不当と

認められる。

部局等 補助事業者等 補助事業等 年度 事業費 左に対する 不当と認める 不当と認める
国庫補助金等 事業費 国庫補助金等

間接補助 交付額 相当額
事業者等
(事業主体)

平成 円 円 円 円
内閣府本 沖縄県 沖縄振興特別推 26、27 8820万 7056万 7582万 6066万
府 進交付金

島尻郡伊是名村
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復興支援型地域社会雇用創造事業交付金により造成した基金を活用して実施した事業において、事

業費の精算が過大

１件 不当金額(支出) ９８３万円

1 交付金事業の概要

復興支援型地域社会雇用創造事業交付金 内閣府本府が社会的企業支援基金(基金)の管理及びは、

運用の方法並びに業務の実施体制を構築して円滑に事業を実施できる事業者(基金設置法人)に交付

するものである。そして、基金設置法人は、復興支援型社会的企業支援基金実施要領に基づき、雇

用創造事業を行う者として選定された事業者(選定事業者)に対して、基金を取り崩して資金の交付

を行うとともに、選定事業者に対する指導監督等を行っている(基金設置法人が同要領に基づき行う

業務を｢基金管理等業務｣)。

同本府により基金設置法人として選定された一般財団法人ニューメディア開発協会が制定した復

興支援型地域社会雇用創造事業実施要領等によれば、基金から取り崩して使用できる経費は、選定

事業者が雇用創造事業を実施するために必要な経費(事業対象経費)及び協会が基金管理等業務を実

施するために必要な経費(管理経費)とされている。そして、事業対象経費の対象となる費目は、選

定事業者が支払う人件費、管理費、起業支援経費、活動支援金等とされ、管理経費の対象となる費

目は、協会が支払う人件費、管理費等とされている。

2 検査の結果

協会は、平成23年度に交付金32億円の交付を受けて基金を造成して、24年度に12選定事業者に対
(注)

して基金を取り崩して資金を交付し、12選定事業者は、25年3月までに資金を活用して雇用創造事業

を実施して、事業対象経費に係る報告書を協会に提出して協会の審査を受けていた。そして、協会

は、事業対象経費26億7133万円、23年度から25年度までの管理経費1億9646万円、計28億6780万円を

事業費として基金から取り崩して使用したとして、同本府に事業対象経費及び管理経費を合計した

事業費に係る報告書を提出するなどして同本府の審査を受けていた。

しかし、12選定事業者は、事業対象経費の実支出額の算出に当たり、職員等に対する給与等の人

件費は消費税の課税の対象ではなく、その支払に当たって消費税を負担していないのに、誤って消

費税相当額を加えた金額を計上するなどしていたため、人件費を計1220万円過大に算出するなどし

ていた。また、協会は、管理経費の実支出額の算出に当たり、基金管理等業務を行っていた個人事

業者3名に係る法定福利費について、協会には負担義務がなく実際にも負担していないのに、誤って

これを加えた金額を計上していたため、人件費を計145万円過大に算出するなどしていた。

したがって、適正な事業費を修正計算すると計28億5797万円となり、前記の事業費計28億6780万

円との差額983万円(交付金相当額同額)が過大に精算されていて、同額が基金から過大に取り崩され

て使用されており、不当と認められる。

(注) 12選定事業者 特定非営利活動法人石巻復興支援ネットワーク､いわきリエゾンオフ
ィス企業組合､特定非営利活動法人エティック､特定非営利活動法人グランドワーク
三島､一般社団法人SAVE IWATE､一般社団法人ソーシャルビジネス・ネットワーク､
株式会社地域協働推進機構､社団法人東北ニュービジネス協議会(26年4月1日以降は
一般社団法人東北ニュービジネス協議会)､特定非営利活動法人20世紀アーカイブ仙
台､公益社団法人日本サードセクター経営者協会､特定非営利活動法人100万人のふ
るさと回帰･循環運動推進･支援センター､一般社団法人北海道総合研究調査会

部局等 補助事業者等 補助事業等 年度 事業費 左に対する 不当と認める 不当と認める
(事業主体) 国庫補助金等 事業費 国庫補助金等

交付額 相当額
平成 円 円 円 円

内閣府本 一般財団法人 復興支援型地域 23～25 28億6780万 28億6780万 983万 983万
府 ニューメディ 社会雇用創造事

ア開発協会 業交付金
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地域子育て支援拠点事業の実施に当たり、補助金等の交付額の算定が不適切

１件 不当金額(支出) ４９６万円

(前年度 ２件 ７３４万円)

1 補助金等の概要

地域子育て支援拠点事業(拠点事業)は、市町村(特別区を含む。)が実施主体となり、乳幼児及び

その保護者が相互の交流を行う場所(地域子育て支援拠点)を開設して、子育てについての相談、情

報の提供、助言その他の援助を行う事業であり、国は、市町村に対して、平成26年度に保育緊急確

保事業費補助金を交付し、また、27年度に子ども・子育て支援交付金を交付して、拠点事業に要す

る費用の一部を補助している(これらを｢補助金等｣)。

｢地域子育て支援拠点事業の実施について｣等によれば、拠点事業の実施に当たっては、開設時間

中に専任の者を2名以上配置することなどが実施要件とされている。

拠点事業に係る補助金等の交付額は、｢平成26年度保育緊急確保事業費補助金の国庫補助につい

て｣等に基づき、地域子育て支援拠点の開設日数等の区分により定められた基準額と対象経費の実支

出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して、

少ない方の額(基本額)に国の負担割合1/3を乗ずるなどして得た額とすることとなっている。

2 検査の結果

北海道江別市は、26、27両年度に、拠点事業に係る基本額を計1億0533万円として北海道に事業実

績報告書を提出して、これにより補助金等計3511万円の交付を受けていた。

しかし、同市は、補助金等の交付額の算定に当たり、地域子育て支援拠点において、開設時間中に

専任の者を2名以上配置していなかったことなどから実施要件を満たしていないのに、これに係る事

業費を対象経費の実支出額等に含めていたため、基本額が計1490万円過大に算定されていた。このた

め、補助金等相当額496万円が過大に交付されていて、不当と認められる(後掲88ページ参照)。

部局等 補助事業者等 補助事業等 年度 事業費 左に対する 不当と認め 不当と認め
(事業主体) 国庫補助金 る事業費 る国庫補助

等交付額 金等相当額
平成 円 円 円 円

北海道 江別市 地域子育て支援拠点 26、27 1億0533万 3511万 1490万 496万
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－総務省－

地域経済循環創造事業交付金の交付が過大など

１０件 不当金額(支出) ６６４８万円

(前年度 ２件 １６０５万円)

1 交付金の概要

地域経済循環創造事業交付金は、地域経済循環創造事業交付金交付要綱(交付要綱)等に基づき、

都道府県又は市町村(交付金事業者)が、地域の金融機関等と連携して、地域活性化に資する事業の

事業化に取り組む民間事業者等(助成対象事業者)に事業化段階で必要となる経費の助成を行う場合

に、その経費に対して、原則として1事業当たり5000万円を限度として、国が交付するものである。

総務省は、交付金の事業年度に助成対象事業者が事業に係るものとして初期投資等に支出した額(初

期投資額)を交付金の交付対象事業費としている。同省は、交付金の額の確定に際して、助成対象事

業者から提出された書類等に基づき交付金事業者が作成し提出する実績報告書の添付書類である事

業報告書を用いて、実施計画書に記載された計画額に対応した実績額を確認するなどして交付金の

額を確定している。

また、交付要綱等によれば、助成対象事業者は、交付金事業により取得した財産のうち取得価格

等が50万円以上の機械等の財産を交付金事業者の承認を受けないで処分制限期間内に交付の目的に

反して使用したり、譲渡したりするなどしてはならないとされていて、交付金事業者の承認を受け

て処分制限期間内に有償で譲渡する場合において、譲渡額が残存簿価より著しく低価であることを

合理的に証することができないときには、残存簿価に国庫補助率を乗じて得た額を国庫に納付する

ことなどとされている。

2 検査の結果

6市1町1村は、交付金の対象とならない経費を交付対象事業費に含めていたり、交付対象事業費を

過大に精算したり、交付金事業により取得した財産を無断で譲渡したりするなどしていた。これら

の結果、交付金相当額計6648万円が過大に交付されるなどしていて不当と認められる。

＜事例1＞交付金の対象とならない経費を交付対象事業費に含めていた事態

株式会社マスコは、平成26年度に、宮崎県産のほうれん草等、主要農産物の規格外品等を活用

したチルドドレッシングの開発及び製造を行うための機械設備等の設置に要する経費について、

宮崎県宮崎市から助成を受けていた。

しかし、同会社が設置することとしていた同機械設備等は、交付金の事業年度中に設置されて

いなかったことから、これに係る経費は、交付金の対象とならない経費であった。また、同市は、

交付金の実績報告に当たり、上記の事態を把握していたのに、同機械設備等を設置することにな

っていた施工業者に依頼して同機械設備等と同種のものの画像を取り寄せるなどして、同機械設

備等が交付金の事業年度中である27年3月に設置されたとする虚偽の交付金の実績報告書等を作成

して総務本省に提出していた。

したがって、本件交付金事業は、初期投資額として計上していた5072万円全額が交付金の対象

とならず、これに係る交付金3210万円が過大に交付されていた。

＜事例2＞交付対象事業費を過大に精算していた事態

大福工業株式会社は、25年度に、島根県産天然フェリエライトを吸着剤として活用した二酸化

炭素濃縮装置の製造施設等の整備に要する経費について、島根県出雲市から助成を受けていた。

しかし、同会社は、虚偽の領収書等を取引業者に作成させるなどして、初期投資額を水増しし

ていた。

したがって、適正な初期投資額は8730万円となり、これにより適正な交付金の交付額を算定す

ると4130万円となることから、交付金870万円が過大に精算されていた。
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＜事例3＞交付金事業により取得した財産を無断で処分したり、補助の目的外に使用していたりする

などしていた事態

株式会社ウッドプランは、26年度に、地域資源である豊岡産木を使用した高級木製インテリア

である木ブロックの製造機械の購入、木ブロック加工工場の改修等に要する経費について、兵庫

県豊岡市から助成を受けていた。

しかし、同会社は、木ブロックが販売不振となったことから、交付金事業により取得した同製

造機械のうち主要なものであるNCルータ(取得価格734万円)を、28年6月に、7年の処分制限期間内

であったにもかかわらず、同市の承認を受けずに他の企業に有償で譲渡していた(28年6月時点に

おける残存簿価629万円)。また、同会社は、NCルータを譲渡したため、NCルータに取り付けて用

いる溝無ドリルミルチャック(取得価格54万円)について、木ブロックの製造に使用する見込みが

なくなっていた(28年6月時点における残存簿価46万円)。さらに、同会社は、木ブロック加工工場

(改修による増加価格1181万円)についても、同市の承認を受けずに、豊岡産ではなく外国産の木

材等を材料とする家具製造のために使用するなどしていた(28年6月時点における当該改修による

増加分の残存簿価1142万円)。

したがって、交付金事業により取得するなどした財産(残存簿価計1818万円(これに係る交付金

相当額計772万円))は、無断で譲渡されたり、補助の目的外に使用されていたりするなどしてい

た。

部局等 交付金事業 助成対象事 年度 交付対象事業 左に対する 不当と認め 不当と認め 摘 要
者 業者 費 交付金交付 る交付対象 る交付金相

(事業主体) 額 事業費 当額
平成 円 円 円 円

総務本省 群馬県北群 有限会社鈴 25 4845万 3280万 491万 333万 精算過大、
馬郡榛東村 京 補助の対象

外
同 新潟県五泉 株式会社五 25 5559万 2996万 370万 200万 同

市 泉の水Prj.
同 兵庫県豊岡 株式会社ウ 26 2118万 900万 1818万 772万 無断処分、

市 ッドプラン 目的外使用
等

同 同 Un Bois株 27 4584万 2200万 624万 299万 精算過大、
式会社 補助の対象

外
同 兵庫県南あ ジョイポー 25、26 5531万 3195万 230万 133万 同

わじ市 ト南淡路株
式会社

同 同 株式会社特 26 2億1123万 5000万 1108万 262万 補助の対象
産野菜ネッ 外
ト

同 島根県出雲 大福工業株 25 9600万 5000万 870万 870万 精算過大
市 式会社

同 島根県仁多 ISKソリュ 26 1億0335万 4800万 390万 390万 同
郡奥出雲町 ーション株

式会社
同 宮崎県宮崎 株式会社マ 26 5072万 3210万 5072万 3210万 補助の対象

市 スコ 外
同 沖縄県南城 株式会社み 26 6811万 4827万 250万 177万 同

市 やぎ農園
計 10事業主体 7億5582万 3億5408万 1億1227万 6648万
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地域の元気臨時交付金(地域経済活性化・雇用創出臨時交付金)の交付が過大など

２２件 不当金額(支出) １８億１９０５万円

(前年度 １２件 １５億３２５４万円)

1 交付金の概要

地域の元気臨時交付金(地域経済活性化・雇用創出臨時交付金)は、制度要綱、交付要綱等に基づ

き、地域経済の活性化と雇用の創出を図ることを目的として、｢日本経済再生に向けた緊急経済対

策｣の迅速かつ円滑な実施ができるよう、地方公共団体が作成した実施計画に基づき実施する事業に

要する費用のうち、実施計画を作成した地方公共団体が負担する経費に充てるために、国が交付す

るものである。

交付金の交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律等によれば、補助事

業者等は、補助事業等が完了したときは補助事業等の成果を記載した実績報告書を各省各庁の長に

提出しなければならないこととされている。そして、総務省は、交付金事業が工事に係るものにあ

っては、交付金事業の成果は当該工事の平成25年度末の工事の出来高であるとしている。

また、制度要綱によれば、交付金の交付対象事業は、｢建設地方債の発行対象経費であるもの｣な

どとされている。

2 検査の結果

22事業主体において、次のとおり、交付金事業の成果である工事の出来高を超えて交付金が交付

されているなどしていたなどのため、交付金計18億1905万円が過大に交付されるなどしていて不当

と認められる。

(1) 14事業主体は、交付金事業の成果である工事の出来高を超えて交付金が交付されているなどし

ていたため、交付金計17億0626万円が過大に交付されていた。

＜事例1＞

群馬県は、複数年度にわたる契約に基づく単独公共単独道路改築事業等62工事について、交

付金事業の成果である25年度末における出来高ではなく工事の各契約相手方に対して25年度に

支払った前払金等の額を交付対象事業費に計上していて、交付金計5億0056万円が過大に交付さ

れていた。

(2) 7事業主体は、交付対象事業費に交付の対象とならない経費を含めていたため、交付金計1億11

73万円が過大に交付されていた。

＜事例2＞

和歌山県は、南紀白浜空港管理事業について、同事業で購入する空港用化学消防車が実施計

画で定めた事業実施期間の25年度ではなく事業実施期間外の27年3月に納入されるものであった

のに、上記の消防車の購入に係る経費を交付対象事業費に計上していて、交付金5409万円が過

大に交付されていた。

(3) 和歌山県田辺市は、歩行者等の安全確保等のために実施した道路新設改良事業において、擁壁

工として設置したガードパイプを適切に設計していなかった。このため、ガードパイプが歩行者

等の転落を確実に防止できるとされている高さとなっておらず、工事の目的を達していなかった

(これに係る交付金相当額105万円)。
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部局等 交付金事業 交付金事業 年度 交付対象事業 左に対する交 不当と認める 不当と認める 摘 要
者 費 付金交付額 交付対象事業 交付金相当額

(事業主体) 費
平成 円 円 円 円

総務本 群馬県 地域の元気臨 25 54億7948万 52億4918万 5億1036万 5億0056万 過大交
省 時交付金(地 付

域経済活性化
・雇用創出臨
時交付金)
＜道路整備等＞

同 埼玉県 同 25 151億0611万 60億8729万 4億6697万 3億5435万 同
＜地方特定道
路(改築)整備
費等＞

同 千葉県 同 25 31億4010万 30億4800万 1億2270万 1億2270万 同
＜県単道路改
良等＞

同 神奈川県 同 25 28億5759万 6億9000万 21億7614万 2億8451万 同
＜座間高校耐
震化等＞

同 長野県 同 25 27億9130万 27億8653万 766万 766万 同
＜県単独公共
等＞

同 大分県 同 25 22億1811万 18億2700万 8581万 5432万 同
＜県立学校施
設整備等＞

神奈川 横浜市 同 25 6億6087万 6億5000万 1億3418万 1億2477万 同
県 ＜地域ケアプ

ラザ整備等＞
同 相模原市 同 25 4732万 4732万 1436万 1436万 同

＜民間保育所
整備＞

同 平塚市 同 25 8799万 6568万 2980万 749万 同
＜地区公民館
整備(大野公
民館)＞

京都府 亀岡市 同 25 1億0582万 8487万 996万 996万 同
＜公共土木施
設(道路等)の
整備＞

広島県 三原市 同 25 8900万 7757万 4004万 4004万 同
＜リージョン
プラザ整備＞

福岡県 筑紫野市 同 25 1億9686万 1億1520万 1億2189万 1億1187万 同
＜共同調理場
施設整備＞

佐賀県 神埼市 同 25 2301万 2300万 1979万 1978万 同
＜太陽光発電
施設整備＞

宮崎県 東諸県郡綾 同 25 8749万 6019万 8112万 5382万 同
町 ＜単独分農山

漁村地域整備
交付金＞

総務本 兵庫県 同 25、 17億3745万 17億3745万 2047万 2047万 補助の
省 ＜県有施設新 26 対象外

増改築等＞
同 奈良県 同 25 118億8448万 108億8448万 357万 357万 同

＜地域・経済
活性化基金積
立金＞

同 和歌山県 同 25 5409万 5409万 5409万 5409万 同
＜南紀白浜空
港管理＞

同 鳥取県 同 25 2億7073万 2億7073万 673万 673万 同
＜警察施設整
備等＞
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部局等 交付金事業 交付金事業 年度 交付対象事業 左に対する交 不当と認める 不当と認める 摘 要
者 費 付金交付額 交付対象事業 交付金相当額

(事業主体) 費
平成 円 円 円 円

総務本 香川県 地域の元気臨 25 18億3153万 17億8600万 1598万 738万 補助の
省 時交付金(地 対象外

域経済活性化
・雇用創出臨
時交付金)
＜高校老朽施
設改築＞

埼玉県 坂戸市 同 25 1443万 1443万 557万 557万 同
＜低公害車導
入＞

大分県 宇佐市 同 25 1390万 1390万 1390万 1390万 同
＜環境対策推
進＞

和歌山 田辺市 同 25 1億4216万 1億4216万 105万 105万 設計不
県 ＜道路新設改 適切

良＞
計 22事業主体 488億3991万 357億1512万 39億4226万 18億1905万
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地域公共ネットワーク等強じん化事業費補助金により整備した設備の施工が適切でなかったため、

補助の目的が不達成など

２件 不当金額(支出) ２１５８万円

1 補助金の概要

地域公共ネットワーク等強じん化事業費補助金は、地域における情報通信基盤の強じん化を図る

ための事業を行う事業主体に対して、事業の実施に要する経費の一部について、国が補助するもの

である。その補助対象事業費は、無線アクセス装置、伝送路設備等の設置等に要する経費となって

いる。

2 検査の結果

三重県多気郡明和町において、整備した設備の施工が適切でなかったため、災害等により停電が

発生した場合にはインターネット通信が切断される状態となっていて補助の目的を達していなかっ

たり、株式会社ジェイコム中野(平成26年6月30日以前は株式会社JCNシティテレビ中野)において、

補助事業と単独事業の経費の案分を誤っていたため、補助対象事業費が過大に精算されていたりし

ていた。したがって国庫補助金相当額2158万円が不当と認められる。

＜事例＞

三重県多気郡明和町は、無線LAN接続のアンテナとなるアクセスポイント(AP)7台をいつきのみ
．．．．．

や歴史体験館(歴史体験館)に、また、鉄柱等にAP等を搭載した設備(Wi-Fiステーション)8基を同
．

町内の広場及び公園に設置した。

同町は、8基のWi-Fiステーションのうち3基にルータ等を設置して既存の通信網と接続すること

によりインターネット通信を行う設計とし(この設計のWi-Fiステーションを｢親機｣)、親機以外の

Wi-Fiステーション(中継機)5基及び歴史体験館に設置されたAP(子機)7台にはルータ等を設置せず

に近くの親機を経由してインターネット通信を行う設計としていた。また、同町は、災害等によ

り停電が発生した場合でも72時間は無線LAN通信等の提供が可能となる容量の非常用電源を各Wi-

Fiステーションに搭載する設計として、これにより施工させる請負契約を締結していた。

しかし、親機3基において、請負人は、APとケーブルテレビの通信網との間に設置されたルータ

を非常用電源に接続する工事を実施しておらず、停電発生時にはルータの機能が停止して、APと

ケーブルテレビの通信網との接続が切断される状況となっていた。そして、親機3基を経由してイ

ンターネット通信を行う中継機5基及び子機7台も、停電発生時にはインターネットと接続できな

い状況となっていた。

したがって、補助事業において整備したWi-Fiステーション8基及び子機7台(事業費相当額3810

万円)は、親機3基に係る施工が適切でなかったため、災害等により停電が発生した場合にはイン

ターネット通信が切断されて、住民等に広く情報を提供することができない状態となっていて、

補助の目的を達しておらず、これらに係る国庫補助金相当額1905万円が不当と認められる。

部局等 補助事業者 補助事業 年度 補助対象事 左に対する 不当と認め 不当と認め 摘 要
(事業主体) 業費 国庫補助金 る補助対象 る国庫補助

交付額 事業費 金相当額
平成 円 円 円 円

総務本省 三重県多気 観光・防災Wi 27、 5012万 2506万 3810万 1905万 補助の目的を達
郡明和町 -Fiステーシ 28 していなかった

ョン整備 もの
同 株式会社ジ 地域ケーブル 25、 1億4803万 4934万 759万 253万 補助対象事業費

ェイコム中 テレビネット 26 が過大に精算さ
野 ワーク整備 れていたもの

計 2事業主体 1億9816万 7440万 4570万 2158万
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情報通信利用環境整備推進交付金により整備した光ケーブルの架設工事の施工が不適切

１件 不当金額(支出) ４６７万円

1 交付金の概要

情報通信利用環境整備推進交付金は、地域における情報通信の格差の是正に資する超高速ブロー

ドバンド基盤の整備を促進することを目的として、地理的な制約から民間事業者の投資による整備

が困難な市町村等に対して、事業の実施に要する経費の一部について、国が交付するものである。

2 検査の結果

徳島県那賀郡那賀町は、平成28年度に、地域間の情報格差の是正と地域の活性化を図ることなど

を目的として、交付対象事業費1億8344万円に対する交付金6114万円の交付を受けて、同町役場庁舎

等2か所を拠点とした既存の通信設備の機能を超高速ブロードバンドに対応できるように増強する装

置の設置等を行うとともに、伝送路として光ケーブルを架空方式により延長40,847ｍにわたって架

設していた(架空方式による光ケーブルの伝送路を｢架空光ケーブル｣)。このうち10,113ｍは、災害

時等に既存のルートに通信障害が発生した際にも通信を確保するために、新たに別ルート(災害時通

信ルート)に架設したものである。そして、同町は、鋼製の吊架用線に光ケーブルを吊り下げる工
ちょう

法等により、架空光ケーブルを架設していた。

有線電気通信設備令、有線電気通信設備令施行規則等において、架空光ケーブル等の吊架用線は、

安全性の点から、避雷機能等の保安機能を持たせるために、接地しなければならないとなっている。
(注)

また、光ファイバケーブル施工要領・同解説、CATVエキスパート技術者テキスト(施工)等(要領等)

において、架空光ケーブルの吊架用線の接地箇所はおおむね500ｍごとに1か所とすることとなって

いる。

同町は、これらに基づき、落雷に起因する吊架用線及び光ケーブルの破断、その周辺設備の破損

等を防ぐために、吊架用線500ｍごとに1か所接地するとした設計図書を作成して、これにより請負

人に施工させることとしていた。

しかし、現地の状況を確認したところ、災害時通信ルートにおいて、2,306ｍ及び1,913ｍにわた

って吊架用線が接地されていない区間があり、それぞれ、要領等で定める接地の間隔500ｍを大幅に

上回っていた。

したがって、架空光ケーブルのうち、上記2区間の吊架用線については、災害時等の対策として架

設されたにもかかわらず、施工が適切でなかったため、落雷等に対する所要の保安機能が確保され

ておらず、落雷発生時等に災害時通信ルート(工事費相当額1403万円)に通信障害が発生するおそれ

がある状態となっており、これに係る交付金相当額467万円が不当と認められる。

(注) 接地 落雷によって生ずる過電流等を安全に大地へ放流して、過電流等から機器等を
守るなどのために、電気設備機器、電路等を電気伝導体の導線により電気的に大地
と接続すること

部局等 交付金事業 交付金事業 年度 交付対象 左に対す 不当と認 不当と認 摘 要
者 事業費 る交付金 める交付 める交付

(事業主体) 交付額 対象事業 金相当額
費

平成 円 円 円 円
総務本省 徳島県那賀 情報通信利 28 1億8344万 6114万 1403万 467万 施工不良

郡那賀町 用環境整備
推進交付金
(情報通信
利用環境整
備推進)
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震災復興特別交付税の額の算定に当たり、経費の算定が適切でなかったなどのため、震災復興特別

交付税の交付が過大

１４件 不当金額(支出) ３５４１万円

(前年度 ７件 ３億４０４３万円)

1 震災復興特別交付税の概要

総務省は、地方交付税法及び｢東日本大震災に対処する等のための平成二十三年度分の地方交付税

の総額の特例等に関する法律｣に基づき、東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業等の実施のた

めに市町村に対して特別交付税(震災復興特別交付税)を23年度から交付している。

そして、同省は、震災復興特別交付税の額を算定するために、23年度以降省令を制定して(各年度

の省令を総称して｢復興特交省令｣)、各年度に算定の対象となる事項(算定事項)を定めている。

また、市町村は、該当する算定事項ごとに財政需要に関する基礎資料(算定資料)等を作成してお

り、同省は、提出された算定資料等に基づき、復興特交省令により、必要な経費等の合計額を算定

するなどして震災復興特別交付税の額を決定して交付している。

算定事項の主なものには、国の補助金等(復興特交省令の別表に定められた補助金等(東日本大震

災復興交付金、循環型社会形成推進交付金等))を受けて施行する事業に要する経費のうち道府県及

び市町村が負担すべき額として総務大臣が調査した額(補助事業等に係る地方負担額)等がある。

2 検査の結果

14市町村に交付された震災復興特別交付税計374億6869万円のうち、算定資料等の作成に当たり、

補助事業等に係る地方負担額のうち市町村が負担すべき額の算定において、経費の算定が適切でな

かったり、対象とならない経費を含めていたりしていたため、補助事業等に係る地方負担額が過大

となり、震災復興特別交付税計3541万円が過大に交付されていて不当と認められる。

県名 交付先 算定事項 年度 震災復興特別交 過大に交付され 摘 要
付税交付額 た震災復興特別

交付税の額
平成 円 円

岩手県 大船渡市 東日本大震災 26～28 128億0518万 141万 経費の算定が適切
復興交付金 でなかったもの

注(1)

宮城県 本吉郡南三陸 同 26～28 180億4008万 904万 同
注(1)町

同 白石市 循環型社会形 27、28 21億7581万 267万 算定の対象となら
成推進交付金 ない経費を含めて

いたもの注(2)

同 角田市 同 27、28 7億7882万 227万 同
注(2)

同 刈田郡蔵王町 同 27、28 3億6280万 116万 同
注(2)

同 刈田郡七ヶ宿 同 27、28 6999万 32万 同
注(2)町

同 柴田郡大河原 同 27、28 5億1360万 186万 同
注(2)町

同 柴田郡村田町 同 27、28 3億7730万 96万 同
注(2)

同 柴田郡柴田町 同 27、28 9億4235万 285万 同
注(2)

同 柴田郡川崎町 同 27、28 2億1157万 78万 同
注(2)

同 伊具郡丸森町 同 27、28 4億0442万 112万 同
注(2)
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県名 交付先 算定事項 年度 震災復興特別交 過大に交付され 摘 要
付税交付額 た震災復興特別

交付税の額
平成 円 円

福島県 二本松市 循環型社会形 28 4億3227万 665万 経費の算定が適切
成推進交付金 でなかったものな

ど注(3)

同 本宮市 同 28 3億1280万 331万 同
注(3)

同 安達郡大玉村 同 28 4163万 95万 同
注(3)

計 14交付先 374億6869万 3541万

注(1) 後掲142ページ参照。

注(2) 後掲153ページ参照。

注(3) 後掲150ページ参照。
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－法務省－
       

収容場等の監視等業務契約において、警備員が休憩時間を取得するなどした際に仕様書に定めたと

おりの監視等業務を行う警備員が配置されていなかったのに、業務の履行の完了を確認するための

検査が適切でなかったことなどのため、契約金額の全額を支払っていたもの

１件 不当金額(支出) ４５１万円

1 収容場等の監視等業務契約の概要

名古屋入国管理局(名古屋入管)は、収容場等において、入国警備官が行う警備業務のうち、監視

室での監視カメラモニターによる監視、目視による収容室内等の動静監視等の業務(監視等業務)に

ついて、平成28年4月に名古屋入国管理局収容場監視等業務契約を、また、同年9月に被収容者数の

一時的な増加に対応するなどのため臨時収容場監視等業務契約(これらを｢監視等業務契約｣)を、い

ずれも豊警備保障株式会社と締結して委託し、契約金額計9684万円を支払っている。

監視等業務契約において、会社は、監視室等の配置場所ごとに配置時間別に定められた警備員の

人数を配置すること、毎日の業務終了後に警備員ごとの勤務実績を記載した記録(警備日誌)を作成

し、名古屋入管に提出すること、警備員の使用者として労働基準法等の責任を負うことなどが定め

られている。そして、労働基準法によれば、労働者の休憩時間について、使用者は、労働時間が6時

間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を労働時

間の途中に与えなければならないこととされている。

名古屋入管は、会計法、監視等業務契約等に基づき、提出を受けた警備日誌の記載内容について、

業務の履行を確認するとともに、毎月、給付の完了を確認するための検査を行い、支払を行うこと

となっている。

2 検査の結果

名古屋入管は、会社が監視等業務契約の仕様書により警備員を配置することとされていた時間計
(注)

66,548時間30分の監視等業務を行ったとして、契約金額の全額を支払っていた。

しかし、会社は、監視等業務契約の履行に当たり、警備員に休憩時間を取得させるなどしている

間、警備員を配置していなかった。このため、仕様書に定めたとおりに警備員を配置していない時

間(業務不足時間)が計3,099時間45分生じていた。

このように、業務不足時間があるのに契約金額の全額を支払っていたことは適切ではなく、業務

不足時間に係る支払額計451万円が不当と認められる。

(注) 配置場所ごとに定められた1日当たり配置時間数(平日、休日別)に、配置することとさ
れている日数及び警備員の人数を乗じて、全配置場所について合計したもの
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－財務省－

租税の徴収額に過不足

１件 不当金額(収入) ２億６６７３万円

(前年度 １件 ４億８７８８万円)

1 租税の概要

国税は、法律により、納税者の定義、納税義務の成立の時期、課税する所得の範囲、税額の計算

方法、申告の手続、納付の手続等が定められている。

平成29年度に国が徴収決定した各税の総額は75兆6561億円で、このうち源泉所得税及復興特別所

得税、申告所得税及復興特別所得税(申告所得税)、法人税、相続税・贈与税、消費税及地方消費税

の合計額が全体の87.6％を占めている。

2 検査の結果

38税務署において、納税者58人から租税を徴収するに当たり、納税者が申告書等において所得金

額や税額等を誤っているのに、これを見過ごしたり、法令等の適用の検討が十分でなかったり、課

税資料の収集及び活用が的確でなかったりしたため、徴収額が60事項計2億6273万円(25年度～29年

度)不足していたり、1事項400万円(27年度)過大になっていたりして、不当と認められる。

これらの徴収不足額及び徴収過大額については、全て徴収決定又は支払決定の処置が執られた。

税 目 事項数 徴収不足額 事項数 徴収過大額( )△
円 円

申 告 所 得 税 17 3473万 - -
法 人 税 24 1億2629万 1 △ 400万
相続税・贈与税 5 3877万 - -
消 費 税 11 5486万 - -
復興特別法人税 3 806万 - -

計 60 2億6273万 1 △ 400万
(注) 復興特別法人税 東日本大震災からの復興のための施策を実施するため

に必要な財源の確保に関する特別措置法に基づくものであり、原則と
して、24年4月1日から26年3月31日までの期間内に最初に開始する事
業年度開始の日から同日以後2年を経過する日までの期間内の日の属
する事業年度において、法人税額の10％相当額を課税するもの

上記のうち、申告所得税、法人税、相続税・贈与税及び消費税に関する事態について、税目ごと

の主な態様及び事例は次のとおりである。

(1) 申告所得税

徴収不足になっていた17事項の内訳は、不動産所得に関する事態が7事項、事業所得に関する事

態が4事項及びその他に関する事態が6事項である。

(2) 法人税

徴収不足又は徴収過大になっていた25事項の内訳は、受取配当等の益金不算入に関する事態が

9事項、法人税額の特別控除に関する事態が8事項及びその他に関する事態が8事項である。

＜事例＞非支配目的株式等に係る配当等の額をその他株式等に係る配当等の額としていたため受

取配当等の益金不算入額を過大に計上していた事態

Ａ会社は、27年4月から28年3月までの事業年度分の申告に当たり、その有する他の内国法人

の株式のうち8法人の株式をその他株式等に該当するとして、受取配当等の益金不算入の対象と

なる金額を、配当等の額の50/100相当額3232万円としていた。

しかし、Ａ会社は、当該8法人のいずれについても発行済株式総数の5/100以下に相当する数

の株式を配当等の額の支払に係る基準日において有していたことから、当該8法人の株式は、非

支配目的株式等に該当していた。そのため、受取配当等の益金不算入の対象となる金額は、配

当等の額の20/100相当額1292万円となり、上記の金額との差額1939万円が過大となっているの

に、これを見過ごしたため、法人税額351万円が徴収不足になっていた。
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(3) 相続税・贈与税

徴収不足になっていた5事項の内訳は、相続税については税額控除に関する事態が1事項及び贈

与税については有価証券の価額に関する事態が4事項である。

(4) 消費税

徴収不足になっていた11事項の内訳は、納税義務の免除に関する事態が4事項、課税売上高の計

上に関する事態が2事項及びその他に関する事態が5事項である。

税 申告所得税 法 人 税 相 続 税 消 費 税 復興特別法人税 計
国税局 務 贈 与 税

署 事 徴収不足 事 徴収不足 事 徴収不足 事 徴収不足 事 徴収不足 事 徴収不足
数 項 徴収過大 項 徴収過大 項 徴収過大 項 徴収過大 項 徴収過大 項 徴収過大
数 (△) 数 (△) 数 (△) 数 (△) 数 (△) 数 (△)

円 円 円 円 円 円
仙台国税局 3 1 136万 2 763万 - - 1 266万 - - 4 1165万

- - - - - - - - - - - -
関東信越 5 2 165万 3 620万 1 120万 2 282万 - - 8 1188万
国税局 - - - - - - - - - - - -
東京国税局 21 13 2330万 13 9435万 2 283万 7 4555万 2 754万 37 1億7358万

- - - - - - - - - - - -
名古屋 3 1 841万 1 1051万 2 3474万 - - 1 52万 5 5420万
国税局 - - - - - - - - - - - -
大阪国税局 1 - - 1 55万 - - - - - - 1 55万

- - - - - - - - - - - -
高松国税局 1 - - 1 98万 - - - - - - 1 98万

- - - - - - - - - - - -
福岡国税局 1 - - 1 271万 - - - - - - 1 271万

- - - - - - - - - - - -
熊本国税局 3 - - 2 334万 - - 1 381万 - - 3 715万

- - 1 △ 400万 - - - - - - 1 △ 400万
計 38 17 3473万 24 1億2629万 5 3877万 11 5486万 3 806万 60 2億6273万

- - 1 △ 400万 - - - - - - 1 △ 400万
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－文部科学省－

へき地児童生徒援助費等補助金の交付が過大

４件 不当金額(支出) ２８２１万円

(前年度 ２件 ３８７万円)

1 補助金の概要

へき地児童生徒援助費等補助金は、都道府県又は市町村が負担する離島高校生修学支援費、遠距

離通学費等について、国がその一部を補助するものである。

交付要綱等によれば、離島高校生修学支援費に係る補助対象経費は、高等学校等が設置されてい

ない離島から本土又は別の離島の高等学校等へ進学する生徒(離島高校生)の通学に要する交通費及

び居住費について、都道府県及び市町村が負担した額とされている。このうち居住費については、

高等学校等へ通学するために、自宅がある離島を離れて本土又は別の離島の民間アパートや寄宿舎

等に居住している離島高校生のアパート代、下宿費、寮費等とされている。

また、遠距離通学費に係る補助対象経費は、学校統合に伴って児童・生徒の住居から学校所在地

までの片道の通学距離が児童にあっては4㎞以上、生徒にあっては6㎞以上等となる小学校又は中学

校の遠距離通学児童・生徒の通学の用に供するために運行するスクールバスに係るバス会社等との

運行委託契約に基づく委託料(委託料)等について、市町村が負担した額とされている。そして、学

校統合後に当該統合校に転入してきたり、学校統合はあったものの通学する学校の所在地が変わら

なかったりするなど遠距離通学することになった原因が学校統合ではない児童・生徒等は補助対象

とならないこととされている。また、補助対象とならない児童・生徒に係る経費が委託料に含まれ

ている場合は、スクールバスを利用する児童・生徒の総数(利用総数)に対する補助対象となる児童

・生徒数の割合(利用人数割合)を当該委託料に乗じて補助対象経費を算定することなどとされてい

る。

2 検査の結果

2県の4市町は、補助対象経費の算定に当たり、離島高校生修学支援費について、保護者の持ち家

等に居住し通学していて居住費が生じていない離島高校生等を対象に市が独自に補助した額を含め

ていたり、遠距離通学費について、遠距離通学することになった原因が学校統合ではない生徒を補

助対象となる生徒としていたり、補助対象とならない児童・生徒を利用総数に含めずに利用人数割

合を算出していたりなどしていたため、補助金計2821万円が過大に交付されていて、不当と認めら

れる。

部局等 補助事業者 補助事業 年度 補助対象 左に対す 不当と認 不当と認 摘 要
(事業主体) 経費 る国庫補 める補助 める国庫

助金交付 対象経費 補助金交
額 付額

平成 円 円 円 円
山口県 萩市 離島高校 24～28 3075万 1537万 1771万 886万 離島高校生を対象に市が

生修学支 独自に補助した額を補助
援費 対象経費に含めていたも

の
鹿児島県 曽於市 遠距離通 27、28 3828万 1914万 1077万 538万 誤った利用人数割合に基

学費 づいて補助対象経費を算
定していたもの

同 曽於郡大崎 同 27、28 3855万 1927万 1002万 501万 同
町

同 熊毛郡屋久 同 25～28 5019万 2026万 2756万 895万 誤った利用人数割合に基
島町 づいて補助対象経費を算

定するなどしていたもの
計 4事業主体 1億5779万 7406万 6608万 2821万
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公立高等学校授業料不徴収交付金の交付が過大

２件 不当金額(支出) １億５４８４万円

(前年度 １件 ４０１万円)

1 交付金の概要

公立高等学校授業料不徴収交付金は、公立高等学校の年間授業料相当額に相当する金額を国が地
(注1)

方公共団体に対して交付するものである。

年間授業料相当額は、当該地方公共団体に係る公立高等学校に当該年度の10月1日に在学する生徒

の数を公立高等学校基礎授業料月額の12倍に相当する額に乗ずるなどして算定することとされてい

る。なお、制度改正により、平成26年4月以降に公立高等学校に入学した生徒については、10月1日

に在学する生徒の数に含めないこととなる。また、文部科学省は、交付金の算定対象となる生徒の

数には、10月1日現在で休学している生徒のうち、既に標準修業年限を超過している生徒及び今後
(注2)

標準修業年限の超過が見込まれる生徒の数を含めないこと、決められた単位を修得すれば卒業が認

められる単位制の公立高等学校に在学している生徒のうち、受講する教科の単位登録をしていない

生徒の数を含めないこととしている。

(注1) 公立高等学校 地方公共団体が設置する高等学校、中等教育学校の後期課程及び特
別支援学校の高等部

(注2) 標準修業年限 入学から卒業までに要する標準的な年限で、交付金の算定において
は、全日制の公立高等学校では3年、定時制及び通信制の公立高等学校では4年以
内とすることとなっている。

2 検査の結果

6県を検査したところ、2県において、交付金の算定対象とした生徒の数に、26年4月以降に入学す

るなどしていて、10月1日現在で同県が設置する公立高等学校に在学する生徒の数に含めてはならな

い生徒、10月1日現在で休学している生徒のうち、出席日数の不足により当該年度末での卒業が見込

めないなどの理由から標準修業年限の超過が確実に見込まれる生徒等、算定対象とならない生徒を

含めるなどしていたため、交付金計1億5484万円が過大に交付されていて、不当と認められる。

部局等 補助事業者 年度 年間授業料 左に対する 不当と認める 不当と認める 摘 要
(事業主体) 相当額 交付金交付額 年間授業料 交付金交付額

相当額
平成 円 円 円 円

岩手県 岩手県 24～ 89億6289万 89億6289万 1959万 1959万 交付金の算定対象と
27 ならない生徒を含め

ていたもの
山梨県 山梨県 24～ 60億2702万 60億2702万 1億3525万 1億3525万 交付金の算定対象と

27 ならない生徒を含め
るなどしていたもの

計 2事業主体 149億8992万 149億8992万 1億5484万 1億5484万
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独立行政法人国立高等専門学校機構設備整備費補助金の交付が過大

１件 不当金額(支出) ８１９３万円

1 補助金の概要

独立行政法人国立高等専門学校機構設備整備費補助金は、我が国の高等教育及び学術研究の水準

の向上と均衡ある発展を図ることなどを目的として、独立行政法人国立高等専門学校機構が行う設

備の整備に要する経費に対して国が補助するものである。そして、平成24年度補正予算において、

機構が実践的・創造的技術者の育成機関としての役割を担うために必要な基盤的な教育研究設備の

整備に要する経費に対して補助するために、｢独立行政法人国立高等専門学校機構設備整備費補助金

(国立高等専門学校の教育研究基盤強化)｣が措置された。

この補助金は、独立行政法人国立高等専門学校機構設備整備費補助金交付要綱によれば、機構が

行う補助事業に必要な経費のうち、国立高等専門学校(高専)における教育研究の質を向上させるた

めの設備の整備に要する経費を補助対象経費として、予算の範囲内で交付することとされている。

2 検査の結果

機構は、24、25両年度に、全国に設置している51校の高専において教育研究設備の整備事業を実

施しており、補助対象経費を63億9428万円とする実績報告書を提出して、同額の補助金の交付を受

けていた。そして、機構は、上記の補助対象経費に、37校の高専において整備した設備の保守、保
(注)

証及び運用支援に要した経費8193万円を含めていた。しかし、これらの経費は、前記設備の整備に

要する経費には該当しないことから、補助の対象とならないものであった。したがって、補助金計

8193万円が過大に交付されていて、不当と認められる。

(注) 37校の高専 函館工業、釧路工業、旭川工業、八戸工業、一関工業、仙台、秋田工業、
鶴岡工業、福島工業、茨城工業、小山工業、木更津工業、東京工業、長岡工業、石
川工業、福井工業、長野工業、岐阜工業、沼津工業、豊田工業、鳥羽商船、鈴鹿工
業、明石工業、米子工業、松江工業、津山工業、広島商船、呉工業、徳山工業、香
川、弓削商船、高知工業、久留米工業、有明工業、北九州工業、大分工業、沖縄工
業各高等専門学校

部局等 事業主体 補助事業 年度 補助対象経費 左に対する 不当と認め 不当と認め 摘 要
国庫補助金 る補助対象 る国庫補助
交付額 経費 金

平成 円 円 円 円
文部科 独立行政 国立高等 24、25 63億9428万 63億9428万 8193万 8193万 補助の対象とな
学本省 法人国立 専門学校 らない設備の保

高等専門 の教育研 守、保証及び運
学校機構 究設備の 用支援に要した

整備 経費を補助対象
経費に含めてい
たもの
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私立高等学校等経常費助成費補助金(幼稚園等特別支援教育経費)の交付が過大

１件 不当金額(支出) １５３３万円

1 補助金の概要

私立高等学校等経常費助成費補助金(幼稚園等特別支援教育経費)は、私立学校の健全な発達に資

することを目的として、都道府県が私立学校における教育に係る経常的経費について補助する場合

にその一部を国が補助するものである。

補助金の補助対象経費は、交付要綱等によれば、都道府県が、障害のある満3歳以上の小学校就学

前の子ども(障害幼児)が2人以上在籍している私立の幼稚園又は幼保連携型認定こども園等を設置し

ている学校法人等に対して、当該障害幼児の教育に必要な経常的経費に対する補助金を交付するの

に要する経費とされている。補助金交付額は、補助対象経費等を基に算定された補助単価に、補助

の対象となる障害幼児の総数を乗ずるなどして算定されている。

そして、文部科学省は、平成27年度から幼児教育・保育・地域の子ども・子育て支援を総合的に

推進することにより待機児童の解消等の子育てをめぐる課題の解決を目指すことを目的とした子ど

も・子育て支援新制度が実施されることに伴い、27年2月に各都道府県に対して事務連絡を発してい

る。この事務連絡によると、認定こども園に在籍する障害幼児のうち市町村から保育の必要性があ

ると認定を受けた障害幼児については、従来保育所に対する障害児保育事業として地方交付税によ

り財源が措置されていることなどを踏まえて、26年度末時点の幼稚園に在籍する幼児に相当する者

に限り、補助の対象とするとしている。

2 検査の結果

鹿児島県は、補助の対象とした障害幼児のうち保育の必要性があると認定を受けている障害幼児

の中に、26年度末時点の幼稚園に在籍する幼児に相当しない障害幼児42人を含めており、さらに、

これらの障害幼児を除くと2人以上の障害幼児が在籍していることとされる補助の要件を満たさなく

なる認定こども園となるため補助の対象とならない障害幼児2人を含めていた。

したがって、これらの補助の対象とならない障害幼児を補助対象経費の算定に含めていたため、

補助金計1533万円が過大に交付されていて、不当と認められる。

部局等 補助事業者 年度 補助対象経費 左に対する国庫 不当と認める 不当と認める 摘 要
(事業主体) 補助金交付額 補助対象経費 国庫補助金

平成 円 円 円 円
鹿児島県 鹿児島県 27～29 8億8050万 4億3957万 3067万 1533万 補助の対象となら

ない障害幼児を補
助対象経費の算定
に含めていたもの
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国宝重要文化財等保存整備費補助金の交付が過大

２件 不当金額(支出) ３７２万円

(前年度 ４件 ３８３０万円)

1 補助金の概要

国宝重要文化財等保存整備費補助金は、文化財の適正な保存管理とその活用を図り、もって文化

財保護の充実に資することを目的として、重要文化財又は登録有形文化財建造物の修理を行う所有

者等に対して、交付要綱等に基づき事業に要する経費の一部を国が補助するものである。

交付要綱等において、補助事業の補助対象経費は、重要文化財(建造物・美術工芸品)修理、防災

事業については重要文化財建造物の修理工事経費等、登録有形文化財建造物修理事業については登

録有形文化財建造物の修理工事に係る設計監理に要する経費等となっている。

2 検査の結果

宗教法人積川神社が行った塗装工事において、組物廻り部分に係る塗装面積の算定に当たり、塗
つ がわ まわ

装の範囲内に部材の接合箇所があり部材が重なっていて塗装することができない部分があるのにこ

れを控除しなかったため、塗装面積が3.838㎡過大になっているなどしていて、国庫補助金計232万

円が過大に交付されていて、不当と認められる。

また、通天閣観光株式会社が行った登録有形文化財通天閣の修理工事に係る設計監理業務におい

て、補助対象経費に外注した設計監理に係る消費税(地方消費税を含む。)額が含まれていた。消費

税の課税事業者である事業主体が補助の対象となる設計監理業務を外注することは課税仕入れに該

当することから、確定申告の際に課税売上高に対する消費税額から当該設計監理業務の外注に係る

消費税額を仕入税額控除した場合には、事業主体はこれに係る消費税額を実質的に負担していない
(注)

ことになる。このため、交付要綱において、事業主体は、補助事業完了後に消費税の確定申告によ

り仕入税額控除した消費税額に係る国庫補助金相当額が確定した場合には、その額を速やかに都道

府県教育委員会に報告し、当該金額を返還しなければならないこととなっているのに、同社は、仕

入税額控除した消費税額に係る国庫補助金相当額140万円の報告及び返還を行っておらず、不当と認

められる。

(注) 仕入税額控除 課税売上高に対する消費税額から課税仕入れに係る消費税額を控除
すること

部局等 補助事業者 補助事業 年度 補助対象経費 左に対する国庫 不当と認める 不当と認める
(事業主体) 補助金交付額 補助対象経費 国庫補助金

平成 円 円 円 円
大阪府 宗教法人 重要文化財(建造 26、 8953万 7610万 273万 232万

物･美術工芸品) 27
積川神社
つ がわ

修理、防災
同 通天閣観光 登録有形文化財 26 3784万 1892万 280万 140万

株式会社 建造物修理
計 2事業主体 1億2737万 9502万 553万 372万
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義務教育費国庫負担金の交付が過大

５件 不当金額(支出) ５８１６万円

(前年度 ７件 ４６４８万円)

1 負担金の概要

義務教育費国庫負担金は、公立の義務教育諸学校(小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学

校の前期課程(これらを｢小中学校｣)並びに特別支援学校の小学部及び中学部)に勤務する教職員の給

与及び報酬等に要する経費を国が都道府県に交付するものである。その額は、都道府県の実支出額

と教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定めた政令に基づいて都道府県

ごとに算定した額(算定総額)とのいずれか低い額の1/3となっている。

算定総額は、同政令に基づき、小中学校の教職員の基礎給料月額等に同教職員の算定基礎定数を

乗ずるなどした額と、特別支援学校の小学部及び中学部(小中学部)の教職員の基礎給料月額等に同

教職員の算定基礎定数を乗ずるなどした額とを合算して算定することとなっている。

このうち、算定基礎定数は、当該年度の5月1日現在において、｢公立義務教育諸学校の学級編制及

び教職員定数の標準に関する法律｣(標準法)等に基づき、標準学級数等を基礎として教職員の定数
(注1)

(標準定数)を算定し、更に産休代替教職員等の実数を加えるなどして算定することとなっている。

そして、標準定数のうち、特別支援学校の自立活動担当教員に係る定数は、各特別支援学校が視
(注2)

覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者のいずれに対する教育を主として行

うものであるかの区分に応じて異なる算定方法に基づいて算定することとされている。この区分に

ついては、当該特別支援学校の学級数が最も多い障害種別に区分することとされている。

また、特別支援学校については、義務教育である小中学部のほかに幼稚部と高等部を置く学校が

あるため、特別支援学校に勤務する全ての教職員の給与及び報酬等に要する経費に義務制率を乗ず
(注3)

るなどして小中学部に係る実支出額を算定することとなっている。

(注1) 標準学級数 標準法に規定する学級編制の標準により算定した学級数

(注2) 自立活動担当教員 特別支援学校において、小中学校等と同様の各教科等のほかに、
個々の障害による学習上又は生活上の困難を改善、克服するための指導として行
われる自立活動の指導を担当する教員

(注3) 義務制率 ｢小中学部の標準学級数の合計｣を｢小中学部の標準学級数並びに幼稚部及
び高等部の実学級数の合計｣で除して求めた率

2 検査の結果

5府県は、算定基礎定数の算定に当たり、標準学級数を1学級とすべきところを2学級としたり、学

級数が最も多い障害種別ではない区分に基づいて自立活動担当教員に係る定数を算定したり、当該

年度の5月1日現在において産休代替教職員に該当していなかった者を含めたりなどしていた。また、

1県は、特別支援学校の小中学部の実支出額の算定に当たり、標準学級数を1学級とすべきところを

2学級とするなどして算定した義務制率を乗じていた。これらの結果、負担金計5816万円が過大に交

付されていて、不当と認められる。
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部局等 補助事業者 年度 算定総額又は実支出 左に対する負担 不当と認め 不当と認め 摘 要
(事業主体) 額 金交付額 る算定総額 る負担金交

又は実支出 付額
額

平成 円 円 円 円
岩手県 岩手県 25～ 1881億9428万 627億3023万 5324万 1774万 算定基礎定

27 数の算定及
び実支出額
の算定が過
大となって
いたもの

神奈川 神奈川県 27 2642億5568万 880億8522万 1930万 643万 算定基礎定
県 数の算定が

過大となっ
ていたもの

大阪府 大阪府 26、 5724億2897万 1908億0640万 7009万 2336万 同
27

兵庫県 兵庫県 27、 3858億0630万 1286億0210万 1251万 417万 同
28

福岡県 福岡県 27 1806億0866万 602億0288万 1934万 644万 同
計 5事業主体 1兆5912億9391万 5304億2685万 1億7450万 5816万
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公立学校施設整備費負担金の交付が過大

１件 不当金額(支出) ９２３万円

(前年度 ４件 ８３１９万円)

1 負担金の概要

公立学校施設整備費負担金は、公立の義務教育諸学校の施設の整備を促進するために、公立の義

務教育諸学校の建物の建築に要する経費について、国がその一部を負担するものである。

負担金の対象となる経費は、公立の小学校、中学校等における教室の不足を解消するための校舎

の新築又は増築を行う事業(新増築事業)に要する経費、公立の小学校、中学校等の屋内運動場の新

増築事業に要する経費等とすることとされている。

そして、新増築事業については、新築又は増築を行う年度の5月1日(基準日)における当該学校の

学級数に応ずる必要面積から基準日における保有面積を控除して国庫補助を受ける資格のある面積

(資格面積)を算定することとされており、資格面積と負担金を受けようとする面積とを比較して、

少ない方の面積を補助対象面積とすることになっている。

また、負担金の交付額は、補助対象面積に1㎡当たりの建築の単価を乗ずるなどして算定した工事

費に事務費を加算した額に負担割合を乗じて得た事業費と、実際に事業に要した経費に負担割合を

乗じて得た事業費(比較事業費)とを比較して、少ない方の額とすることになっている。

2 検査の結果

島根県浜田市は、平成25、26両年度に弥栄中学校屋内運動場の新増築事業を、27、28両年度に弥

栄小学校屋内運動場の新増築事業を実施し、負担金計6383万円の交付を受けていた。

しかし、同市は、負担割合を乗ずることなく比較事業費を算定していたり、新築又は増築により

増加する保有面積を超過して補助対象面積を算定していたりなどしていたため、負担金計923万円

が過大に交付されていて、不当と認められる。

部局等 補助事業者 交付対象事業の種 年度 負担金の交 不当と認め 摘 要
(事業主体) 別 付額 る負担金の

交付額
平成 円 円

島根県 浜田市 屋内運動場の新増 25～28 6383万 923万 負担割合を乗じていなかったなどのも
築事業 の
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学校施設環境改善交付金の交付が過大

１０件 不当金額(支出) ６億７５６８万円

(前年度 １２件 ５億８０００万円)

1 交付金の概要

学校施設環境改善交付金は、地方公共団体が作成する公立の義務教育諸学校等の施設の整備に関

する施設整備計画によって実施される施設整備事業に要する経費に充てるために、国が地方公共団

体に対して交付するものである。交付額は、当該地方公共団体の施設整備計画に記載された事業の

うち、算定の対象となる事業(交付対象事業)ごとに文部科学大臣が定める方法により算出した配分

基礎額に交付対象事業の種別に応じて同大臣が定める割合(算定割合)を乗ずるなどして得た額の合

計額と、交付対象事業に要する経費の額(交付対象工事費)に算定割合を乗じて得た額の合計額のう

ち、いずれか少ない額を基礎として算定することとされている。

このうち、配分基礎額については、配分基礎額を算定する際の基礎となる面積(配分基礎面積)を

算定して、これに交付対象事業の種別に応じて定められた単価を乗ずるなどの方法により算定する

こととされている。

2 検査の結果

北海道及び9府県の9市町において、配分基礎面積を超える面積分の工事費を事業全体の工事費か

ら除外せずに交付対象工事費を算定したり、施設の解体及び撤去事業を実施していない年度に解体

及び撤去費を加算して配分基礎額を算定したり、施設の解体及び撤去費等を契約後の金額に応じて

再計算せずに配分基礎額を算定したりするなどしていたため、配分基礎額及び交付対象工事費が過

大に算定されており、交付金計6億7568万円が過大に交付されていて、不当と認められる。

部局等 補助事業者 交付対象事業の種 年度 交付金の交 不当と認め 摘 要
(事業主体) 別 付額 る交付金の

交付額
平成 円 円

文部科 北海道 特別支援学校の用 27 9億9271万 1億0184万 必要面積を超える面積を含めて改修
学本省 に供する既存施設 の対象としていたもの

の改修事業
青森県 青森市 危険改築事業、不 23、24、 4億9315万 5996万 施設の解体及び撤去費を契約後の金

適格改築事業 28 額に応じて再計算していなかったな
どのもの

福島県 耶麻郡磐梯 不適格改築事業 24～26 5億8512万 7086万 配分基礎面積を超える面積分の工事
町 費を事業全体の工事費から除外して

いなかったなどのもの
群馬県 桐生市 社会体育施設の耐 28 2367万 487万 交付要件を満たさない建物を含めて

震化事業 耐震化の対象としていたもの
千葉県 松戸市 補強事業 27 13億6125万 2079万 補強工事に該当しない工事に要した

経費を含めていたもの
長野県 埴科郡坂城 不適格改築事業 26、27 2億6578万 2億5318万 交付対象となる建物の条件を満たさ

町 ない建物を含めて改築の対象として
いたもの

大阪府 東大阪市 補強事業 26 33億7665万 1億2077万 別の事業に係る工事費として除外す
べき金額を過小に計算していたもの

島根県 浜田市 不適格改築事業、 25～27 1億5042万 1591万 施設の解体及び撤去事業を実施して
大規模改造(質的 いない年度に解体及び撤去費を加算
整備)事業 していたなどのもの

愛媛県 今治市 危険改築事業 24～26 1億5320万 2305万 配分基礎面積を超える面積分の工事
費を事業全体の工事費から除外して
いなかったもの

鹿児島 奄美市 同 27、28 1億6617万 441万 施設の解体及び撤去費を契約後の金
県 額に応じて再計算していなかったも

の
計 10事業主体 75億6816万 6億7568万
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私立学校施設整備費補助金(私立幼稚園施設整備費)の交付が過大

４件 不当金額(支出) ２２５８万円

(前年度 ２件 ４０３万円)

1 補助金の概要

私立学校施設整備費補助金(私立幼稚園施設整備費)は、幼稚園教育の振興に資することを目的と

して、幼稚園の危険な状態にある園舎の改築、耐震補強工事等を行う学校法人等に対して、改築等

に要する経費の一部を国が補助するものである。

この補助金の交付額は、園舎の改築、耐震補強工事等に係る経費を補助対象経費として、これに

補助率(原則として1/3以内)を乗じて算定することなどとされている。

そして、園舎の改築を行う場合の補助対象経費は、補助単価に補助資格面積を乗じて得た額とす

ることとされている。この補助資格面積は、改築後の建築面積等を用いて算定することとされてい

て、建築面積は、建物ごとに、壁や建具等により風雨を防ぐことができる部分の床面積の合計とす

ることとされている。

また、園舎の耐震補強工事等を行う場合の補助対象経費は、柱、壁、梁等の補強等の耐震補強、
はり

天井材等の非構造部材の耐震化に要する工事費等とすることとされている。

2 検査の結果

24都府県の103学校法人において会計実地検査を行ったところ、4学校法人において、壁や建具等

により風雨を防ぐことができない部分の床面積を補助資格面積に含めたり、非構造部材の耐震化工

事に当たり、補助の対象とならない衛生器具設備の改修工事等に係る経費を補助対象経費に含めた

りするなどしていたため、国庫補助金計2258万円が過大に交付されていて、不当と認められる。

部局等 補助事業者 年度 補助対象経費 左に対する 不当と認める 不当と認める 摘 要
(事業主体) 国庫補助金 補助対象経費 国庫補助金

交付額
平成 円 円 円 円

茨城県 学校法人ワ 24、 5531万 1843万 1368万 456万 補助の対象とならな
タナベ学園 25 い改修工事等に係る

経費を補助対象経費
に含めていたもの
(戸頭幼稚園)

埼玉県 学校法人あ 26 1億3064万 4354万 431万 143万 補助の対象とならな
そか幼稚園 い面積を補助資格面

積に含めていたもの
(あそか幼稚園)

同 学校法人秋 27 2億0965万 6988万 3320万 1106万 補助の対象とならな
本学園 い面積を補助資格面

積に含めるなどして
いたもの
(浦和つくし幼稚園)

同 学校法人竹 27 1億2080万 4026万 1655万 551万 補助の対象とならな
ノ内学園 い面積を補助資格面

積に含めていたもの
(東平幼稚園)

計 4事業主体 5億1641万 1億7213万 6776万 2258万
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－厚生労働省－

労働保険の保険料の徴収額が過不足

１件 不当金額(収入) ３億２１１８万円

(前年度 １件 ５億２１９２万円)

1 保険の概要

労働保険のうち、①労働者災害補償保険(労災保険)は、労働者災害補償保険法等に基づき、労働

者の業務上の事由又は通勤による負傷、疾病等に対する療養補償給付等を、②雇用保険は、雇用保

険法等に基づき、労働者の失業等に対する失業等給付、雇用安定事業等を行う保険であり、常時雇

用される一般労働者のほか、いわゆるパートタイム労働者等の短時間就労者のうち1週間の所定労働

時間が20時間以上で継続して31日以上雇用されることが見込まれることなどの要件を満たす者が被

保険者となる。

なお、取締役等の役員は、業務執行権を有する者の指揮監督を受けて労働に従事している者を除

き、労働者として取り扱われないこととなっている。

2 検査の結果

14労働局管内の697事業主を検査したところ、事業主が、雇用保険の加入要件を満たす短時間就
(注)

労者を同保険に加入させておらず、その賃金を雇用保険分の保険料の算定の際に賃金総額に含めて

いなかったり、労働者として取り扱われない役員の報酬等を労災保険分及び雇用保険分の保険料の

算定の際に賃金総額から除いていなかったりなどしている事態が見受けられた。

このため、697事業主のうち、14労働局管内の313事業主について保険料の徴収額が2億7371万円不

足していたり、14労働局管内の98事業主について保険料の徴収額が4746万円過大になっていたりし

ていて、不当と認められる。

＜事例＞

東京労働局は、飲食店を営む事業主Ａから、平成27年度の労働保険の保険料について、雇用保

険の被保険者423人に対して支払った賃金総額は12億5399万円、その雇用保険分の保険料は1692万

円であるとした確定保険料申告書の提出を受けて、これに基づき、当該保険料を徴収していた。

しかし、事業主Ａは、雇用保険の加入要件を満たす短時間就労者277人を雇用保険に加入させて

おらず、これらの者に対して支払った賃金5億5276万円を賃金総額に含めるべきところ、これを含

めていなかった。このため、雇用保険分の保険料746万円が徴収不足となっていた。

なお、これらの徴収不足額及び徴収過大額については、全て徴収決定又は還付決定の処置が執ら

れた。

(注) 14労働局 北海道、秋田、千葉、東京、神奈川、山梨、愛知、大阪、鳥取、山口、愛
媛、高知、福岡、沖縄各労働局
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健康保険及び厚生年金保険の保険料の徴収額が不足

１件 不当金額(収入) ６億３５９０万円

(前年度 １件 ６億２５１８万円)

1 保険の概要

健康保険は、業務災害以外の疾病、負傷等に関して療養の給付、療養費の支給、傷病手当金の支

給等を行う保険であり、常時一定人数以上の従業員を使用する事業所の従業員が被保険者となる。

また、厚生年金保険は、老齢、死亡等に関して年金等の給付を行う保険であり、常時一定人数以上

の従業員を使用する事業所の70歳未満の従業員が被保険者となる。そして、従業員のうち、いわゆ

るパートタイム労働者等の短時間就労者については、労働時間、労働日数等からみて当該事業所に

常用的に使用されている場合には被保険者とすることとなっている。

保険料は、被保険者と事業所の事業主とが折半して負担し、事業主が納付することとなっており、

事業主は、日本年金機構の年金事務所に対して、健康保険及び厚生年金保険に係る被保険者資格取

得届等の届け書を提出することとなっている。

2 検査の結果

機構の13地域部の管轄区域内に所在する137年金事務所が管轄する498事業主について、常用的に
(注)

使用している就労者の被保険者資格取得届等を提出していなかったり、被保険者資格取得届の資格

取得年月日について事実と相違した年月日を記載したりなどしている事態が見受けられた。

このため、徴収額が6億3590万円(健康保険保険料2億3172万円、厚生年金保険保険料4億0417万

円)不足していて、不当と認められる。

＜事例＞

Ａ会社は、人材派遣業の業務に従事する従業員84人を使用していた。同会社の事業主は、これ

らの従業員のうち36人については労働時間が短く常用的な使用でないとして、年金事務所に対し

て被保険者資格取得届を提出していなかった。

しかし、上記の36人について調査したところ、同会社はこのうち24人を常用的に使用しており、

被保険者資格取得届を提出すべきであった。

このため、健康保険保険料953万円、厚生年金保険保険料1549万円、計2502万円が徴収不足とな

っていた。

なお、これらの徴収不足額は、全て徴収決定の処置が執られた。

(注) 13地域部 北海道、北関東・信越第一、北関東・信越第二、南関東第一、南関東第二、
中部第一、中部第二、近畿第一、近畿第二、中国、四国、九州第一、九州第二の各
地域部
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地域若者サポートステーション事業の委託費の算定に当たり、委託費の対象とはならない経費が含

まれていたため、委託費の支払額が過大

１件 不当金額(支出) ３５８万円

1 委託事業の概要

和歌山労働局(和歌山局)は、若者が充実した職業生活を送り、我が国の将来を支える人材となる

よう一人でも多くの若者を就職に結び付けるとともに、就労後のフォローアップを通じて早期離職

を防ぐことを目的として、支援対象者の就職に向けた支援を行う地域若者サポートステーション事

業(サポステ事業)を民間団体等(事業実施者)に委託して実施している。

厚生労働省が定めた｢平成28年度地域若者サポートステーション事業実施要綱｣、｢｢平成28年度地

域若者サポートステーション事業｣に係る企画書募集要項｣(募集要項)等によれば、サポステ事業に

ついて国の委託費の対象とすることのできる経費(対象経費)は、人件費、活動事務費、一般管理費

等とされている。このうち、人件費に関して、サポステ事業以外の業務を兼務する職員については、

業務日報等によりサポステ事業に専ら従事したことが明確に確認できる部分に限り対象とすること

とされている。そして、事業実施者は、事業が終了したときは、対象経費の実績額等を記載した委

託費精算報告書(精算報告書)を都道府県労働局に提出しなければならないこととされており、都道

府県労働局は、精算報告書の提出を受けたときは、遅滞なくその内容を審査して、適正と認めたと

きは、対象経費の実績額と委託契約額のいずれか低い額を委託費の額として確定して、委託費を支

払うことなどとされている。

和歌山局は、平成28年度に｢わかやま地域若者サポートステーション事業｣(わかやまサポステ事

業)及び｢きのかわ地域若者サポートステーション事業｣(きのかわサポステ事業)の両事業の事業実施

者として株式会社キャリア・ブレスユー(会社)との間で、28年4月に、それぞれ委託契約(委託契約

額わかやまサポステ事業2230万円、きのかわサポステ事業1800万円)を締結して上記の両事業を実施

させて、事業終了後に委託費の額をそれぞれ確定して、委託費計3901万円を会社に支払っている。

2 検査の結果

会社は、上記の2委託契約に係る対象経費として、会社の取締役及び人材派遣業務を統括している

管理職の計2名が上記の両事業に専ら従事した時間に係る分として人件費計307万円を含めて、精算

報告書を和歌山局に提出して、和歌山局は、これに基づいて委託費の額を確定して委託費を支払っ

ていた。

しかし、募集要項によれば、サポステ事業以外の業務を兼務する職員については、業務日報等に

よりサポステ事業に専ら従事したことが明確に確認できる部分に限り対象とすることとされている

のに、会社は、サポステ事業以外の業務を兼務する上記の取締役等について、業務日報等により同

事業に専ら従事した部分を明確にしておらず、また、同事業に専ら携わっていたことを示す資料も

ない状況であった。

したがって、前記の人件費307万円は対象経費として認められず、対象経費からこれを除くなどし

て適正な委託費の額を算定すると358万円が過大に支払われていて、不当と認められる。
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雇用保険の雇用調整助成金の支給が不適正

１件 不当金額(支出) ２４９８万円

(前年度 １件 １億１８３７万円)

1 保険給付の概要

雇用調整助成金は、雇用保険(後掲68ページ参照)で行う事業のうちの雇用安定事業の一環として、

雇用保険法等に基づき、雇用する被保険者(被保険者)について休業若しくは教育訓練(休業等)又は

出向により雇用調整を行った事業主に対して、休業手当等の一部を助成するものである。

雇用調整助成金の支給要件は、休業等の場合、売上高等が一定以上減少するなどしている事業主

が、労働組合等との間で休業等についての協定を結び、これに基づいて、被保険者について休業等

を行うことなどとなっている。そして、支給額については、休業等を行った期間ごとに、1人1日当

たりの平均賃金額に上記の協定による賃金の支払率及び所定の助成率を乗ずるなどして算出される
(注1) (注2)

額に、休業等を行った延べ人日数を乗じて算定することなどとなっている。

雇用調整助成金の支給を受けようとする事業主は、休業等を行う前に、休業等を行う期間ごとに

実施計画届及び添付書類を都道府県労働局(労働局)に提出し、休業等を行った後に、支給申請書及

び添付書類を労働局に提出することとなっている。そして、労働局は、実施計画届、支給申請書等

に記載されている休業等の実施状況、休業手当等の支払状況、事業主の過去の不正受給の有無等を

審査した上で、雇用調整助成金の支給を行うことなどとなっている。

(注1) 1人1日当たりの平均賃金額 事業主に係る労働保険の確定保険料算定の基礎となっ
た賃金総額を被保険者数及び年間所定労働日数で除して算出される額

(注2) 所定の助成率 原則として、中小企業以外の事業主については1/2、中小企業の事業
主については2/3。ただし、平成25年3月以前は、中小企業以外の事業主について
は2/3、中小企業の事業主については4/5

2 検査の結果

3労働局管内における14事業主は、休業を行っていないのに行ったと偽り、又は誤ったり、売上
(注3)

高等が一定以上減少していないのに減少したと偽り、又は誤ったりして、雇用調整助成金の支給を

申請しており、これら14事業主に対する雇用調整助成金の支給額計6213万円のうち計2498万円は支

給の要件を満たしていなかったもので支給が適正でなく、不当と認められる。

＜事例＞

神奈川労働局は、事業主Ａから、24年1月から28年11月までの間に、24回、延べ1,221人日の休

業を行ったとする支給申請書及び添付書類の提出を受けて、これに基づき、雇用調整助成金計74

8万円を事業主Ａに支給していた。

しかし、実際には、事業主Ａは、被保険者の勤務の状況等について事実と相違する添付書類を

作成して、休業を行っていないのに、上記のとおり行ったと偽って申請していたことから、事業

主Ａに対する雇用調整助成金計748万円の全額が支給の要件を満たしていなかった。

なお、これらの不適正な支給額は、全て返還の処置が執られた。

(注3) 3労働局 埼玉、神奈川、福岡各労働局
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雇用保険の建設労働者確保育成助成金の支給が不適正

１件 不当金額(支出) ３３２万円

1 保険給付の概要

建設労働者確保育成助成金(平成30年4月以降は人材開発支援助成金。｢建設助成金｣)(後掲192ペ

ージ参照)は、雇用保険で行う事業である雇用安定事業及び能力開発事業の一環として、雇用保険

法等に基づき、建設業における若年労働者の確保及び育成並びに技能継承を図るなどのための取組

を実施する建設事業主等に対して必要な助成を行うものであり、建設助成金の対象となる取組の一

つとして認定訓練コース(賃金助成)がある。

認定訓練コース(賃金助成)の支給対象者は、雇用する建設労働者に認定訓練を受けさせること、

キャリア形成促進助成金(29年4月以降は人材開発支援助成金)等(中小建設事業主が認定訓練を行う
(注)

施設(認定訓練施設)に建設労働者を派遣する場合(Off-JT)に係るものに限る。)の支給を受けるも

のであることなどの要件に該当する中小建設事業主であることとされている。

認定訓練コース(賃金助成)の支給額は、算定対象となる認定訓練の受講者1人につき、日額5,000

円に、認定訓練を受けた日数(認定訓練を実施した日数のうち、キャリア形成促進助成金等の支給

の対象となった日数に限る。)を乗じて得た額とされている。

認定訓練コース(賃金助成)の支給を受けようとする中小建設事業主は、認定訓練修了後に、支給

申請書等を都道府県労働局に提出すること、支給申請書等の提出を受けた都道府県労働局は、キャ

リア形成促進助成金等の支給決定通知書又は支給申請書の写し(添付書類を含む。これらを｢支給申

請関係書類等｣)により、キャリア形成促進助成金等の支給を受けるものであることや受講日数を確

認するなどして、申請内容が認定訓練コース(賃金助成)の支給要件を満たしているかを確認した上

で、その支給を行うこととされている。

(注) キャリア形成促進助成金 労働者のキャリア形成を効果的に促進するために、雇用
する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための
職業訓練等を計画に沿って実施した事業主に対して、訓練期間中の賃金の一部等
を助成するもの

2 検査の結果

宮城労働局は、事業主Ａから、28年5月及び29年5月に、雇用する建設労働者計13名に認定訓練を

受講させたとする認定訓練コース(賃金助成)の支給申請書等が提出されたことから、キャリア形成

促進助成金の支給申請関係書類等に基づき、認定訓練の受講日数をそれぞれ1,714日、1,505日であ

るとして、認定訓練コース(賃金助成)28年度分857万円、29年度分752万円、計1609万円を29年4月

及び同年12月に支給決定し、同額を同労働局及び厚生労働本省から事業主Ａに支給していた。

しかし、同労働局は、前記のとおり、認定訓練コース(賃金助成)はOff-JTに限って支給対象とな

るのに、誤って、認定訓練施設に派遣するのではなく労働者に仕事をさせながら行う職業訓練(OJ

T)を実施した日数を含めて支給決定しており、OJT分を除くと適正な受講日数はそれぞれ1,353日、

1,201日であった。

したがって、適正な認定訓練コース(賃金助成)の支給額は日額5,000円に上記の受講日数をそれ

ぞれ乗じた676万円、600万円、計1277万円となり、前記の支給額との差額180万円、152万円、計33

2万円は支給の対象とならなかったもので支給が適正ではなく、不当と認められる。

なお、この不適正な支給額は、返還の処置が執られた。
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雇用保険の企業内人材育成推進助成金の支給が不適正

１件 不当金額(支出) ３７５万円

1 保険給付の概要

(後掲268ページ参照)

2 検査の結果

3労働局管内における3事業主は、確認を受けたジョブ・カードによる評価及びジョブ・カードを
(注)

活用したコンサルティングをいずれも全く実施していなかったり、確認を受けたジョブ・カードに

よる評価を全く実施していなかったりしているのに、実施したと偽って助成金の支給を申請してお

り、これら3事業主に対する助成金の支給額計520万円のうち計375万円は支給の要件を満たしていな

かったもので支給が適正でなく、不当と認められる。

＜事例＞

京都労働局は、平成27年12月1日に事業主Ａから、評価制度及びコンサルティング制度に係る計

画の提出を受け、同月15日に認定していた。そして、事業主Ａは、当該計画に沿って、両制度を

導入し、28年8月23日から同年10月29日までの間に、労働者延べ20名に評価及びコンサルティング

を実施したとする支給申請書等を同労働局に提出して、これに基づき、同労働局は28年度に両制

度に係る導入助成及び実施助成として助成金計180万円を事業主Ａに支給していた。

しかし、実際には、事業主Ａは、全ての労働者について確認を受けたジョブ・カードによる評

価及びジョブ・カードを活用したコンサルティングをいずれも全く実施していなかったのに、実

施したと偽って助成金の支給を申請していたことから、事業主Ａに対する助成金計180万円の全額

が支給の要件を満たしていなかった。

なお、これらの不適正な支給額は、全て返還の処置が執られた。

(注) 3労働局 北海道、神奈川、京都各労働局
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雇用保険の特定求職者雇用開発助成金の支給が不適正

１件 不当金額(支出) ２２３７万円

(前年度 １件 ９６５万円)

1 保険給付の概要

特定求職者雇用開発助成金は、雇用保険(後掲68ページ参照)で行う事業のうちの雇用安定事業の

一環として、雇用保険法等に基づき、60歳以上65歳未満の高年齢者や障害者等の就職が特に困難な

求職者(就職困難者)、65歳以上の被保険者でない求職者等を雇い入れた事業主に対して、当該雇用

労働者の賃金の一部に相当する額を助成するもので、特定就職困難者雇用開発助成金(平成29年4月

1日以降は特定就職困難者コース助成金。｢就職困難者助成金｣)、高年齢者雇用開発特別奨励金(同生

涯現役コース奨励金。｢高年齢者奨励金｣)等がある。

就職困難者助成金の支給要件は、事業主が就職困難者を公共職業安定所等の紹介により新たに継

続して雇用する労働者として雇い入れることなどとなっている。

高年齢者奨励金の支給要件は、事業主が雇入れ日における満年齢が65歳以上の被保険者でない求

職者を公共職業安定所等の紹介により、新たに1週間の所定労働時間が20時間以上かつ1年以上継続

して雇用する労働者として雇い入れることなどとなっている。

特定求職者雇用開発助成金の支給を受けようとする事業主は、当該助成金に係る支給申請書及び

支給要件を満たした労働者に係る出勤簿等の添付書類を都道府県労働局(労働局)に提出することと

なっている。そして、労働局は、支給申請書等に記載されている当該労働者の氏名、生年月日、雇

用年月日、賃金の支払、事業主の過去の不正受給の有無等を審査した上で支給決定を行い、これに

基づいて厚生労働本省又は労働局は、特定求職者雇用開発助成金の支給を行うこととなっている。

2 検査の結果

9労働局管内における13事業主は、既に事実上雇入れが決定している者又は雇い入れている者に
(注)

形式的に公共職業安定所の紹介を受けさせて、その紹介により雇い入れたこととして申請するなど

しており、これら13事業主に対する特定求職者雇用開発助成金の支給額計2715万円(就職困難者助成

金2625万円、高年齢者奨励金90万円)のうち計2237万円(就職困難者助成金2147万円、高年齢者奨励

金90万円)は支給の要件を満たしていなかったもので支給が適正でなく、不当と認められる。

＜事例＞

埼玉労働局は、事業主Ａから、就職困難者Ｂを27年1月に、就職困難者Ｃ及びＤを同年2月に、

いずれも千葉労働局管下の松戸公共職業安定所の紹介を受けて、就職困難者Ｂを同年1月に、就職

困難者Ｃ及びＤを同年2月にそれぞれ雇い入れたとする支給申請書の提出を受けて、これに基づき、

就職困難者助成金計720万円の支給決定を行っていた。

しかし、実際には、就職困難者Ｂ、Ｃ及びＤは同公共職業安定所の紹介を受ける以前から事実

上雇入れが決定しており、事業主Ａは既に事実上雇入れが決定している就職困難者Ｂ、Ｃ及びＤ

に形式的に同公共職業安定所の紹介を受けさせていたことから、就職困難者Ｂ、Ｃ及びＤは就職

困難者助成金の対象とならず、就職困難者助成金計720万円の全額が支給の要件を満たしていなか

った。

なお、これらの不適正な支給額は、全て返還の処置が執られた。

(注) 9労働局 北海道、福島、埼玉、静岡、愛知、滋賀、大阪、福岡、沖縄各労働局
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雇用保険のキャリアアップ助成金の支給が不適正

１件 不当金額(支出) ３３０１万円

(前年度 １件 ２３５６万円)

1 助成金の概要

キャリアアップ助成金は、雇用保険で行う事業である雇用安定事業及び能力開発事業の一環とし

て、雇用保険法等に基づき、期間の定めがある労働契約を締結する者等の企業内でのキャリア

アップを支援するために、キャリアアップに向けた取組を実施した事業主に対して国が経費等を助
(注1)

成するものである。助成金の対象となる取組には、人材育成コース、正社員化コース等がある。

助成金の対象となる取組のうち、人材育成コースの支給要件は、事業主が対象者、目標、計画期

間等が記載されたキャリアアップ計画書及び実施する職業訓練(訓練)の内容等が記載された訓練計

画届を管轄の都道府県労働局(労働局)に提出して受給資格の認定を受けること、当該受給資格認定

に係る訓練計画に基づき訓練を実施すること、訓練期間中の訓練受講者に対する賃金を適正に支払

うことなどとなっている。

助成金の支給を受けようとする事業主は、人材育成コースについては、支給申請書に、出勤簿、

賃金台帳等の関係書類のほか、訓練の実施内容等を記載した実施状況報告書を添えて、労働局に提

出することとなっており、労働局は、訓練受講者に対する訓練の実施状況、賃金の支払状況等を関

係書類等に基づき調査確認するなどして助成金の支給要件を満たしているか審査をした上で支給決

定を行い、これに基づいて厚生労働本省又は労働局は、助成金の支給を行うこととなっている。

(注1) キャリアアップ 職務経験又は職業訓練等(職業訓練又は教育訓練をいう。)の職業
能力の開発の機会を通じて、職業能力の向上並びにこれによる将来の職務上の地
位及び賃金をはじめとする処遇の改善が図られること

2 検査の結果

4労働局管内において平成26年度から29年度までに助成金の支給を受けた13事業主は、人材育成
(注2)

コースにおいて、訓練又は賃金の支払の実績を偽って助成金の支給を申請するなどしており、これ

ら13事業主に対する助成金の支給額計6384万円のうち計3301万円は支給の要件を満たしていなかっ

たもので支給が適正でなく、不当と認められる。

＜事例＞

神奈川労働局は、事業主Ａから、27年7月1日から32年6月30日までを計画期間とする人材育成コ

ースに係るキャリアアップ計画書について27年5月に、また、訓練計画届について28年6月にそれ

ぞれ提出を受けて、助成金の受給資格を認定していた。そして、事業主Ａから、当該訓練計画届

に沿って同年7月から12月まで訓練を実施して、訓練受講者に賃金を適正に支払ったとして、29年

2月に支給申請書及び実施状況報告書、賃金台帳等の添付書類の提出を受けて、これに基づき、助

成金計343万円の支給決定を行っていた。

しかし、実際には、事業主Ａは訓練期間中の訓練受講者に対する賃金の一部を支払っていなか

ったのに、適正に賃金を支払ったとする虚偽の内容の関係書類を支給申請書に添付して同労働局

に提出していたことから、事業主Ａに対する助成金計343万円の全額が支給の要件を満たしていな

かった。

なお、これらの不適正な支給額は、全て返還の措置が執られた。

(注2) 4労働局 北海道、神奈川、大阪、沖縄各労働局
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雇用保険の失業等給付金の支給が不適正

１件 不当金額(支出) ２４５７万円

(前年度 １件 ６０９１万円)

1 保険給付の概要

雇用保険は、雇用保険法等に基づき、常時雇用される労働者等を被保険者として、被保険者が失

業した場合、被保険者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合等に、その生活及び雇用

の安定を図るなどのために失業等給付金の支給を行うほか、雇用安定事業等を行う保険である。

そして、失業等給付金には、求職者給付、就職促進給付等の4種の給付がある。求職者給付には基

本手当、高年齢求職者給付金等7種の手当等があり、このうち基本手当は、受給資格者が失業してい

る日について所定給付日数を限度として支給される。就職促進給付には再就職手当、就業促進定着

手当等8種の手当等があり、このうち再就職手当は、受給資格者が基本手当を受給できる日数を所定

給付日数の1/3以上残して安定した職業に就いた場合に支給される。

2 検査の結果

検査の結果、9労働局の38公共職業安定所(安定所)管内における受給者80人については、事実と
(注)

相違した失業認定申告書等により、再就職した後も引き続き失業等給付金の支給を受けるなどして

おり、これらに対する失業等給付金計2457万円は、支給の要件を満たしていなかったもので支給が

適正でなく、不当と認められる。

これを給付の種別に示すと次のとおりである。

① 求職者給付

37安定所管内の受給者78人に対する基本手当等の支給額計3704万円のうち計1264万円は、支給

の要件を満たしていなかった。

② 就職促進給付

16安定所管内の受給者20人に対する再就職手当等の支給額計1193万円の全額は、支給の要件を

満たしていなかった。

＜事例＞

宮古安定所は、受給者Ａから、平成28年8月18日に就職したとする失業認定申告書等の提出を受

けて、これに基づき、基本手当等計85万円の支給決定を行っていた。しかし、実際には、受給者

Ａは同年8月1日に就職していたのに、上記のとおり同年8月18日に就職したと偽って申告したこと

から、受給者Ａに対する基本手当等計71万円が支給の要件を満たしていなかった。

なお、これらの不適正な支給額は、全て返還の処置が執られた。

(注) 9労働局 北海道、東京、新潟、滋賀、京都、兵庫、徳島、福岡、沖縄各労働局
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雇用保険の認定職業訓練実施奨励金の支給が不適正

１件 不当金額(支出) ４５６万円

1 保険給付の概要

認定職業訓練実施奨励金は、雇用保険(前掲68ページ参照)で行う事業のうちの能力開発事業の一

環として、｢職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律｣等に基づき、雇用保険

の受給ができない失業者であって、支援の必要がある者(特定求職者)の早期の就職を促進するため

に、厚生労働大臣の認定を受けた職業訓練(認定職業訓練)を行う民間訓練機関(訓練校)に対して助

成するもので、認定職業訓練実施基本奨励金(基本奨励金)、認定職業訓練実施付加奨励金(付加奨励

金)等がある。

認定職業訓練は、基礎訓練と実践訓練(実践コース)から成り、実践コースは基本奨励金及び付加

奨励金の支給対象となっている。基本奨励金の支給要件は、訓練校が特定求職者に対し認定職業訓

練を適切に行ったことなどとなっている。また、付加奨励金の支給要件は、訓練生の就職率が一定

水準(35％)以上であることなどとなっており、就職率を算定するに当たっては、雇用保険法に規定

する一般被保険者等を就職(雇用保険適用就職)として扱うこととなっている。

認定職業訓練実施奨励金の支給を受けようとする訓練校は、支給申請書及び訓練生の就職状況に

係る報告書等の添付書類を都道府県労働局(労働局)に提出することとなっている。そして、労働局

は、支給申請書等で就職とされた者が雇用保険適用就職であることなどを審査した上で支給決定を

行い、これに基づいて厚生労働本省又は労働局は、認定職業訓練実施奨励金の支給を行うこととな

っている。また、労働局は、偽りその他不正の行為により本来受けることのできない支給を受けた

訓練校に対して、当該認定職業訓練実施奨励金及び当該認定職業訓練実施奨励金に係る認定職業訓

練の開始後に当該訓練校が開始した全ての認定職業訓練に係る認定職業訓練実施奨励金について、

支給決定を取り消して返還の手続を行うことなどとなっている。

2 検査の結果

兵庫労働局管内の株式会社rise(会社)は、厚生労働大臣の認定を受けて平成28年1月から29年2月

までの間に計3回の実践コースを実施して、認定職業訓練実施奨励金計456万円の支給を受けていた。

このうち、1回目の実践コースについて、会社は、28年1月から5月まで認定職業訓練を行い、これを

受講した訓練生8名のうち7名が認定職業訓練を修了し、会社に2名、他社に4名、計6名が就職したな

どとして、支給申請を行っていた。これを受けて、同労働局は、基本奨励金については同年6月に1

45万円を、付加奨励金については、上記就職者6名のうち3名は雇用保険適用就職ではなかったこと

からこれを除き、雇用保険適用就職であると判断した就職者3名(会社2名、他社1名)を基に就職率を

42％と算定して同年11月に28万円を、それぞれ支給していた。

しかし、会社に就職したとされていた2名に係る勤務実態を確認するなどしたところ、1名につい

ては、同人を雇用した事実がないのに雇用したとする架空の雇用であり、会社は、同人は自社に就

職したとする虚偽の内容の添付書類を作成し、同労働局に支給申請していた。残りの1名は、同年8

月に雇用したとしていたが、同人の出勤簿等が作成されておらず、また、実際の勤務日は1日もない

など、その勤務実態からみて雇用保険適用就職に該当するものではなかった。このため、上記の2名

を除いて就職率を算定すると14％となり、35％未満となっていた。

このように、会社は、架空の雇用であった者を雇用保険適用就職者と偽るなどして認定職業訓練

実施奨励金の支給を申請しており、会社に対する認定職業訓練実施奨励金の支給額計456万円は支給

の要件を満たしていなかったもので支給が適正でなく、不当と認められる。

なお、この不適正な支給額は、返還の処置が執られた。
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厚生年金保険の老齢厚生年金の支給が不適正

１件 不当金額(支出) ５４５４万円

(前年度 １件 ２１１４万円)

1 保険給付の概要

厚生年金保険(前掲61ページ参照)において行う給付のうち、老齢厚生年金は、厚生年金保険の適

用事業所に使用された期間(被保険者期間)を1か月以上有し、老齢基礎年金に係る保険料納付済期間

が10年以上(平成29年7月31日以前は25年以上。以下同じ。)ある者等が65歳以上である場合に受給権

者となるが、特別支給の老齢厚生年金では、当分の間の特例として、原則60歳以上で被保険者期間

を1年以上有し、老齢基礎年金に係る保険料納付済期間が10年以上ある者等が受給権者となっている。

この特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の適用事業所に常用的に使用されて被

保険者となったときなどには、一定の方式により算定した額に応じて、基本年金額の一部又は全部
(注1)

の支給等を停止することとなっている。そして、受給権者を常用的に使用している厚生年金保険の

適用事業所の事業主等は、受給権者の年金手帳を確認するなどした上で被保険者資格取得届等を作

成して日本年金機構の年金事務所に提出することとなっており、これに基づいて機構本部が算定し

た年金の支給停止額を厚生労働本省が確認し、決定することとなっている。

(注1) 27年10月の｢被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正す
る法律｣の施行により、同月以降、老齢厚生年金の受給権者が、議員(国会議員又は地方
公共団体の議会の議員)である間においても、一定の方式により算定した額に応じて、基
本年金額の一部又は全部の支給等を停止することとなっている。

2 検査の結果

機構の11地域部の管轄区域内に所在する38年金事務所が管轄する53事業所等の63人については、
(注2)

当該事業所において常用的に使用されていて厚生年金保険の被保険者資格要件を満たすなどしてお

り、基本年金額の一部又は全部の支給を停止するための手続をとる必要があったのに、事業主から

被保険者資格取得届が提出されていなかったことなどからこの手続がとられていなかった。

このため、特別支給の老齢厚生年金等5454万円については、支給が適正でなく、不当と認められ

る。

＜事例＞

受給権者Ａは、28年3月に厚生労働大臣から特別支給の老齢厚生年金の裁定を受け、同年4月分

から30年3月分まで、特別支給の老齢厚生年金を全額支給されていた。

しかし、ＡはＢ事業所に上記の裁定以前から就職しており、労働時間、労働日数等からみて当

時から常用的に使用されており、年金事務所に対して厚生年金保険の被保険者資格取得届の提出

が必要であるのに、Ｂ事業所の事業主がその提出をしていなかった。

このため、Ａが裁定を受けた後の基本年金額の一部又は全部計94万円の支給が停止されていな

かった。

なお、これらの不適正な支給額は、全て返還の処置が執られた。

(注2) 11地域部 北海道、北関東・信越第一、北関東・信越第二、南関東第二、中部第一、
中部第二、近畿第一、近畿第二、中国、九州第一、九州第二の各地域部
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医療費に係る国の負担が不当

１件 不当金額(支出) ３億０７４７万円

(前年度 １件 ２億６３９１万円)

1 医療給付の概要

厚生労働省所管の医療保障制度には、後期高齢者医療制度、医療保険制度及び公費負担医療制度

があり、これらの制度により各種の医療給付が行われている。

これらの医療給付において、被保険者等に対して診療を行うなどした医療機関は、診療報酬とし

て医療に要する費用を所定の診療点数に単価を乗ずるなどして算定し、患者負担分を患者に請求し、

残りの診療報酬(医療費)を医療給付の実施主体である保険者等に請求することとなっている。この

うち、保険者等に対する医療費の請求は、診療報酬請求書に費用の明細を明らかにした診療報酬明

細書(レセプト)を添付して行い、これらの請求を受けた保険者等及び審査支払機関は、その請求内

容について審査点検した上で保険者等が審査支払機関を通じて医療機関に医療費を支払うこととな

っている。そして、国は保険者等が支払う医療費の一部について医療保障制度ごとに定められてい

る割合などにより負担している。

2 検査の結果

平成25年度から29年度までの間に351実施主体が20都道府県の121医療機関に対して行った医療費

の支払が7億7945万円過大となっていて、これに対する国の負担額3億0747万円が不当と認められる。

これを診療報酬項目の別に整理して示すと次のとおりである。

① 入院基本料 134実施主体 (70医療機関) 不当と認める国の負担額 1億8804万円

療養病棟入院基本料等に定められた区分のうち、より低い点数の区分の状態等にある患者に対

して、高い区分の点数で算定していた。

② リハビリテーション料 90実施主体 (27医療機関) 不当と認める国の負担額 8654万円

患者に疾患の発症等があった後、新たな疾患の発症等がないのに、レセプトの摘要欄に150日以

内に新たな疾患の発症等があったなどと記載して、150日以内に限り算定することとされている運

動器リハビリテーション料の算定を繰り返し行うなどしていた。

③ 入院基本料等加算 81実施主体 (4医療機関) 不当と認める国の負担額 1356万円

看護師等の数が標準人員を満たしていないのに、療養病棟療養環境加算を算定するなどしてい

た。

④ 初診料・再診料 125実施主体 (9医療機関) 不当と認める国の負担額 1100万円

配置医師が指定障害者支援施設等の入所者に対して行った診療について、初診料、再診料等を

算定していた。

⑤ 医学管理料等 69実施主体 (11医療機関) 不当と認める国の負担額 830万円

配置医師が指定障害者支援施設等の入所者に対して行った診療について、特定疾患療養管理料

等を算定するなどしていた。
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都道府県名 実施主体 過大に支払われて 過大に支払われて 不当と認める国 摘 要
(医療機関数) いた医療費の件数 いた医療費の額 の負担額

件 円 円
北海道 18市町等(12) 4,256 1億1706万 4765万 ①②⑤
山形県 5市等(2) 212 339万 125万 ①②
茨城県 30市区町等(8) 4,336 7677万 3048万 ①②④
栃木県 42市区町等(4) 2,477 996万 382万 ②④⑤
千葉県 49市区町等(7) 4,756 4127万 1634万 ①④
東京都 26市区等(11) 2,319 2626万 1097万 ①②
神奈川県 36市区村等(4) 942 7674万 2742万 ①
愛知県 41市町等(14) 7,010 4136万 1593万 ①②④⑤
三重県 15市町等(1) 529 153万 59万 ③
京都府 41市町等(11) 4,495 5660万 2256万 ①③④⑤
大阪府 23市町等(15) 2,902 7666万 3019万 ①②⑤
兵庫県 31市町等(11) 4,508 4184万 1551万 ①②⑤
和歌山県 12市町等(3) 1,222 6784万 2837万 ①②
岡山県 9市町等(1) 811 2527万 1002万 ③
徳島県 15市町等(2) 254 1535万 684万 ①
香川県 5市等(5) 726 5659万 2135万 ①②
福岡県 27市区町等(1) 895 240万 65万 ③
長崎県 13市町等(5) 1,013 2011万 823万 ①②⑤
宮崎県 5市等(3) 144 959万 407万 ①
鹿児島県 3市等(1) 130 1274万 512万 ①
計 351実施主体(121) 43,937 7億7945万 3億0747万

注(1) 計欄の実施主体数は、都道府県の間で実施主体が重複することがあるため、各都道府県の実施主体数を合計
したものとは一致しない。

注(2) 摘要欄の①から⑤までは、本文の診療報酬項目の別に対応している。
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労働者災害補償保険の療養の給付に要する診療費の支払が過大

１件 不当金額(支出) １億０２５１万円

1 保険給付の概要

労災診療費(労災診療費の概要については、後掲186ページ参照)は、①健康保険法等に基づく保険

診療に要する費用の額の算定に用いる｢診療報酬の算定方法｣の別表第一医科診療報酬点数表(健保点

数表)等により算定した診療報酬点数に12円(法人税等が非課税となっている公立病院等については

11円50銭)を乗じて算定すること、②初診料、入院料、手術料等の特定の診療項目については、健保

点数表の所定の点数とは異なる点数、金額、算定項目等を別に定めて、これにより算定することと

されている。

2 検査の結果

全国47労働局の平成28年度における審査に係る労災診療費を検査したところ、31労働局の審査に
(注)

係る労災診療費の診療項目のうち、過大に支払われていた入院料、手術料等が199指定医療機関等で

計1億0251万円あり、不当と認められる。

その主な事態を示すと次のとおりである。

(1) 入院料(185指定医療機関等、計1億0043万円)

入院料のうち、入院基本料及び特定入院料は、労災治療計画書又は入院診療計画書(労災治療計

画書等)を傷病労働者に交付して所要の事項について説明することが算定要件とされており、また、

傷病労働者の入院の際に、労災治療計画書等により、所要の事項について、傷病労働者に交付し

て説明した場合、労災治療計画加算として、1回の入院につき1回限り所定の点数を入院基本料又

は特定入院料に加算できることとされているが、労災治療計画書等を傷病労働者に交付しておら

ず、所要の事項について説明していないのに、入院基本料等や労災治療計画加算を算定するなど

していた。

＜事例＞

Ａ病院は、傷病労働者Ｂに係る入院料について、労災治療計画書等を傷病労働者Ｂに交付し

て所要の事項について説明したとして、14日分の入院基本料、労災治療計画加算等、計478,42

3円を算定していた。しかし、実際は、労災治療計画書等を傷病労働者Ｂに交付しておらず、所

要の事項について説明していなかった。

したがって、上記の入院基本料、労災治療計画加算等は算定することができず、このため入

院料が478,423円過大に支払われていた。

(2) 手術料(17指定医療機関等、計192万円)

手術料のうち、超音波骨折治療法料については、四肢(手足を含む。)の観血的手術、骨切り術

又は偽関節手術を実施した後に、骨折治癒期間を短縮する目的で、当該骨折から3週間以内に超音

波骨折治療法を開始した場合に算定することとされており、やむを得ない理由により、3週間を超

えて超音波骨折治療法を開始した場合にあっては、診療報酬明細書(労災診療費の請求にあっては

診療費請求内訳書)の摘要欄にその理由を詳細に記載することとされているが、超音波骨折治療法

を骨折から3週間を超えてから開始したのに、その理由を診療費請求内訳書に記載することなく超

音波骨折治療法料を算定するなどしていた。

(注) 31労働局 北海道、宮城、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈
川、新潟、富山、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、大阪、兵庫、奈良、和歌
山、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡、熊本各労働局
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疾病予防対策事業費等補助金(特定感染症検査等事業に係る分)の交付が過大

１件 不当金額(支出) １１８１万円

1 補助金の概要

疾病予防対策事業費等補助金(特定感染症検査等事業に係る分)は、感染症の発生の予防・まん延

防止及び治療対策の推進を図ることを目的として、都道府県等が行う特定感染症検査等事業に対し、

都道府県等が要する経費の一部について国が補助するものである。特定感染症検査等事業のうちHI

V抗体検査及びエイズに関する相談事業(検査相談事業)は、都道府県等に設置された保健所等におい

て、希望者に対してHIV抗体検査及び個別相談を実施するものである。

国庫補助金の交付額は、｢感染症予防事業費等国庫負担(補助)金交付要綱｣に基づいて算定するこ

ととなっており、検査相談事業については、基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の

額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して、少ない方の額に補助率1/2を

乗ずるなどした額とすることとなっている。

上記の基準額は検査・相談事業費、人件費等により算定することとなっており、このうち人件費

については、医師、看護師等(これらを｢医師等｣)を臨時雇用している場合に限り、当該医師等が検

査相談事業に従事した日数に所定の単価を乗じて算定することとなっている。

2 検査の結果

神奈川県は、平成25年度から28年度までの間の検査相談事業の基準額について、誤って、保健所

の常勤職員であって算定の対象とならない医師等に係る分を人件費に含めるなどして過大に算定し

ていた。この結果、国庫補助対象事業費が計2362万円過大に算定されており、国庫補助金計1181万

円が過大に交付されていて、不当と認められる。

部局等 補助事業者 年度 国庫補助対象 左に対する 不当と認め 不当と認め 摘 要
(事業主体) 事業費 国庫補助金 る国庫補助 る国庫補助

交付額 対象事業費 金交付額
平成 円 円 円 円

神奈川県 神奈川県 25～28 8035万 4023万 2362万 1181万 基準額を過大に算定
していたもの
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医療介護提供体制改革推進交付金等により造成した基金を活用して実施した事業(医療事業に係る

分)において基金の使用が過大

３件 不当金額(支出) １１１８万円

1 基金事業の概要

医療介護提供体制改革推進交付金及び地域医療対策支援臨時特例交付金(これらを｢交付金｣)は、

｢地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律｣等に基づき、都道府県の地域にお

ける医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関して都道府県が作成した計画(都道府県計

画)に定める事業を支援するために、都道府県が行う基金の造成に必要な経費の2/3に相当する額等

を国が交付するものである(造成された基金を｢確保基金｣)。

都道府県は、厚生労働省が定めた｢地域医療介護総合確保基金管理運営要領｣(管理運営要領)に基

づき、都道府県計画の範囲内で、必要に応じて、確保基金を活用して行われる事業(基金事業)に必

要な経費を確保基金から取り崩して、基金事業を実施する事業主体に対して助成するなどしている

(確保基金から取り崩して助成したものを｢助成金｣)。

基金事業の対象は、管理運営要領により、地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備

の整備に関する事業、居宅等における医療の提供に関する事業、医療従事者の確保に関する事業(こ

れらを｢医療事業｣)等の5事業とされている。

都道府県は、管理運営要領に基づき、助成金の交付申請の事務手続等に関する助成要綱を定める

こととなっている。そして、助成金の交付額は、助成要綱に基づき、同要綱に定める基準額と対象

経費の実支出額とを比較して少ない方の額に補助率を乗ずるなどして得た額とすることなどとなっ

ている。

2 検査の結果

2県の3事業主体が実施した医療事業において、対象経費の実支出額又は基準額を過大に算定して

いたため、助成金計1678万円(交付金相当額計1118万円)が2県の確保基金から過大に取り崩されて使

用されていて不当と認められる。

部局等 補助事 間接補助 補助事業等 年度 基金使用 左に対す 不当と認 不当と認 摘 要
業者 事業者等 額 る交付金 める基金 める交付

(事業主体) 相当額 使用額 金相当額
平成 円 円 円 円

厚生労 茨城県 公益財団法人筑 医療介護提 26 3807万 2538万 748万 499万 基準額を過大
働本省 波メディカルセ 供体制改革 ～ に算定してい

ンター 推進交付金 28 たもの
等

同 同 医療法人社団筑 医療介護提 28 534万 356万 483万 322万 対象経費の実
波記念会筑波記 供体制改革 支出額を過大
念病院 推進交付金 に算定してい

たもの
同 群馬県 公益社団法人群 医療介護提 26 2726万 1817万 446万 297万 同

馬県医師会 供体制改革 ～
推進交付金 28
等

計 3事業主体 7068万 4712万 1678万 1118万
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国民健康保険の療養給付費負担金の交付が過大

１４件 不当金額(支出) ７５１３万円

(前年度 ２６件 ２億７３４８万円)

1 負担金の概要

国民健康保険は、市町村(特別区等を含む｡)等が保険者となり、被用者保険の被保険者及びその被

扶養者等を除き、当該市町村の区域内に住所を有する者等を被保険者として、その疾病等に関して、

療養の給付等を行うものである。

市町村が行う国民健康保険の被保険者は、一般被保険者と退職被保険者及びその被扶養者(退職
(注1)

被保険者等)に区分される。国民健康保険の被保険者の資格を取得している者が退職被保険者となる

のは、その被保険者が厚生年金等の受給権を取得した日(ただし、国民健康保険の資格取得年月日以

前に年金受給権を取得している場合は国民健康保険の資格取得年月日｡｢退職者該当年月日｣)とされ、

退職被保険者等となったときは、年金証書等が到達した日の翌日から起算して14日以内に市町村に

届出をすることなどとなっている。

国民健康保険に係る各種の国庫助成の一つとして、国民健康保険法に基づき、市町村が行う国民

健康保険の事業運営の安定化を図るために療養給付費負担金(国庫負担金)が交付されている。
(注2)

退職被保険者等を除く一般被保険者に係る医療費については、この国庫負担金の交付の対象とさ

れており、その交付額は、次のとおり算定することとなっている。

交付額 ＝ 一般被保険者に係る － 保険基盤安定 ＋ 前期高齢者 × 国の
(注3) (注4) (注5)医療給付費 繰入金 の1/2 納付金等 負担割合

国庫負担対象費用額

このうち、一般被保険者に係る医療給付費は、療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る

被保険者の一部負担金に相当する額を控除した額と、入院時食事療養費等の支給に要する費用の額

との合算額とすることとなっている。ただし、届出が遅れるなどしたため退職被保険者等の資格が

遡って確認された場合には、一般被保険者に係る医療給付費から、退職者該当年月日以降に一般被

保険者に係るものとして支払った医療給付費を控除することとなっている。

また、都道府県又は市町村が、国の負担金等の交付を受けずに自らの財政負担で、年齢その他の

事由により、被保険者の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を当

該被保険者に代わり医療機関等に支払う負担軽減措置を講じている場合がある。そして、負担軽減

措置の対象者の延べ人数の被保険者数に占める割合が一定の割合を超える市町村については、負担

軽減措置の対象者に係る療養の給付に要する費用の額、高額療養費の支給に要する費用の額等に、

被保険者の負担の軽減の度合いに応じた所定の率を乗じて減額調整を行うこととなっている。
(注6)

(注1) 退職被保険者 被用者保険の被保険者であった者で、平成26年度までの間に退職し
て国民健康保険の被保険者となり、かつ、厚生年金等の受給権を取得した場合に
65歳に達するまでの間において適用される資格を有する者

(注2) 30年4月に国民健康保険法が改正され、同月以降、都道府県は当該都道府県管内の市町
村とともに保険者として国民健康保険を行うこととされ、国民健康保険の財政運営の責
任主体となった都道府県に対して療養給付費負担金を交付することとされた。

(注3) 保険基盤安定繰入金 市町村が、一般被保険者の属する世帯のうち、低所得者層の
負担の軽減を図るために減額した保険料又は保険税の総額等について、当該市町
村の一般会計から国民健康保険に関する特別会計に繰り入れた額

(注4) 前期高齢者納付金等 ｢高齢者の医療の確保に関する法律｣の規定により社会保険診
療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に要する費用として納付する前期高齢
者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金(前期高齢者交付金がある場合に
は、これを控除した額)

(注5) 国の負担割合 18年度から23年度までは34/100、24年度以降は32/100
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(注6) 減額調整 負担軽減措置により被保険者が医療機関等の窓口で支払う一部負担金が
軽減されると、一般的に受診が増えて医療給付費が増加する(波及増)傾向がある
とし、波及増に係る医療給付費を国庫負担対象費用額に含めると、負担軽減措置
を講じていない市町村との公平を欠くことになるとして、この波及増に係る国庫
負担対象費用額を減額するために行われる調整

2 検査の結果

11都道府県の14市区町において、遡及して退職被保険者等の資格を取得した者(遡及退職被保険者

等)に係る遡及期間中の医療給付費を控除していなかったり、負担軽減措置の対象者に対する高額療

養費の一部を減額調整の対象としていなかったりするなどしていたため、国庫負担金計7513万円が

過大に交付されていて、不当と認められる。

部局等 交付先 年度 国庫負担対象 左に対する 不当と認める 不当と認める 摘 要
(保険者) 費用額 国庫負担金 国庫負担対象 国庫負担金

費用額
平成 円 円 円 円

北海道 芦別市 22～ 44億0507万 14億4082万 5831万 1917万 負担軽減措置の対象
26 者に対する高額療養

費の一部を減額調整
の対象としていなか
ったもの

宮城県 仙台市 24、 1124億3897万 359億5063万 3293万 1084万 遡及退職被保険者等
25、 に係る遡及期間中の
27 医療給付費を控除し

ていなかったものな
ど

埼玉県 加須市 27 51億3639万 16億4671万 - 307万 計算を誤って国庫負
注(1)

担金を過大に算定し
ていたもの

同 久喜市 27 49億8520万 16億0171万 - 760万 同
注(1)

東京都 荒川区 26、 209億0073万 66億8803万 1290万 413万 遡及退職被保険者等
27 に係る遡及期間中の

医療給付費を控除し
ていなかったものな
ど

神奈川県 厚木市 27 82億9954万 26億5563万 1165万 355万 同
愛知県 江南市 25 29億2343万 9億3214万 793万 253万 遡及退職被保険者等

に係る遡及期間中の
医療給付費を控除し
ていなかったもの

京都府 木津川市 25 18億2128万 5億7966万 - 133万 計算を誤って国庫負
注(1)

担金を過大に算定し
ていたもの

大阪府 吹田市 28 115億4884万 36億9545万 1992万 639万 遡及退職被保険者等
に係る遡及期間中の
医療給付費を控除し
ていなかったもの

同 泉南郡 27 8億9877万 2億8899万 1321万 586万 同
岬 町

徳島県 勝浦郡 25 1億9699万 6313万 336万 107万 集計を誤って一般被
勝浦町 保険者に係る医療給

付費を過大に算定し
ていたもの

愛媛県 伊予郡 26 10億5975万 3億3898万 818万 225万 遡及退職被保険者等
松前町 に係る遡及期間中の

医療給付費を控除し
ていなかったものな
ど
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部局等 交付先 年度 国庫負担対象 左に対する 不当と認める 不当と認める 摘 要
(保険者) 費用額 国庫負担金 国庫負担対象 国庫負担金

費用額
平成 円 円 円 円

福岡県 糸島市 23 53億1530万 18億0729万 1115万 379万 負担軽減措置の対象
者に対する高額療養
費の一部を減額調整
の対象としていなか
ったもの

同 筑紫郡 26 22億6996万 7億2638万 1072万 348万 遡及退職被保険者等
注(2)

那珂川町 に係る遡及期間中の
医療給付費を控除し
ていなかったもの

計 14交付先 1822億0028万 584億1563万 1億9031万 7513万
注(1) 加須市、久喜市及び木津川市は、計算を誤って国庫負担金を過大に算定していたもので、国庫負担対象費用

。額の算出には誤りはなかったことから、本表の｢不当と認める国庫負担対象費用額｣欄には計数を掲げていない

注(2) 30年10月1日以降は那珂川市
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国民健康保険の財政調整交付金の交付が過大

２７件 不当金額(支出) ２億１１８７万円

(前年度 ２９件 ７億７０８６万円)

1 交付金の概要

国民健康保険(前掲76ページ参照)の財政調整交付金は、国民健康保険法に基づき、市町村(特別区

等を含む。)間で医療費の水準や住民の所得水準の差異により生じている国民健康保険の財政力の不

均衡を調整するため交付されるもので、普通調整交付金と特別調整交付金がある。
(注1)

普通調整交付金は、被保険者の所得等から一定の基準により算定される収入額(調整対象収入額)

が、医療費等から一定の基準により算定される支出額(調整対象需要額)に満たない市町村に対して

交付されるもので、医療費等に係るもの(医療分)、後期高齢者支援金等に係るもの(後期分)及び
(注2)

介護納付金に係るもの(介護分)の合計額が交付されている。そして、普通調整交付金の額は、医療
(注3)

分、後期分及び介護分のいずれも、それぞれ当該市町村の調整対象需要額から調整対象収入額を控

除した額に基づいて算定することとなっている。

特別調整交付金は、市町村の特別の事情を考慮して交付されるもので、結核性疾病及び精神病に

係る医療給付費等が多額である場合に交付される交付金(結核・精神病特別交付金)等がある。

(注1) 平成30年4月に国民健康保険法が改正され、同月以降、都道府県は当該都道府県管内の
市町村とともに保険者として国民健康保険を行うこととされ、国民健康保険の財政運営
の責任主体となった都道府県に対して財政調整交付金を交付することとされた。

(注2) 後期高齢者支援金 高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき、各医療保険
者が社会保険診療報酬支払基金に納付する支援金

(注3) 介護納付金 介護保険法の規定に基づき、各医療保険者が社会保険診療報酬支払基
金に納付する納付金

2 検査の結果

14都道府県の27市町村において、普通調整交付金の調整対象需要額を過大に算定したり、調整対

象収入額を過小に算定したり、特別調整交付金のうち結核・精神病特別交付金等を過大に算定した

りするなどしていたため、財政調整交付金計 円が過大に交付されていて、不当と認めら2億1187万

れる。

上記の事態について、態様別に示すと次のとおりである(上記27市町村のうち5市町については事

態の態様が重複している。)。

ア 普通調整交付金の調整対象需要額を過大に算定していた事態

調整対象需要額は、本来保険料(保険税を含む。)で賄うべきとされている額であり、そのうち

医療分に係る調整対象需要額は、一般被保険者(退職被保険者及びその被扶養者以外の被保険者を

いう。)に係る医療給付費、前期高齢者納付金等の合計額から療養給付費負担金等の国庫補助金
(注4)

等を控除した額となっている。

このうち、一般被保険者に係る医療給付費は、療養の給付に要する費用の額から当該給付に係

る被保険者の一部負担金に相当する額を控除した額と、入院時食事療養費等の支給に要する費用

の額との合計額とすることとなっている。

後期分に係る調整対象需要額は、後期高齢者支援金等の納付に要した費用の額から後期高齢者

医療費支援金負担金等の国庫補助金等を控除した額となっている。

4道府県の4市は、普通調整交付金の実績報告に当たり、一般被保険者に係る医療給付費や前期

高齢者納付金及び後期高齢者支援金を過大に算定しており、調整対象需要額を過大に算定してい

た。このため、交付金計6303万円が過大に交付されていた。

(注4) 前期高齢者納付金 高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき、各医療保険
者が社会保険診療報酬支払基金に納付する納付金(前期高齢者交付金がある場合に
は、これを控除した額)

イ 普通調整交付金の調整対象収入額を過小に算定していた事態
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調整対象収入額は、医療分、後期分及び介護分それぞれについて、一般被保険者又は介護納付

金賦課被保険者の数を基に算定される応益保険料額と、それら被保険者の所得を基に算定される

応能保険料額との合計額となっており、本来徴収すべきとされている保険料の額である。

このうち、医療分及び後期分の応能保険料額は、一般被保険者の所得(算定基礎所得金額)に一

定の方法により計算された率を乗じて算定することとなっている。そして、算定基礎所得金額は、

保険料の賦課期日現在において一般被保険者である者の前年における所得金額の合計額を基に算

定することなどとなっている。

また、介護分の応能保険料額は、介護納付金賦課被保険者について上記と同様に算定すること

となっている。

2県の2市町は、普通調整交付金の実績報告に当たり、算定基礎所得金額を過小に算定しており、

調整対象収入額を過小に算定していた。このため、交付金計3142万円が過大に交付されていた。

ウ 特別調整交付金を過大に算定していた事態

結核・精神病特別交付金は、市町村における一般被保険者の医療給付費等から療養給付費負担

金相当額等を控除した額のうち結核性疾病及び精神病に係る額(結核・精神病に係る実質保険者負

担額)の占める割合(結核・精神病負担額割合)が15/100を超える場合に交付するものである。

このうち、結核・精神病に係る実質保険者負担額は、傷病が結核性疾病又は精神病のみである

場合の医療給付費及び結核性疾病又は精神病が主要疾病であると判定された場合の医療給付費か

ら、年間平均一般被保険者数のうち結核性疾病又は精神病に係る一般被保険者数の割合により算

出した額を控除するなどして算定することとなっている。

そして、結核・精神病特別交付金の額は、一般被保険者の医療給付費等から療養給付費負担金

相当額等を控除した額に、結核・精神病負担額割合から15/100を控除して得た割合を乗じて得た

額の8/10(24年度以前は9/10)以内の額とすることとなっている。

7都道県の13市町は、結核・精神病特別交付金の実績報告に当たり、結核・精神病に係る実質保

険者負担額を過大に算定していた。このため、交付金計9019万円が過大に交付されていた。

上記のほか、9道府県の12市町村は、特別調整交付金の実績報告に当たり、対象となる保険料調

定総額や一般被保険者数を誤るなどしていた。このため、非自発的失業軽減特別交付金1713万円、
(注5)

非自発的失業財政負担増特別交付金1006万円、療養担当手当特別交付金1万円、計2721万円が過
(注6) (注7)

大に算定されていた。

(注5) 非自発的失業軽減特別交付金 賦課期日現在における非自発的失業者に係る保険料
軽減措置による財政負担が多額になっている場合に交付される交付金

(注6) 非自発的失業財政負担増特別交付金 賦課期日の翌日以降の非自発的失業者に係る
保険料軽減措置による財政負担が多額になっている場合に交付される交付金

(注7) 療養担当手当特別交付金 療養担当手当(暖房料加算)に係る額がある場合に交付さ
れる交付金

部 局 等 交 付 先 交付金の種類 年度 交付金交付額 左のうち不当と 摘 要
(保険者) 認める額

平成 円 円
北 海 道 美 唄 市 特別調整交付金 26、27 4億4283万 808万 結核性疾病又は精神病に

(結核・精神病特 係る一般被保険者数を過
別交付金) 小に算定していたもの

同 芦 別 市 普通調整交付 23～26 8億1202万 1024万 調整対象需要額を過大に
金、特別調整交 算定していたものなど
付金(結核・精神
病特別交付金等)

同 砂 川 市 特別調整交付金 24 2億0723万 212万 結核性疾病又は精神病に
(結核・精神病特 係る一般被保険者数を過
別交付金) 小に算定していたもの
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部 局 等 交 付 先 交付金の種類 年度 交付金交付額 左のうち不当と 摘 要
(保険者) 認める額

平成 円 円
福 島 県 石 川 郡 特別調整交付金 25 249万 249万 非自発的失業による保険

玉 川 村 (非自発的失業軽 料軽減世帯に係る保険料
減特別交付金) 調定総額を過小に算定し

ていたもの
栃 木 県 芳 賀 郡 特別調整交付金 27 9630万 128万 結核性疾病又は精神病に

芳 賀 町 (結核・精神病特 係る一般被保険者数を過
別交付金) 小に算定していたもの

埼 玉 県 志 木 市 普通調整交付金 27 1億2721万 2568万 調整対象収入額を過小に
算定していたもの

同 桶 川 市 特別調整交付金 25 948万 454万 非自発的失業による保険
(非自発的失業軽 料軽減世帯に係る保険料
減特別交付金) 調定総額を過小に算定し

ていたもの
同 北 本 市 同 26 727万 337万 同
同 吉 川 市 同 25～28 1140万 234万 同

千 葉 県 東 金 市 特別調整交付金 28 325万 268万 非自発的失業による保険
(非自発的失業財 料軽減世帯に係る一般被
政負担増特別交 保険者数を過大に算定し
付金) ていたもの

同 山 武 郡 同 25 270万 150万 同
九十九里
町

東 京 都 清 瀬 市 特別調整交付金 26、27 5億2936万 1716万 結核性疾病及び精神病に
(結核・精神病特 係る医療給付費を過大に
別交付金) 算定していたもの

三 重 県 松 阪 市 特別調整交付金 26、27 1675万 255万 非自発的失業による保険
(非自発的失業財 料軽減世帯に係る一般被
政負担増特別交 保険者数を過大に算定し
付金等) ていたものなど

大 阪 府 堺 市 普通調整交付金 27 59億6679万 1612万 調整対象需要額を過大に
算定していたもの

同 泉佐野市 特別調整交付金 25、26 1580万 230万 一般被保険者の保険料調
(非自発的失業財 定総額を過大に算定して
政負担増特別交 いたものなど
付金等)

兵 庫 県 西 脇 市 特別調整交付金 25、26 525万 198万 非自発的失業による保険
(非自発的失業財 料軽減世帯に係る一般被
政負担増特別交 保険者数を過大に算定し
付金) ていたもの

広 島 県 三 次 市 普通調整交付 25、26 5億9003万 3566万 調整対象需要額を過大に
金、特別調整交 算定していたものなど
付金(結核・精神
病特別交付金)

徳 島 県 美 馬 市 特別調整交付金 26、27 232万 219万 非自発的失業による保険
(非自発的失業軽 料軽減世帯に係る保険料
減特別交付金) 調定総額を過小に算定し

ていたもの
同 板 野 郡 特別調整交付金 27、28 2億9166万 352万 結核性疾病又は精神病に

板 野 町 (結核・精神病特 係る一般被保険者数を過
別交付金) 小に算定していたもの

福 岡 県 うきは市 同 27 3億3840万 342万 同
同 嘉 麻 市 同 27 5億9689万 504万 同
同 糸 島 市 普通調整交付金 24 9億8995万 290万 調整対象需要額を過大に

算定していたもの
同 糟 屋 郡 特別調整交付金 24 2億8463万 116万 結核性疾病又は精神病に

宇 美 町 (結核・精神病特 係る一般被保険者数を過
別交付金) 小に算定していたもの

同 遠 賀 郡 同 27 2億2758万 199万 同
岡 垣 町

同 三 潴 郡 特別調整交付金 24～27 4億7092万 2200万 結核性疾病及び精神病に
大 木 町 (結核・精神病特 係る医療給付費を過大に

別交付金等) 算定していたものなど
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部 局 等 交 付 先 交付金の種類 年度 交付金交付額 左のうち不当と 摘 要
(保険者) 認める額

平成 円 円
長 崎 県 雲 仙 市 特別調整交付金 23～26 30億0138万 2369万 結核性疾病及び精神病に

(結核・精神病特 係る医療給付費を過大に
別交付金) 算定していたもの

大 分 県 速 見 郡 普通調整交付金 26 2億2604万 573万 調整対象収入額を過小に
日 出 町 算定していたもの

計 27交付先 152億7602万 2億1187万
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高年齢者就業機会確保事業(シルバー人材センター事業)の事業の一部が不実施など

１件 不当金額(支出) ２２０万円

1 補助金の概要

高年齢者就業機会確保事業費等補助金(シルバー人材センター事業分)は、定年退職後等の高年齢

者に対し、地域に密着した仕事を提供し、高年齢者の生きがいの充実や社会参加の促進を図ること

などを目的として、シルバー人材センター連合(シルバー連合)が行う高年齢者就業機会確保事業
(注)

(補助事業)の実施に必要な経費の一部を国が補助するものである。

補助事業は、シルバー連合の運営費に対する補助と、事業費に対する補助に区分されており、こ

のうち事業費に対する補助の種目の一つである地域ニーズ対応事業は、地方公共団体が少子高齢化

への対応、子育て支援等の地域ニーズに応じて設定した分野において、シルバー連合が新規事業の

立ち上げに必要な取組を実施するものとされている。

また、補助金の交付額は、補助の種目ごとに補助金の対象となる経費(補助対象経費)の実支出額

に1/2を乗じて得た額と所定の基準額とを比較して、少ない方の額の合計額とすることとなっている。

(注) シルバー人材センター連合 臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る
就業を希望する高年齢退職者のために、これらの就業の機会を確保し、及び組織的
に提供するなどの業務を行う者として都道府県ごとに設置された一般社団法人又は
一般財団法人であり、管内各市町村のシルバー人材センター等を活動拠点として補
助事業を実施している。

2 検査の結果

シルバー連合である公益社団法人新潟県シルバー人材センター連合会(連合会)は、活動拠点であ

る公益社団法人燕市シルバー人材センター(燕センター)において、平成27年度に実施したとしてい

た農業・家庭菜園サポート事業等の地域ニーズ対応事業を、適当な事業実施場所の確保ができなか

ったなどとして、全く実施していないなどしていた。

したがって、連合会が燕センターにおいて実施したとする地域ニーズ対応事業に係る補助対象経

費443万円は補助金の交付の対象とは認められず、これに係る補助金220万円が不当と認められる。

部局等 補助事業者 年度 補助対象経 左に対する 不当と認め 不当と認め 摘 要
(事業主体) 費 国庫補助金 る補助対象 る国庫補助

交付額 経費 金交付額
平成 円 円 円 円

厚生労働本省 公益社団法人新潟県 27 8億0270万 1億7736万 443万 220万 事業の一部を実施
シルバー人材センタ していなかったも
ー連合会 のなど
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緊急雇用創出事業臨時特例交付金により造成した基金を活用して実施した事業において基金を目的

外使用

１件 不当金額(支出) １億２９６５万円

(前年度 ５件 ５９７０万円)

1 交付金の概要

厚生労働省は各都道府県に対して、緊急雇用創出事業臨時特例交付金を交付し、各都道府県はこ

の交付金を原資として、緊急雇用創出事業臨時特例基金(基金)を造成している。

そして、各都道府県及び各市町村等(都道府県等)は、基金を財源として、失業者に対する短期の

雇用・就業機会を創出して提供するなどの緊急雇用創出事業(基金事業)を実施している。

基金事業には、東日本大震災による被災地域の被災求職者の安定的な雇用機会を創出することな

どを目的とする生涯現役・全員参加・世代継承型雇用創出事業等がある。

基金事業では、都道府県等が企画した事業を民間企業等へ委託して、受託した民間企業等(受託

者)が公募により失業者を雇い入れて行う事業(｢委託事業｣、公募により雇用された失業者を｢新規雇

用者｣)等が実施されている。都道府県は、自らが委託事業等を実施する場合には、委託費相当額等

を基金から取り崩して受託者に支払い、市町村等が委託事業等を実施する場合には、当該市町村等

に対して基金を財源とした補助金(補助率10/10以内)を交付している。

緊急雇用創出事業実施要領等によれば、基金事業の対象となる経費は、新規雇用者、既に受託者

等に雇用されている者等が基金事業に従事した分に係る賃金等の人件費及び基金事業の実施に必要

なその他の経費とされている。

2 検査の結果

福島県が平成24年度から26年度までの間に実施した基金事業について、委託事業の受託者が新規

雇用者を29名としていたことから、この29名の業務への従事状況を確認したところ、29名全員が、

本件委託事業に係る業務ではなく受託者が従前から実施している学校給食等の業務に従事するなど

しており、本件委託事業における新規雇用者には該当せず、本件委託事業は基金事業の対象となら

ないものであった。

したがって、委託費の支払額計1億2965万円(交付金相当額同額)が基金から過大に取り崩されて、

補助の目的外に使用されていて不当と認められる。

部 局 等 補助事業者 補助事業 年 度 基金造成額 左に対する交 不当と認める 不当と認める
(事業主体) 付金交付額 基金使用額 交付金相当額

平成 円 円 円 円
厚生労働本省 福島県 緊急雇用 20～28 1628億0813万 1628億0813万 1億2965万 1億2965万

創出事業
臨時特例
基金



- 85 -

       

緊急人材育成・就職支援事業臨時特例交付金により造成した基金を活用して実施した事業において

基金を目的外使用

１件 不当金額(支出) ４８６６万円

(前年度 １件 ２５４９万円)

1 基金事業の概要

緊急人材育成・就職支援事業臨時特例交付金は、厚生労働本省が定めた交付要綱等に基づき、中

央職業能力開発協会が、同交付金を原資として、緊急人材育成・就職支援基金(基金)を造成し、緊

急人材育成・就職支援基金事業(基金事業)を実施するために国が交付するものである。そして、協

会は、基金事業の一つとして若者育成支援事業を実施している。

若者育成支援事業において支給される若年者人材育成・定着支援奨励金(奨励金)は、若年者人材

育成・定着支援奨励金(若者チャレンジ奨励金)業務実施要領(奨励金実施要領)等に基づき、若年者

の正規雇用労働者としての就職等の雇用の安定化等を図ることを目的として、非正規雇用の若年者

に対して職業能力の向上を目指した実践的な職業訓練(訓練)を実施するなどした事業主を助成する

ものである。

奨励金には訓練奨励金と正社員雇用奨励金がある。このうち、訓練奨励金は、35歳未満の非正規

雇用の若年者に対して、事業主が訓練実施計画(計画)に基づいて訓練を実施した場合に、訓練受講

者1人につき1月当たり15万円を事業主に支給するものである。また、正社員雇用奨励金は、事業主

が、訓練を終了した訓練受講者(訓練修了者)を正社員として1年又は2年継続して雇用した場合に、

訓練修了者1人につき50万円(最大100万円)を事業主に支給するものである。

奨励金実施要領等によれば、奨励金の支給を受けようとする事業主は、訓練終了後あるいは訓練

修了者を正社員として雇用してから1年又は2年経過した後、支給申請書を都道府県労働局(労働局)

に提出することとされている。そして、事業主から支給申請書の提出を受けた労働局は、申請内容

の審査を行い、その審査結果を協会に送付し、協会は、労働局の審査結果に基づいて奨励金の支給

決定を行い、基金から支給決定額を取り崩して奨励金を支給することとされている。

2 検査の結果

3労働局は、5事業主から、計画に基づいて訓練を実施したなどとする支給申請書及び関係書類の
(注)

提出を受け、奨励金の支給要件を満たしているとする審査結果を協会に送付し、協会はこの審査結

果に基づき、奨励金を5事業主に支給していた。

しかし、5事業主は、訓練の実績を偽って奨励金の支給を申請するなどしていて、5事業主に対し

奨励金計4866万円が過大に支給されていた。したがって、上記奨励金の支給は適正なものではなく、

計4866万円(交付金相当額同額)が基金から過大に取り崩されて、補助の目的外に使用されていて不

当と認められる。

(注) 3労働局 北海道、神奈川、大阪各労働局

部局等 補助事業者 交付金の交付 支給要件確認庁 奨励金の支給 不適正な奨 不当と認め 不当と認める交
(事業主体) 年度 (労働局) 年度 励金支給額 る基金使用額 付金相当額

平成 平成 円 円 円
厚生労 中央職業能 21、22、24 3労働局 26、27 4866万 4866万 4866万
働本省 力開発協会



- 86 -

       

保育対策総合支援事業費補助金(認可化移行改修費等支援事業に係る分)により実施した事業が補助

対象外

１件 不当金額(支出) ２０４３万円

1 補助金の概要

保育対策総合支援事業費補助金(認可化移行改修費等支援事業に係る分)(国庫補助金)は、認可保

育所又は認定こども園への移行を希望する認可外保育施設に対して、移行に当たって必要となる改

修等に要する経費を市町村(特別区を含む。)が補助する事業に要する費用の一部を国が補助するも

のである。

認可化移行改修費等支援事業(改修費等支援事業)の補助対象経費は、｢認可化移行改修費等支援事

業の実施について｣等によれば、保育所に係る設備に関する基準(設備基準)を満たすために必要な経

費(改修費等及び賃借料)とされており、設備基準を満たすための改修等に該当しない｢施設整備を目

的とする事業｣、｢既存施設の破損や老朽化に伴う改修・修繕を目的とする事業｣等は補助の対象とし

ないこととされている。また、移行のために必要な経費である改修期間中の建物賃借料等が補助の

対象とされており、厚生労働省は、認可保育所等として開所した後の賃借料等は補助の対象としな

いこととしている。

2 検査の結果

広島県尾道市は、平成27年度に、尾道市内に所在する社会福祉法人が実施した認可外保育施設の

改修等に要した経費3065万円を補助対象経費として改修費等支援事業を実施したとして、広島県に

事業実績報告書を提出し、これにより国庫補助金2043万円の交付を受けていた。そして、上記経費

の内訳は、保育室、乳児室等(保育室等)の増築、保育室等及び調理室の床及び壁面の改修等の工事

等(増築工事等)に要した経費2065万円、同保育施設の建物及び同建物が所在する土地(園舎等)の賃

貸借契約に係る28年4月から34年8月までの間の賃借料1000万円となっていた。

しかし、同保育施設における増築等を行う前の保育室等は、認可保育所への移行後の定員等を基

にした設備基準上の面積等の要件を既に満たしていたことから、保育室等の増築等は、設備基準を

満たすために必要なものではない｢施設整備を目的とする事業｣であると認められた。また、保育室

等及び調理室の床及び壁面の改修等は、全て既存の老朽化した施設を改修するなどしたものであり、

｢既存施設の破損や老朽化に伴う改修・修繕を目的とする事業｣であると認められた。さらに、同保

育施設の認可保育所としての開所日は28年4月1日となっていたことから、上記の賃借料1000万円は

その全額が認可保育所として開所した後の賃借料に該当するものであった。

したがって、同市が改修費等支援事業において補助対象としていた増築工事等に要した経費及び

園舎等の賃借料は全て補助の対象とは認められず、国庫補助金2043万円が不当と認められる。

部局等 補助事業者 年度 国庫補助 左に対する 不当と認める 不当と認める
(事業主体) 対象事業費 国庫補助金交付額 国庫補助対象事業費 国庫補助金交付額

平成 円 円 円 円
広島県 尾道市 27 3065万 2043万 3065万 2043万
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児童保護費負担金等の国庫負担対象事業費の精算が過大

４件 不当金額(支出) １００４万円

(前年度 １件 ４５９万円)

1 負担金の概要

児童保護費負担金(平成25年度以前は児童保護費等負担金)(保育所運営費国庫負担金に係る分)は、

保護者の労働、疾病等の事由により保育に欠ける児童の保育の実施を社会福祉法人等が設置する保

育所(民間保育所)に委託した市町村(特別区を含む。)に対して、その委託に要した費用の一部を国

が負担するものである。

負担金の交付額は、次のとおり算定することとなっている。

負担金の交付額 ＝ 費用の額① － 徴収金の額② × 国庫負担率(1/2)

国庫負担対象事業費

① 費用の額は、民間保育所の所在地域、入所定員、児童の年齢等の別に1人当たり月額で定められ

ている保育単価に、各月の入所児童数を乗ずるなどして算出した年間の合計額による。

② 徴収金の額は、児童の扶養義務者の前年分の所得税額、前年度分の市町村民税の課税の有無等

に応じて、階層別に各児童1人当たりにつき月額で定められている徴収金基準額等から算出した年

間の合計額による。この階層区分の認定は、その児童と同一世帯に属して生計を一にしている父

母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の全てについて、それらの者の

所得税額の合計額等により行う。

2 検査の結果

4都県の4事業主体は、児童の扶養義務者の所得税額等を誤認するなどして徴収金の額を過小に算

定するなどしていたため、国庫負担対象事業費が過大に精算されていて、負担金計1004万円が不当

と認められる(前掲34ページ参照)。

部局等 補助事業者 年度 国庫負担対象 左に対する 不当と認め 不当と認め 摘 要
(事業主体) 事業費 国庫負担金 る国庫負担 る国庫負担

交付額 対象事業費 金交付額
平成 円 円 円 円

東京都 港区 26 6億7321万 3億3660万 160万 80万 扶養義務者の所得税額
を誤認していたもの

愛知県 豊川市 24～26 24億3846万 12億1923万 1465万 732万 扶養義務者の所得税額
等を誤認していたもの

奈良県 五條市 24～26 3億3285万 1億6642万 211万 105万 扶養義務者の所得税額
等を誤認していたもの
など

宮崎県 宮崎市 24～26 221億5754万 110億7877万 171万 85万 扶養義務者の所得税額
を誤認していたもの

計 4事業主体 256億0208万 128億0104万 2008万 1004万
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子育て支援対策臨時特例交付金により造成した基金を活用して実施した事業(地域子育て支援拠点事

業に係る分)において基金の使用が過大

１件 不当金額(支出) ３７１万円

(前年度 ２件 ８９６万円)

1 助成金の概要

地域子育て支援拠点事業(拠点事業)は、市町村(特別区を含む。)が実施主体となり、乳幼児及び

その保護者が相互の交流を行う場所(地域子育て支援拠点)を開設して、子育てについての相談、情

報の提供、助言その他の援助を行うものであり、国は、都道府県に対して子育て支援対策臨時特例

交付金を交付し、その交付を受けた都道府県が造成した基金を取り崩して市町村に助成することと

して、拠点事業に要する費用の一部を補助している(助成金)。

｢平成20年度子育て支援対策臨時特例交付金の運営について｣(管理運営要領)によれば、拠点事業

の実施に当たっては、開設時間中に専任の者を2名以上配置することなどが実施要件とされている。

拠点事業に係る助成金の交付額は、管理運営要領に基づき、対象経費の実支出額の合計額と総事

業費から寄附金その他の収入額を控除した額を比較して少ない方の額と、地域子育て支援拠点の開

設日数等の区分により定められた基準額の合計額とを比較して少ない方の額(対象額)に1/2を乗ずる

などして得た額の範囲内の額とすることとなっている。

2 検査の結果

北海道江別市は、平成25年度に、拠点事業に係る対象額を5518万円として北海道に事業実績報告

書を提出して、これにより助成金2759万円の交付を受けていた。

しかし、同市は、助成金の交付額の算定に当たり、地域子育て支援拠点において、開設時間中に

専任の者を2名以上配置していなかったことなどから実施要件を満たしていないのに、これに係る事

業費を対象経費の実支出額等に含めていたため、対象額が742万円過大に算定されていた。このため、

助成金371万円(交付金相当額同額)が過大に使用されていて、不当と認められる(前掲37ページ参

照)。

部局等 補助事業者 間接補助事 補助事業等 年度 基金使用額 左に対する 不当と認 不当と認
業者等 交付金相当 める基金 める交付

(事業主体) 額 使用額 金相当額
平成 円 円 円 円

厚生労働本省 北海道 江別市 安心こども基金 25 5486万 5286万 371万 371万
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生活扶助費等負担金等の交付が過大

５件 不当金額(支出) １９３２万円

(前年度 ２６件 ７億７９４４万円)

1 負担金の概要

生活扶助費等負担金等は、生活保護法等に基づき、都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務

所を管理する町村(これらを｢事業主体｣)が、生活に困窮する者に対して、最低限度の生活を保障す

るために、その困窮の程度に応じて必要な保護に要する費用(保護費)等を支弁する場合に、その一

部を国が負担するものである。保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産や能力等あらゆ

るものを活用することを要件としており、被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動

があったときは、事業主体にその旨を届けることとなっている。

また、事業主体は、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず保護を受けた者から事業主

体の定める額を返還させたり、不実の申請等により保護を受けるなどした者からその費用の額の全

部又は一部を徴収したりすることなどができることとなっている(これらを｢返還金等｣)。事業主体

は、このうちの返還に関する決定を行う際に、保護受給中に資力が発生した場合は、必要な控除等

を適用して収入認定を行い返還額を算定することとなっている。

そして、事業主体は、毎年、税務担当官署の協力を得て、被保護者に対する課税の状況と収入申

告額との突合作業(課税調査)を実施することとなっており、課税調査等を契機として事業主体が把

握している収入等の状況に疑義が生じた場合には、事実の的確な把握をすることとなっている。

負担金のうち保護費に係る交付額は、次の計算式により算定することとなっている。

交付額 費用の額① 返還金等の調定額② 不納欠損額 国庫負担率(3/4)＝ － ＋ ×

国庫負担対象事業費

① 費用の額は、被保護者の年齢、世帯構成、所在地域等の別に応じて算定される生活費の額から、

収入として認定される額を控除して決定された生活扶助等に係る保護費の額並びに被保護者が医

療機関で診療を受けるなどの場合の費用について、その範囲内で決定された医療扶助及び介護扶

助に係る保護費の額との合計額

② 返還金等の調定額は、事業主体において、当該年度に調定した返還金等の額

2 検査の結果

5県の5事業主体において、課税調査結果を契機とした更なる事実の的確な把握をしておらず、就

労収入等があったのに収入認定を行っていなかったり、必要な控除等の適用を誤るなどして返還金

等の額を過小に算定したりなどしていた。このため、負担金計1932万円が過大に交付されていて不

当と認められる。

部局等 補助事業者 年度 国庫負担対象 左に対する 不当と認め 不当と認め 摘 要
(事業主体) 事業費 国庫負担金 る国庫負担 る国庫負担

交付額 対象事業費 金交付額
平成 円 円 円 円

群馬県 高崎市 26～28 2440万 1830万 320万 240万 返還決定額を誤って
いたもの

千葉県 千葉市 25～27 4327万 3245万 262万 196万 同
神奈川県 相模原市 24～27 1551万 1163万 298万 223万 同
愛知県 春日井市 22～28 3361万 2520万 1081万 810万 就労収入等を認定し

ていなかったものな
ど

佐賀県 伊万里市 25、26 903万 677万 614万 461万 徴収決定を行ってい
なかったもの

計 5事業主体 1億2584万 9438万 2576万 1932万
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障害者医療費国庫負担金の交付が過大

１件 不当金額(支出) ３６１万円

1 負担金の概要

障害者医療費国庫負担金は、｢障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律｣に

基づき、障害者及び障害児の福祉の増進を図ることなどを目的として、居住地等の市町村(特別区を

含む。)又は都道府県が、都道府県知事等の指定する医療機関において、自立した日常生活等を営む

ために必要な医療である精神通院医療等の自立支援医療を障害者及び障害児に提供し、当該自立支

援医療に要した費用(自立支援医療費)等を障害者及び障害児の保護者に支給した場合に、その費用

の一部を国が負担するものである。

負担金の交付額は、次のとおり算定することとなっている。

① 自立支援医療費の額から他の法令による給付等との調整により給付を行わないとした額を控除

して得た額と、自立支援医療費の支給に要する費用から寄附金その他の収入額を控除した額とを

比較して少ない方の額を選定する。

② ①により選定された額を国庫負担対象事業費として、これに50/100を乗じて得た額を交付額と

する。

2 検査の結果

佐賀県は、平成26年度の負担金の交付額について、負担金の額の確定後に医療機関から自立支援

医療費の一部が返還されたことによる国庫負担対象事業費の減額の報告を国に対して行っていなか

ったり、28年度の負担金の交付額について、概算払していた自立支援医療費の一部が精算金として

返納されたのに、誤って精算金の額を国庫負担対象事業費から減額していなかったりなどしていた。

この結果、国庫負担対象事業費が723万円過大に算定されており、これに係る負担金計361万円が

過大に交付されていて、不当と認められる。

部局等 補助事業者 年度 国庫負担対象 左に対する 不当と認め 不当と認め 摘 要
(事業主体) 事業費 国庫負担金 る国庫負担 る国庫負担

交付額 対象事業費 金交付額
平成 円 円 円 円

佐賀県 佐賀県 26、28 30億5302万 15億2651万 723万 361万 対象外経費を計上して
いたもの
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介護給付費負担金の交付が過大

１件 不当金額(支出) １８０万円

(前年度 ２件 ２８６万円)

1 負担金の概要

介護保険(後掲94ページ参照)に対する国庫助成の一つとして、市町村が行う介護保険事業運営の

安定化を図るために、国から市町村に対して介護給付費負担金が交付されている。

この負担金の交付額は、次の計算式により算定することとなっている。

介護給付及び予防給付に 国の負担割合
交付額 ＝ 要する費用等の額 × 施設等分 15/100

(介護給付費等) その他分 20/100

そして、国の負担割合は、介護給付費等の費用の区分に応じて、次のように定める割合となって

いる。

(ｱ) 施設等分は、介護給付費等のうち、施設介護サービス費、指定施設サービス等に係る特定入所

者介護サービス費、特定施設入居者生活介護費等であり、負担割合は15/100

(ｲ) その他分は、上記施設等分以外の介護給付費等であり、負担割合は20/100

2 検査の結果

埼玉県秩父市は、平成27年度の負担金の交付額の算定に当たり、介護給付費等のうち特定施設入

居者生活介護費及び特定入所者介護サービス費を施設等分とその他分に区分する際に、基礎資料か

らの計数の転記を誤ったため、国の負担割合が高いその他分を過大に集計するなどしていた。

この結果、負担金180万円が過大に交付されていて、不当と認められる。

部局等 交付先 年度 負担金交付額 不当と認める 摘 要
(保険者) 負担金交付額

平成 円 円
埼玉県 秩父市 27 9億0239万 180万 施設等分及びその他分の集計

が誤っていたもの
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介護保険の普通調整交付金の交付が過大

８件 不当金額(支出) ５０３８万円

(前年度 ６件 ４００８万円)

1 交付金の概要

財政調整交付金は、介護保険(後掲94ページ参照)に対する国庫助成の一つとして、市町村(特別区、

一部事務組合及び広域連合を含む。)が行う介護保険財政が安定的に運営され、もって介護保険制度

の円滑な施行に資することを目的として、各市町村における介護給付等に要する費用の総額の5％に

相当する額を国が負担して、これを各市町村に交付するもので、普通調整交付金と特別調整交付金

とがある。

普通調整交付金(交付金)は、市町村間で、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(第1号被

保険者)の総数に占める75歳以上の者の割合(後期高齢者加入割合)及び標準的な所得段階の区分(第

1段階から第9段階まで。平成26年度以前は第1段階から第6段階まで)ごとの第1号被保険者の分布状

況(所得段階別加入割合)に格差があることによって生ずる介護保険財政の不均衡を是正するために

交付するものである。

交付金の交付額は、次により算定することとなっている。

交付額 ＝ 調整基準標準給付費額 × 普通調整交付金交付割合 × 調整率

そして、調整基準標準給付費額は、介護給付に要した費用及び予防給付に要した費用等の合計額

から収入額を控除した額、また、普通調整交付金交付割合は、後期高齢者加入割合補正係数と所得

段階別加入割合補正係数を用いるなどして算出した割合となっている。このうち、後期高齢者加入

割合補正係数は、当該市町村における後期高齢者加入割合を国から示される全ての市町村における

後期高齢者加入割合と比較するなどして算出した係数である。また、所得段階別加入割合補正係数

は、当該市町村において、毎年4月1日(保険料の賦課期日)における標準的な所得段階の区分ごとの

第1号被保険者数を基に算出される所得段階別加入割合を、国から示される全ての市町村における所

得段階別加入割合と比較するなどして算出した係数である。

2 検査の結果

3県の8市町は、調整基準標準給付費額の算出を誤ったり、後期高齢者加入割合補正係数又は所得

段階別加入割合補正係数の算出を誤ったりして、交付金の交付額を過大に算定していた。このため、

交付金交付額計5038万円が過大に交付されていて、不当と認められる。

部 局 等 交 付 先 年 度 交付金交付額 左のうち不当と 摘 要
(保険者) 認める額

平成 円 円
栃木県 下 野 市 27 1億1110万 473万 所得段階別加入割合補正係数の算出

を誤っていたものなど
埼玉県 秩父市 26、27 6億8152万 101万 後期高齢者加入割合補正係数の算出

を誤っていたものなど
同 所沢市 27、28 5億8074万 1585万 同
同 春日部市 27、28 2億7491万 1985万 同
同 久喜市 28 9040万 154万 後期高齢者加入割合補正係数の算出

を誤っていたもの
同 入間郡三芳町 27、28 1769万 179万 後期高齢者加入割合補正係数の算出

を誤っていたものなど
同 入間郡毛呂山町 28 3919万 155万 同

広島県 廿日市市 26、27 5億5251万 404万 調整基準標準給付費額の算出を誤っ
ていたもの

計 8保険者 23億4809万 5038万



- 93 -

        

医療介護提供体制改革推進交付金により造成した基金を活用して実施した事業(介護施設等の整備に

関する事業に係る分)において基金の使用が過大

２件 不当金額(支出) ７０５万円

1 基金事業の概要

医療介護提供体制改革推進交付金は、｢地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する

法律｣等に基づき、都道府県の地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関し

て作成した計画(都道府県計画)に定める事業を支援するために、都道府県が行う基金の造成に必要

な経費の2/3に相当する額等を国が交付するものである(造成された基金を｢確保基金｣)。

都道府県は、｢地域医療介護総合確保基金管理運営要領｣(管理運営要領)に基づき、都道府県計画

の範囲内で、必要に応じて、確保基金を活用して行われる事業(基金事業)に必要な経費を確保基金

から取り崩して、基金事業を実施する事業主体に対して助成するなどしている(確保基金から取り崩

して助成したものを｢県助成金｣)。

基金事業の対象は、管理運営要領により介護施設等の整備に関する事業等の5事業とされており、

このうち、介護施設等の整備に関する事業の対象は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所等

の介護施設等の開設時等に必要な初度経費を支援する介護施設等の施設開設準備経費等支援事業(開

設準備支援事業)等とされている。

都道府県は、管理運営要領に基づき、県助成金の交付申請の事務手続等に関する助成要綱(管理運

営要領と助成要綱を合わせて｢管理運営要領等｣)を定めて、管理運営要領等に基づき、市町村が事業

主体の実施する開設準備支援事業等に対して助成金を交付する事業を対象として、県助成金を交付

している。

開設準備支援事業に係る県助成金の交付額は、管理運営要領等に基づき、介護施設等の区分ごと

に所定の額の範囲で都道府県知事が定める額に施設数等を乗じて得た額と、対象経費の実支出額と

を比較して少ない方の額とすることなどとなっていて、開設準備支援事業の対象経費は、初度経費

に該当する備品購入費等とされている。

2 検査の結果

2県の2市の2事業主体は、開設準備支援事業において、初度経費に該当しない経費を含めて対象経

費の実支出額を算定していたため、県助成金計1058万円(交付金相当額705万円)が2県の確保基金か

ら過大に取り崩されて使用されていて不当と認められる。

部局等 補助事業 間接補助事 補助事業 年度 基金使用 左に対す 不当と認 不当と認 摘 要
者 業者等 等 額 る交付金 める基金 める交付

相当額 使用額 金相当額
平成 円 円 円 円

厚生労 埼玉県 和光市 医療介護 28 1030万 686万 730万 486万 補助の対象
働本省 長谷川介護 提供体制 外

サービス株 改革推進
式会社(事業 交付金
主体)

同 千葉県 千葉市 同 27 1027万 685万 328万 218万 同
有限会社鎌
野(事業主
体)

計 2事業主体 2057万 1371万 1058万 705万
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介護給付費に係る国の負担が不当

１件 不当金額(支出) １１４４万円

(前年度 １件 ２０２３万円)

1 介護保険の概要

介護保険は、介護保険法に基づき、要介護状態又は要支援状態となった者に対して、必要な保険

給付を行うものであり、市区町村等が保険者、その区域内に住所を有する65歳以上の者等が被保険

者となっている。

介護サービス事業者が要介護者等に対して介護サービスを提供して請求することができる介護報

酬は、算定基準等で定められた単位数に単価を乗ずるなどして算定することとなっている。そして、

市区町村等は、原則として、介護報酬の90/100に相当する額又は介護報酬の全額を介護サービス事

業者に支払うこととなっている(市区町村等が支払う介護報酬の額を｢介護給付費｣)。

介護給付費は、50/100を公費で、50/100を被保険者の保険料でそれぞれ負担することとなってい

る。そして、公費負担として、国が20/100又は25/100を負担している。

2 検査の結果

9事業者に対して10道県の27市町等の実施主体が行った平成24年度から29年度までの間における介

護給付費の支払が3805万円過大となっていて、これに対する国の負担額1144万円が不当と認められ

る。

これらの事態について、介護サービスの種類の別に示すと次のとおりである。

ア 訪問介護

4事業者は、減算に係る要件を満たす建物の居住者に対して訪問介護を提供していたのに、介護

報酬の算定に当たり、所定単位数の90/100に相当する単位数に減算していなかった。このため、

介護給付費の支払が11市町で2127万円過大となっていて、これに対する国の負担額654万円は負担

の必要がなかった。

イ 通所介護

2事業者は、介護報酬の算定に当たり、事業所の規模区分を誤っていた。また、1事業者は、通

所介護事業所に配置している看護職員等が個別機能訓練加算(Ⅰ)に係る基準に適合していなかっ

たのに、介護報酬の算定に当たり、1日につき42単位又は46単位を所定単位数に加算していた。こ

のため、介護給付費の支払が8市町で1267万円過大となっていて、これに対する国の負担額386万

円は負担の必要がなかった。

ウ その他の介護サービス

ア及びイのほか、介護福祉施設サービス、介護療養施設サービス及び短期入所療養介護の3介護

サービスについて、2事業者は、介護報酬の算定に当たり、単位数の算定を誤っていた。このため、

介護給付費の支払が9市町等で410万円過大となっていて、これに対する国の負担額102万円は負担

の必要がなかった。

県等名 実施主体 年 度 過大に支払われた 過大に支払われた 不当と認める 摘 要
(事業者数) 介護給付費の件数 介護給付費 国の負担額

平成 件 円 円
仙 台 市 2市(1) 26、27 395 655万 205万 ア
宇都宮市 2市町(1) 27～29 395 597万 187万 ア
船 橋 市 4市(1) 27、28 651 421万 128万 イ
愛 知 県 7市(2) 27、28 429 874万 261万 ア
神 戸 市 6市町(2) 24～29 1,998 676万 194万 イ、ウ
和歌山市 3市町(1) 27、28 462 386万 116万 イ
佐 賀 県 3市町等(1) 25～28 673 194万 49万 ウ
計 27実施主体(9) 5,003 3805万 1144万

(注) 摘要欄のア、イ及びウは、本文の介護サービスの種類の別に対応している。
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自立支援給付の訓練等給付費に係る国の負担が不当

１件 不当金額(支出) １３７４万円

(前年度 １件 ６０６３万円)

1 自立支援給付の概要

自立支援給付は、障害者及び障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、

必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行うものである。自立支援給付のうち、障害福

祉サービスに係る給付費の支給には、訓練等給付費及び介護給付費(これらを｢訓練等給付費等｣)が

ある。訓練等給付費の支給の対象には就労移行支援、就労継続支援等がある。
(注)

事業者が障害福祉サービスを提供して請求することができる費用の額は、障害福祉サービスの種

類ごとに定められた基本報酬の単位数に各種加算の単位数を合算し、これに単価を乗じて算定する

こととなっている。

そして、就労移行支援のサービスに要する費用の額は、障害者の就労への移行を促進するために、

厚生労働省が定めた算定基準等に基づき、就労移行支援に係る指定障害福祉サービス事業所(指定就

労移行支援事業所)において、就労移行支援を利用して企業等に雇用されてから、当該企業等に連続

して6か月以上雇用されている者又は雇用されていた者(就労定着者)の人数が①過去3年間0である場

合は、基本報酬の単位数に85/100(平成27年度以降は70/100)を乗じて得た単位数等、②過去4年間0

である場合は、基本報酬の単位数に70/100(同50/100)を乗じて得た単位数等を基に算定することと

なっている。また、就労移行支援を利用して企業等に雇用された者(就労移行者)の人数が過去2年間

0である場合は、基本報酬の単位数に85/100を乗じて得た単位数等を基に算定することとなっている。

また、障害者が企業等により長く就労を継続できるよう支援するために、指定就労移行支援事業

所において、就労定着者の割合等が所定の要件を満たす場合は、就労定着支援体制加算として、基

本報酬の単位数に所定の単位数を加算することとなっている。そして、就労定着支援体制加算の単

位数は、前年度における就労定着者について、企業等に雇用されてから就労を継続している又は継

続していた期間(雇用期間)が6月以上12月未満、12月以上24月未満又は24月以上36月未満である者の

人数をそれぞれ当該指定就労移行支援事業所の利用定員で除した数(定着率)を算出し、その定着率

に応じた区分ごとに定められている。

市町村から支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者が事業者から障害福祉サービスの提供を

受けたときは、市町村はこれに係る訓練等給付費等を事業者に支払い、国は市町村が支弁した訓練

等給付費等の50/100を負担している。

(注) 就労移行支援 就労を希望する原則として65歳未満の障害者であって、通常の事業所
に雇用されることが可能と見込まれる者に対して、生産活動等の機会の提供を通じ
て行われる、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、就職後におけ
る職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援

2 検査の結果

3県及び3市(1政令指定都市、2中核市)に所在する9事業者は、事業所における過去3年間若しくは

4年間の就労定着者又は過去2年間の就労移行者の人数が0となっていたのに基本報酬の単位数に85/

100等を乗ずることなく算定していたり、前年度における雇用期間ごとの定着率を誤って算定し、適

切な区分によらずに就労定着支援体制加算の単位数を算定していたりするなどしていた。このため、

25年度から29年度までの間に、上記の9事業者に対して17市町が行った訓練等給付費の支払が計809

件、計2749万円過大となっていて、これに対する国の負担額1374万円は負担の必要がなかったもの

であり、不当と認められる。
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県 等 名 実 施 主 体 年 度 過大に支払わ 過大に支払わ 不当と認める 摘 要
(事業者数) れた訓練等給 れた訓練等給 国の負担額

付費の件数 付費
平成 件 円 円

群 馬 県 6市町(1) 25～27 185 650万 325万 就労移行支援
前 橋 市 2市(1) 28、29 49 126万 63万 同
山 梨 県 5市町(3) 26～29 248 1358万 679万 同
福 岡 市 1市(1) 25～27 90 217万 108万 同
鹿児島県 1市(1) 27～29 48 102万 51万 同
鹿児島市 2市(2) 27、28 189 294万 147万 同
計 17市町(9) 25～29 809 2749万 1374万
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障害児通所給付費に係る国の負担が不当

１件 不当金額(支出) ８１９万円

1 障害児通所給付費の概要

障害児通所支援は、障害児に対して児童発達支援、放課後等デイサービス等の支援を行うもので
(注1) (注2)

あり、市町村(特別区を含む。)は、これに要する費用について障害児通所給付費を支給している。

指定障害児通所支援事業者(事業者)が障害児通所支援を提供して請求することができる費用の額

は、障害児通所支援の種類ごとに定められた基本報酬の単位数に各種加算の単位数を合算し、これ

に単価を乗じて算定することとなっている。

そして、児童発達支援及び放課後等デイサービス(放課後等デイサービス等)に要する費用の額は、

厚生労働省が定めた算定基準等に基づき、所定の業務に一定期間以上従事した者であることなどの

要件を満たす児童発達支援管理責任者(管理責任者)を事業所に専任で配置している場合は、障害児

の障害種別及び当該事業所の利用定員に応じた児童発達支援管理責任者専任加算(管理責任者専任加

算)の単位数を基本報酬の単位数に合算するなどした単位数により算定することとなっている。

また、事業者が過剰に障害児を受け入れることを未然に防止して、適正な放課後等デイサービス

等の提供を確保するために、利用定員が11人以下の事業所において、直近の過去3か月間の利用者の

延べ数が利用定員に3を加えて得た数に開所日数を乗じて得た数(受入可能人数)を超えるなどの場合

は、各種加算がなされる前の基本報酬の単位数に70/100を乗じて得た単位数により算定することと

なっている。

さらに、受入時間の延長を行う事業所を評価するために、事業所の運営規程に定める営業時間が

8時間以上であり、営業時間の前後の時間において放課後等デイサービス等を提供した場合には、障

害児の障害種別及び1日の延長支援に要した時間に応じた延長支援加算の単位数を基本報酬の単位数

に合算した単位数により算定することとなっている。

市町村から通所給付決定を受けた障害児の保護者が事業者から障害児通所支援の提供を受けたと

きは、市町村はこれに係る障害児通所給付費を事業者に支払い、国は市町村が支弁した障害児通所

給付費の1/2を負担している。

(注1) 児童発達支援 障害児に対して、児童発達支援センター等の施設において、日常生
活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他
の便宜を提供する支援

(注2) 放課後等デイサービス 学校教育法に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就
学している障害児に対して、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センター等
の施設において、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その
他の便宜を提供する支援

2 検査の結果

3県及び1市(政令指定都市)に所在する4事業者は、事業所に管理責任者として配置された者が所定

の要件を満たしていなかったのに管理責任者専任加算の単位数を算定するなどしたり、事業所にお

ける直近の過去3か月間の利用者の延べ数が受入可能人数を超えるなどしていたのに基本報酬の単位

数に70/100を乗ずることなく算定したり、事業所の運営規程に定める営業時間が8時間を下回ってい

て延長支援加算の要件を満たしていなかったのに同加算の単位数を算定したりしていた。このため、

平成24年度から29年度までの間に、上記の4事業者に対して14市町村が行った障害児通所給付費の支

払が計1639万円過大となっていて、これに対する国の負担額819万円は負担の必要がなかったもので

あり、不当と認められる。
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県等名 実施主体 年 度 過大に支払わ 過大に支払わ 不当と認める 摘 要
(事業者数) れた障害児通 れた障害児通 国の負担額

所給付費の件 所給付費
数

平成 件 円 円
川 崎 市 1市(1) 29 72 129万 64万 放課後等デイサー

ビス
山 梨 県 4市町(1) 28、29 86 689万 344万 同
長 野 県 3市町(1) 26～29 723 575万 287万 児童発達支援、放

課後等デイサービ
ス

高 知 県 6市町村(1) 24～28 658 245万 122万 放課後等デイサー
ビス

計 14市町村(4) 1,539 1639万 819万
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－農林水産省－
       

国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業の実施に当たり、データ転送装置の設計における

ADSL等の利用の可否についての検討が十分でなく、運用に当たってデータ転送装置の改修を行うな

ど必要な処置を講じていなかったため、データ転送装置が事業の目的に沿って使用できない状態と

なっていて、工事の目的不達成

１件 不当金額(支出) １６０６万円

1 工事の概要

北海道開発局函館開発建設部は、平成22年度に、北海道北斗市上磯地区内において実施する国営

造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業として、｢道南地域 防災情報ネットワーク設備設置工

事｣(ネットワーク設備工事)に係る請負契約を、一般競争契約により、日本テクロ株式会社との間で

契約額1606万円で締結している。

ネットワーク設備工事は、上磯ダムに係る貯水位、流入量、放流量及び雨量の観測情報を、通信

事業者が提供する通信サービスを利用して、千葉県柏市に所在する防災中央データセンターに防災

情報として転送すること(データ転送)を目的として、通信事業者の提供する通信サービスとの接続

に必要なルーター、データ転送サーバ(データ転送サーバに導入するソフトウェアを含む。)、モニ

ター等の機器(これらを｢データ転送装置｣)を上磯ダム管理所に設置するなどするものである。

開発建設部は、ネットワーク設備工事の設計業務を委託しており、この委託業務の成果品におい

て、データ転送装置については、デジタル通信であるADSL等を利用することとして設計していた。

そして、上記設計のうち通信方式の決定に当たっては、データ転送装置の設置箇所である上磯ダ

ム管理所が、ADSL等の通信サービスの提供エリア内とされていたことから、上記の通信サービスを

提供している通信事業者に利用の可否を確認することなくデータ転送装置をADSL等に対応する仕様

としていた。

2 検査の結果

開発建設部が、ネットワーク設備工事の完了後の23年4月に、前記の通信事業者等に対してADSL等

による通信サービスの利用の可否について確認したところ、上磯ダム管理所は、通信事業者の基地

局からの線路距離長が長いため、ADSL等については通信速度の低下によって利用できないことから、

データ転送装置は、データ転送に使用できないことが判明した。

しかし、開発建設部は、データ転送装置の改修を行うなどデータ転送を行うための必要な措置を

講じていなかった。このため、データ転送装置は、工事完了(23年3月)から30年9月まで、データ転

送に使用されていなかった。

したがって、データ転送装置は、その設計及び運用が適切でなかったなどのため、データ転送に

使用できない状態となっており、工事の目的を達しておらず、これに係る工事費1606万円が不当と

認められる。
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木質バイオマスエネルギーを活用したモデル地域づくり推進事業の実施に当たり、算出の対象から

除外することとなっている超過勤務手当を含めるなどして人件費単価を算出し、これに基づき委託

費を支払っていたため、委託費の支払額が過大

１件 不当金額(支出) ４０２万円

1 委託事業の概要等

林野庁は、環境省からの委任を受けて、福島県において、放射性物質による汚染で停滞している

未利用木質バイオマスエネルギーの利用を促進するなどのために、平成25、26両年度に｢木質バイオ

マスエネルギーを活用したモデル地域づくり推進事業(新たな利用システムの実証2号契約(福島県い

わき・南相馬地域))｣を、株式会社ネオナイト(会社)と、それぞれ委託契約を締結して、委託費2億

1448万円、1億7724万円、計3億9173万円で実施している。

本件事業は、委託契約書等によれば、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の20km圏外の比較

的低線量地域の森林から原木を伐採し、放射性物質に汚染された樹皮を除去した上で破砕し、乾燥

させるなどしてチップを製造して、これを燃料として発電の実証等を行うこととされている。

委託契約書によれば、同庁は、本件事業が終了して会社から実績報告書の提出を受けたときは、

遅滞なく、その実施した事業の内容が委託契約の内容に適合するものであるかどうかについての検

査を行い、適合すると認めたときは、本件事業の実施に要した経費の実支出額と委託契約書に定め

る委託費の限度額(支払限度額)のいずれか低い額を委託費の額として確定し、その支払を行うこと

とされている。

本件事業の終了後、同庁は、会社から実績報告書等の提出を受け、検査を行った結果、実施した

事業の内容が委託契約の内容に適合すると認定し、本件事業の実施に要したとする人件費、直接経

費、間接費及び再委託費の各実支出額を合計した25、26両年度の実支出額2億1512万円及び1億7874

万円が、支払限度額2億1448万円及び1億7724万円をそれぞれ上回ることから、委託費の額を2億144

8万円及び1億7724万円とそれぞれ確定して、それらの支払を行っている。

委託契約書等において、上記実支出額のうちの人件費については、｢委託事業における人件費の算

定等の適正化について｣(適正化通知)を参照することとなっており、委託事業に従事した者(従事

者)ごとに、本件事業の前年における給与、賞与、社会保険料等の実績に基づき、1時間当たりの単

価等(人件費単価)を算出し、これに本件事業に従事した時間数等を乗ずるなどして算定することと

なっている。そして、人件費単価の算出に当たり、超過勤務手当等はその算出の対象から除外する

こととなっている。

2 検査の結果

会社は、実支出額のうちの人件費について、従事者ごとに、本件事業の前年における給与、賞与、

社会保険料等の実績に基づき、人件費単価を算出し、これに本件事業に従事した時間数等を乗ずる

などして、25、26両年度の人件費の実支出額を1388万円及び2062万円と算定していた。

しかし、会社は、人件費単価の算出に当たり、適正化通知において算出の対象から除外すること

となっている超過勤務手当を含めるなどしていた。

このため、超過勤務手当を除外するなどした適正な人件費単価を算出し、これに基づき本件事業

に係る25、26両年度の人件費の適正な実支出額を算定すると、1183万円及び1959万円となる。

したがって、上記により、25、26両年度の適正な委託費の額を算定すると、2億1101万円及び1億

7668万円となり、前記25、26両年度の委託費の支払額2億1448万円及び1億7724万円との差額の346万

円、55万円、計402万円が過大に支払われていて、不当と認められる。
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ため池の堤体の設計が不適切

１件 不当金額(支出) ９２０７万円

1 補助事業の概要

高知県高岡郡四万十町は、農業用施設災害復旧事業として、平成27、28両年度に、四万十町若井

地区において、豪雨災害により決壊したため池を復旧することを目的として、堤体等を事業費9733
．．

万円(国庫補助金等交付額9207万円)で築造した。

同町は、本件ため池の堤体の設計を｢農地・農業用施設・海岸等災害復旧事業の復旧工法｣(標準工

法)等に基づき行っており、標準工法によれば、堤体断面は被災前の原形に合わせることを原則とす

るが、この原則により難い場合は、設計洪水位に余裕高を加えて堤頂の標高を決定することとされ

ている。そして、余裕高は、設計洪水時の貯水が堤頂を越流することがないよう十分な高さとしな

ければならないこととされており、本件ため池のように、波の打上げ高さが1.0ｍ以下の場合は、設

計洪水位と基礎地盤の標高差に0.05を乗じたものに1.0ｍを加えた高さとすることとされている。

2 検査の結果

同町は、本件ため池の堤体の設計に当たり、従前の堤体が決壊しており、原形に復旧することが

著しく不適当な場合に該当することから、原形復旧に代えて必要最小限度の断面の拡大等の工事を

実施することとして、本件ため池の設計洪水位の標高229.23ｍと基礎地盤の標高219.40ｍを上記の

計算方法に当てはめて、設計洪水時において所要の安全度を確保するために必要とされる余裕高を

1.49ｍと算出していたが、堤頂の標高については、上記設計洪水位の標高に余裕高1.49ｍを加えた

230.72ｍとするのではなく、原形に合わせる必要があると考えて、従前の堤体と同じ229.50ｍとし

て設計し、これにより施工していた。

しかし、堤体断面は被災前の原形に合わせることが原則とされているものの、本件はこの原則に

より難い場合に該当するため、上記の計算のとおり堤頂の標高を230.72ｍとして設計する必要があ

ったのに、従前の堤体と同じ229.50ｍとしていたことから余裕高が0.27ｍとなっており、必要な余

裕高1.49ｍと比べて1.22ｍ不足していた。

したがって、本件ため池の堤体等(工事費9733万円)は、設計が適切でなかったため、設計洪水時

において所要の安全度が確保されていない状態になっており、これに係る国庫補助金9207万円が不

当と認められる。

部局等 補助事業者等 補助事業等 年度 事業費 左に対する 不当と認める 不当と認める
国庫補助金等 事業費 国庫補助金等

間接補助事業者等 交付額 相当額
(事業主体)

平成 円 円 円 円
中国四国 高知県 農業用施設災 27、28 9733万 9207万 9733万 9207万
農政局 害復旧事業

高岡郡四万十町
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擁壁の設計が不適切

１件 不当金額(支出) １２０７万円

1 補助事業の概要

香川県三豊市は、農業用施設災害復旧事業として、平成27、28両年度に、三豊市正宗地区におい

て、27年7月の台風11号により被災したため池堤体の石積擁壁の機能回復を図るためにブロック積擁
．．

壁(高さ3.6ｍ、延長14.5ｍ)を築造するなどした。

同市は、本件擁壁の設計を｢土地改良事業計画設計基準及び運用・解説 設計 ｢水路工｣｣(基準)等

に基づいて行っている。そして、本件擁壁の設計に当たり、擁壁の前面に、洗掘対策としてセメン

トを添加した改良土で盛土を行い、この盛土により擁壁前面に生ずる土圧(受働土圧)25.350kN/ｍを、

擁壁背面に生ずる土圧(主働土圧)に対する抵抗力として考慮して、転倒及び滑動に対する安定の検

討を行い、安定計算上安全であるとして、これにより施工していた。

2 検査の結果

基準等によれば、転倒に対する安定の検討においては、受働土圧を主働土圧に対する抵抗力とし

て考慮することとされていない。また、滑動に対する安定の検討においては、擁壁前面の盛土が洗

掘等により取り除かれるおそれがあることなどから、原則として受働土圧を主働土圧に対する抵抗

力として考慮しないとされており、洗掘等の対策を講じて抵抗力として考慮する場合であっても、

受働土圧に0.5を乗じた値を抵抗力として用いることとされている。

そこで、基準等に基づいて、転倒に対する安定の検討においては受働土圧を抵抗力として考慮せ

ず、滑動に対する安定の検討においては、洗掘等の対策として改良土で擁壁前面に盛土を行ったこ

とを考慮して、受働土圧に0.5を乗じた12.675kN/ｍを抵抗力として、それぞれ安定計算を行ったと

ころ、次のとおり、安定計算上安全とされる範囲に収まっていなかった。

① 転倒に対する安定については、擁壁の重量及び主働土圧の合力の作用位置が、擁壁の天端中央

より2.034ｍの位置となり、転倒に対して安全であるとされる範囲1.947ｍを逸脱していた。

② 滑動に対する安定については、その安全率が1.16となり、許容値1.5を大幅に下回っていた。

したがって、本件擁壁(工事費1223万円)は、設計が適切でなかったため、所要の安全度が確保さ

れていない状態になっており、これに係る国庫補助金1207万円が不当と認められる。

部局等 補助事 間接補助事業 補助事業等 年度 事業費 左に対する 不当と認め 不当と認める
業者等 者等 国庫補助金 る事業費 国庫補助金等

(事業主体) 等交付額 相当額
平成 円 円 円 円

中国四国 香川県 三豊市 農業用施設災 27、28 1223万 1207万 1223万 1207万
農政局 害復旧
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法面保護工の設計が不適切

１件 不当金額(支出) ９４５万円

1 交付金事業の概要

沖縄県は、沖縄振興公共投資交付金事業として、平成28、29両年度に、南城市吉富地区内におい

て、農業用水の確保を目的とした貯水池等の新設に伴い、貯水池の新設予定地の斜面に施工した切

土法面(延長54.9ｍ、高さ4.3ｍ～11.7ｍ)の安定性を確保するために法面保護工等を事業費8567万円

(交付金6425万円)で実施した。

同県は、法面保護工の設計を｢道路土工 切土工・斜面安定工指針｣(指針)等に基づいて行ってお

り、過年度に実施した法面の土質調査の結果から、別途工事により整形することとしていた切土法

面の土質を琉球石灰岩と想定するなどして、プレキャスト枠を設置して、その枠内に中詰材として

栗石、粗石等を詰める開放型の法面保護工を施工することとしていた。

その後、同県は、28年3月に切土法面の整形を行った際に、法面に土質調査の結果とは異なる風化

の進んだ泥岩を確認していたが、当初の設計どおりに施工していた。

2 検査の結果

指針等によれば、地山が泥岩等の風化の早い岩で形成される法面に係る法面保護工については、

風化の進行を抑えるために密閉型の法面保護工を選定することなどとされていることから、同県は、

切土法面における泥岩の風化の進行を抑える密閉型の法面保護工に設計変更するなどの対策を講ず

る必要があったのに、これを行っていなかった。

このため、開放型の法面保護工では、表流水の浸透等により法面の風化が急速に進んで崩壊する

おそれがあり、現に、切土法面の整形を行ったことで風化の早い泥岩が表層に露出したことに伴い、

泥岩の風化が一層進み、中詰材とした栗石等が沈下するなどして法面の一部が崩壊した状況となっ

ていた。

したがって、法面保護工(工事費相当額計1261万円)は、設計が適切でなかったため、法面保護工

による法面の安定性が確保されていない状況となっており、工事の目的を達しておらず、これに係

る交付金相当額945万円が不当と認められる。

部局等 補助事業者等 補助事業等 年度 事業費 左に対する 不当と認め 不当と認め
(事業主体) 国庫補助金 る事業費 る国庫補助

等交付額 金等相当額
平成 円 円 円 円

沖縄総合事務局 沖縄県 沖縄振興公共 28、29 8567万 6425万 1261万 945万
投資交付金
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頭首工及び護岸工の設計が不適切

１件 不当金額(支出) ９２６万円

1 補助事業の概要

鳥取県西伯郡南部町は、農業用施設災害復旧事業として、平成25、26両年度に、南部町騂牛地区
あごうじ

において、豪雨により被災した頭首工の機能回復を図るために頭首工、護岸工等を実施した。この
(注)

うち、頭首工はえん体(延長4.3ｍ)を従前の箇所より16.6ｍ上流に設置し、護岸工は、えん体の上下
．．

流の河岸にコンクリートブロック積による護岸(上流側の左右両岸の延長計20.0ｍ、下流側の左右両

岸の延長計32.2ｍ)を設置したものである。

同町は、本件工事の設計を｢農地・農業用施設・海岸等災害復旧事業の復旧工法2005年版｣(基準)

等に基づいて行っている。基準等によれば、基礎地盤の土質が軟岩である場合には、河床からえん
．．

体底面及びブロック積基礎部底面までの深さ(根入れ深さ)を50cm以上確保して、えん体底面及びブ

ロック積護岸基礎部底面を基礎地盤と一体化させることとされている。

同町は、本件頭首工及び護岸工の設計に当たり、基礎地盤に軟岩の層があると推定して、えん体

については根入れ深さを50cm確保し、また、ブロック積護岸については岩盤線まで埋戻コンクリー

トを打設して基礎地盤と一体化させた基礎部の根入れ深さを50cm確保することとして設計し、これ

により施工していた。

(注) 頭首工 河川から必要な農業用水を用水路に引き入れるための施設で、えん体等の取

水堰、取水口等から構成される。
ぜき

2 検査の結果

現地において基礎地盤の土質を確認等したところ、実際の岩盤線が当初設計で推定されていた岩

盤線より低い位置にあり、えん体底面及びブロック積護岸基礎部底面が岩盤線に十分達しておらず、

基礎地盤の土質は当初設計で推定した軟岩ではなく土砂となっていた。そして、同町は、本件頭首

工及び護岸工の施工時に、この基礎地盤の状況を確認することができたのに、当初設計どおりに施

工していて、設計変更を行うなどの適切な措置を執っていなかった。

このため、えん体底面及びブロック積護岸基礎部底面は全延長にわたり岩盤と一体化していない

ことなどから、河床の洗掘が進行すると、えん体及びブロック積護岸に損傷が生ずるおそれがある

状況となっていた。現に、下流側のブロック積護岸は基礎地盤の洗掘が進行したことにより、左岸

側の一部が崩壊していた。

したがって、本件工事(工事費934万円)は、設計が適切でなかったため、えん体及びブロック積護

岸が河床の洗掘に対応できない構造となっていて、工事の目的を達しておらず、これに係る国庫補

助金926万円が不当と認められる。

部局等 補助事 間接補助事業 補助事業等 年度 事業費 左に対する 不当と認め 不当と認める
業者等 者等 国庫補助金 る事業費 国庫補助金等

(事業主体) 等交付額 相当額
平成 円 円 円 円

中国四国 鳥取県 西伯郡南部町 農業用施設災害復 25、26 934万 926万 934万 926万
農政局 旧
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橋りょうの変位制限構造の設計が不適切

１件 不当金額(支出) ６５３万円

1 交付金事業の概要

埼玉県は、平成28、29両年度に、既設の玉 作橋(延長66.6ｍ、幅員7.5ｍ)に、耐震補強を目的と
たまつくり

して、橋台及び橋脚(橋台等)と橋桁との間の相対変位が大きくならないように支承部と補完し合っ

て抵抗する変位制限構造の設置等を事業費6751万円(補助対象事業費6750万円、交付金3375万円)で

実施した。そして、変位制限構造は、橋桁に固定した連結材を橋台等の橋座部にアンカーボルト等

で固定する構造となっており、橋台等の橋座部に計12個(橋台2基各2個、橋脚2基各4個)を設置する

こととされていた。

同県は、変位制限構造の設計を｢道路橋示方書・同解説｣(示方書)等に基づいて行っている。示方

書によれば、変位制限構造は、地震や温度変化等による伸縮により上部構造と下部構造の間に生ず

る水平変位に追随するための支承の移動や回転等の機能を損なわないような構造とすることなどと

されており、このために必要とされているアンカーボルト等と連結材の間の距離(設計遊間量)は、

余裕量として設置誤差等である15mmに、支承の移動量を加えたもの以上とすることとされている。

そして、同県は、本件工事の設計を設計コンサルタントに委託しており、その設計業務の成果品に

よると、設計遊間量について、固定支承側は余裕量15mm、可動支承側は余裕量に橋軸方向の支承の

移動量を加えた35mmとすれば、既設の支承の移動等の機能を損なわないとしていた。

2 検査の結果

設計コンサルタントは、既設の橋台等に取り付けられている固定支承と可動支承について、実際

とは逆に設置されていると誤認して、固定支承側の設計遊間量を35mm、可動支承側の設計遊間量を

15mmとする設計図面を作成しており、同県はこの設計図面により本件変位制限構造を設置していた。

したがって、本件変位制限構造(工事費相当額1307万円)は、設計が適切でなかったため、必要な

設計遊間量が不足するなどしていて既設の支承の機能を損なっており、地震や温度変化等による伸

縮の際に、支承や変位制限構造等が損傷して落橋等を防止できないおそれがある状態となっていて、

これに係る交付金相当額653万円が不当と認められる。

部局等 補助事業者等 補助事業等 年度 事業費 左に対する 不当と認める 不当と認める
(事業主体) 国庫補助金等 事業費 国庫補助金等

交付額 相当額
平成 円 円 円 円

農林水産 埼玉県 農山漁村地域 28、29 6751万 3375万 1307万 653万
本省 整備交付金
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騒音対策工事の設計が不適切

１件 不当金額(支出) ２１１万円

1 補助事業等の概要

山形県は、農業競争力強化基盤整備事業等として、平成28、29両年度に、最上郡戸沢村戸沢地区

内に27年度に建設した揚水機場の近辺において、揚水ポンプ等の稼働に伴い平均49.5デシベル(最大

値52.6デシベル)の騒音値が計測されたことから、これを低減することを目的として、28年度に揚水

機場の換気扇を低騒音型の換気扇に交換する工事、29年度に吸音効果のあるグラスウール(厚さ50m

m)を揚水ポンプ、配電盤等が設置されている建屋の地下及び地上階の壁面に設置する工事(これらを

｢騒音対策工事｣)を、それぞれ同地区内の用排水路等の整備を実施する工事の一環として事業費計4

億3026万円(国庫補助金等計2億3664万円)で実施した。

揚水機場の騒音対策については、｢土地改良事業計画設計基準及び運用・解説 設計｢ポンプ場｣」、

騒音・振動対策ハンドブック(これらを｢設計指針｣)等によれば、騒音源とその特性、騒音の伝播経

路等を明らかにした上で、各機器の騒音の低減を図るなどするとともに、設計段階で把握できない

諸条件による騒音が発生した場合には発生原因を究明して、適切な処置をする必要があるなどとさ

れている。同県は、揚水機場の建設に当たっては、近隣に民家があることから、設計指針等に基づ

き、騒音規制法に規定されている第二種区域に準ずるなどとして、揚水機場に設置されている揚水

ポンプ等の稼働により発生する各種音源等を合成して算出した騒音値が建屋外において1日を通じて

45デシベル(設計騒音値)以下となるようにすることとして揚水機場の設計を行っていた。そして、

同県は、揚水機場の設計段階では把握できなかった騒音が揚水ポンプ等の稼働に伴って計測された

ことから、28、29両年度に騒音対策工事を実施することとし、換気扇の交換とグラスウールの設置

を行えば騒音値を設計騒音値以下に低減できるとして設計し、これにより施工していた。

2 検査の結果

同県は、騒音対策工事の設計において、設計指針に示されたとおり騒音源とその特性、騒音の伝

播経路等の騒音の発生原因を究明した上で騒音値が換気扇の交換とグラスウールの設置によってど

れだけ低減できるか見積もるなどの十分な検討を行っていなかった。その結果、騒音対策工事後の

30年6月に計測した騒音値は平均49.6デシベル(最大値55.6デシベル)となっていて従前の騒音値から

低減しておらず、設計騒音値を上回っていた。

したがって、騒音対策工事(工事費相当額計385万円)は、その設計が適切でなかったことから、騒

音値が設計騒音値以下に低減されていない状態となっていて、工事の目的を達しておらず、これに

係る国庫補助金等相当額計211万円が不当と認められる。

部局等 補助事業者等 補助事業等 年度 事業費 左に対する国 不当と認め 不当と認め
(事業主体) 庫補助金等交 る事業費 る国庫補助

付額 金等相当額
平成 円 円 円 円

東北農政局 山形県 農業競争力強 28、29 4億3026万 2億3664万 385万 211万
化基盤整備等
2事業
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落橋防止システムの設計が不適切

１件 不当金額(支出) １５０万円

1 補助事業の概要

高知県は、農村地域防災減災事業として、平成26年度に、南国市西山地内において、既設橋りょ

うの耐震補強を目的として、広域農道に築造されている西山こ線橋(橋長144.9ｍ、幅員8.2ｍ～10.

4ｍ)の落橋防止システムとして、橋桁の端部から橋座部の縁端までの長さ(桁かかり長)を確保する

ために、橋台2基の橋座部に鉄筋コンクリートを打設して、これを橋軸方向に拡幅するなどの工事を

事業費290万円(国庫補助金等交付額159万円)で実施した。

同県は、この落橋防止システムの設計を｢道路橋示方書・同解説｣(示方書)等に基づいて行うこと

としている。そして、示方書によれば、橋桁の落下を防止する対策は、桁かかり長を確保したり、

橋桁等の移動量が桁かかり長を超えないようにする落橋防止構造を設置したりするなどの落橋防止

システムを適切に選定することとされている。このうち、落橋防止構造は、橋軸方向に大きな変位

が生じにくいなどの構造特性を有する橋の場合には設置を省略してもよいが、これらの構造特性を

有する橋に該当しない場合は、一連の上部構造の端支点に設置しなければならないとされている。

また、下部構造の橋軸方向の耐力が小さい場合は、落橋防止構造の耐力も小さくなり、落橋防止対

策としての効果が小さくなるため、桁かかり長を必要桁かかり長の1.5倍として落橋に対する安全性

を確保するのがよいとされている。

2 検査の結果

同県は、本件橋りょうの落橋防止システムの設計に当たり、本件橋りょうが落橋防止構造の設置

を省略してもよいとされる上記の構造特性を有する橋に該当せず、落橋防止構造の設置を省略でき

ないのに、橋台の橋軸方向の耐力が小さい場合に該当することから、誤って、橋台の桁かかり長が

必要桁かかり長の1.5倍となるよう橋座部を拡幅すれば、落橋防止構造の設置を省略してよいものと

して、これにより施工していた。

したがって、落橋防止システムに係る工事(工事費相当額274万円)は、設計が適切でなかったため、

地震発生時において所要の安全度が確保されていない状態になっていて、これに係る国庫補助金相

当額150万円が不当と認められる。

部局等 補助事業者等 補助事業等 年度 事業費 左に対する 不当と認める 不当と認める
(事業主体) 国庫補助金等 事業費 国庫補助金等

交付額 相当額

平成 円 円 円 円
中国四国 高知県 農村地域防災 26 290万 159万 274万 150万
農政局 減災事業
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植栽工等の設計が不適切

１件 不当金額(支出) １２９万円

1 交付金事業の概要

沖縄県国頭郡伊江村は、沖縄振興公共投資交付金事業として、平成26、27両年度に、伊江村伊江

地区において、既存の施設である堆肥センター内において木材破砕施設を整備するために舗装工、

植栽工等を事業費5459万円(交付金3821万円)で行った。このうち、植栽工は、堆肥原料に用いる木

材を破砕する際に発生する粉じん等が近隣の葉たばこ畑へ飛散することを防止するための防じん対

策として、防風施設である防風林を植栽したものである。

｢土地改良事業計画指針 防風施設｣(指針)等によれば、防風施設である防風林等は、風によって

運搬される粉じん等を捕捉することにより、粉じん等による加害作用を軽減する機能(防じん効果)

を持つとされている。同村は、指針等に基づき粉じん等を防止するための植栽工等を施工すること

として本件工事の設計を設計コンサルタントに委託し、当初設計において、樹高3.0ｍ及び葉張り0.

8ｍ程度のリュウキュウコクタンの成木を高さ1.5ｍのブロック塀(延長139.2ｍ)に沿って3.0ｍ間隔
べい

で1列に41本植栽すれば、木材破砕施設の供用開始後直ちに防じん効果が発揮できるとしていた。そ

の後、同村は、当初設計の樹高等を有するリュウキュウコクタンの成木が一般的に流通していなか

ったことから、27年3月に、樹高2.0ｍ及び葉張り0.5ｍ程度の成木に設計変更を行い、これにより施

工していた。

2 検査の結果

指針等によれば、植栽木ができるだけ早く枝や葉を広げて互いに接し、諸害に対する抵抗を高め

るよう、防風林の植栽間隔は1.0ｍ程度を基準とし、防じんの対象とする作物に応じた高さ(本件の

場合は3.0ｍ)を確保することとされているのに、同村は誤って上記のとおり3.0ｍ間隔で樹高2.0ｍ

の成木を植栽することとしたため、本件植栽工は植栽間隔が開きすぎていて樹高も不足しており、

十分な防じん効果を発揮できないものとなっていた。

したがって、植栽工等(工事費相当額計185万円)は、設計が適切でなかったため、粉じん等の飛

散を防止するという工事の目的を達しておらず、これに係る交付金相当額129万円が不当と認めら

れる。

部局等 補助事業者等 間接補助事業 補助事業等 年度 事業費 左に対す 不当と認 不当と認
者等 る国庫補 める事業 める国庫

(事業主体) 助金等交 費 補助金等
付額 相当額

平成 円 円 円 円
沖縄総合 沖縄県 国頭郡伊江村 沖縄振興公共 26、27 5459万 3821万 185万 129万
事務局 投資交付金
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農業・食品産業強化対策整備交付金事業の交付対象事業費の算定に当たり、その一部が交付対象外

１件 不当金額(支出) １０３５万円

1 交付金事業の概要

鹿児島市は、平成28年度に、鹿児島市中央卸売市場青果市場内において、既設の市場管理センタ

ー(管理棟)にエレベータ施設(延べ床面積36.51㎡)を増築する工事(増築工事)や、既設の卸売市場施

設に屋根付荷捌場の築造等を実施した。

｢強い農業づくり交付金実施要領｣(要領)によれば、23年4月から28年3月末までの間は、中央拠点

市場に位置付けられた市場における管理棟の増改築に係る経費については、工事量にかかわらず交
(注)

付金の交付対象とされていた。その後、28年4月の要領の改正により、管理棟の増改築に係る経費に

ついては、工事量が延べ床面積20,000㎡以上に相当するなどの大規模増改築に該当する場合のみ、

交付金の交付対象とするとされている。ただし、28年4月に改正された要領では、改正前の要領に基

づく事業(改正前事業)については、なお従前の例によると定められている。そして、改正前事業と

は、農林水産省によると、要領の改正前、すなわち、27年度以前に事業実施計画の承認を得た事業

であり、当該事業を着手した日の属する年度以降も事業実施計画に即した事業内容で継続的に実施

される事業等であるとしている。

(注) 中央拠点市場 大規模な中央卸売市場と中小規模の中央卸売市場との間での機能・役

割分担の明確化を図り、効率的な流通ネットワークを構築するに当たり、大型産地

からの荷を大量に受け、周辺の中小規模の中央卸売市場と連携した流通を行う役割

を担う中央卸売市場。なお、中央拠点市場制度は、23年度から27年度までの間に設

けられていた制度であり、28年度に廃止されている。

2 検査の結果

同市は、本件交付金事業について、27年度まで中央拠点市場に位置付けられていた同市場におけ

る増築工事が、25年度に同市が策定した同市場のリニューアル整備計画に盛り込まれていたことか

ら、改正前事業に該当するなどとして、増築工事に要した経費3248万円(交付対象事業費3105万円)

を含めて事業費を3億5549万円(交付対象事業費3億3433万円)とし、鹿児島県に実績報告書を提出し

て、交付金1億1144万円の交付を受けていた。

しかし、増築工事は、同市が鹿児島県知事に提出した27年度以前の事業実施計画には含まれてい

ないこと、28年度の事業実施計画に基づき、同年度中に着手されて完了しているため、27年度以前

から継続的に実施されたものではないことから、改正前事業には該当しないものであった。

したがって、増築工事に係る前記の交付対象事業費3105万円は、交付対象とは認められず、これ

に係る交付金相当額1035万円が不当と認められる。

部局等 補助事業者等 補助事業等 年度 事業費 左に対する 不当と認める 不当と認める
国庫補助金等 事業費 国庫補助金等

間接補助事業者等 交付額 相当額
(事業主体)

平成 円 円 円 円
九州農政 鹿児島県 農業・食品産 28 3億5549万 1億1144万 3105万 1035万
局 業強化対策整

鹿児島市 備交付金
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経営体育成支援事業(被災農業者向け経営体育成支援事業)の助成対象事業費の算定に当たり、その

一部が補助対象外

１件 不当金額(支出) ９９４万円

1 補助事業の概要

市原市は、平成26年度に、25年度の大雪により被災した農産物の生産に必要な施設(生産施設)等

の復旧を実施した農業者等に対して、これに要する経費の一部を助成した。

経営体育成支援事業実施要綱によれば、市町村は、気象災害による農業被害を受けた農業者等を

助成対象者とし、これらの者が行う生産施設の復旧又は気象災害による被災前の当該生産施設と同

程度の施設の取得等を対象として助成を行うことができることとされている。

同市は、本件補助事業について、助成対象者12者に対する24件の助成として計1億8196万円を交付

したとして、千葉県に実績報告書を提出して、国庫補助金9805万円の交付を受けていた。

2 検査の結果

上記の助成のうち1者に対する1件の助成については、助成対象者が、被災した肥育舎2棟を種豚舎

1棟と分娩舎1棟とにそれぞれ用途を変更して復旧したものであり、同市は、この復旧に要した費用

1億7712万円のうち、助成対象となる被災前の施設と同程度の施設の取得等に係る費用を1億1822万

円であるとして、当該助成対象者に助成額9852万円を交付していた。

しかし、実際には、上記の復旧に要した費用1億7712万円のうち、被災前の施設と同程度の施設の

取得等に係る費用は9675万円であり、残りの8036万円は、種豚舎及び分娩舎において空調設備を増

強したり、分娩舎において防疫上の観点から消毒に適した素材で分娩舎を仕切ったりするなど、被

災前の施設と同程度の施設の取得等に当たらない機能強化や異なる機能の追加に係る費用であって、

助成の対象とはならないものであった。

したがって、上記の費用9675万円に基づき適正な助成額を算定すると8063万円となり、前記の助

成額9852万円との差額1789万円は補助の対象とは認められず、これに係る国庫補助金相当額994万円

が不当と認められる。

部局等 補助事業者等 補助事業等 年度 事業費 左に対する 不当と認める 不当と認める
国庫補助金等 事業費 国庫補助金等

間接補助事業者等 交付額 相当額
(事業主体)

平成 円 円 円 円
関東農政 千葉県 経営体育成支 26 1億8196万 9805万 1789万 994万
局 援(被災農業

市原市 者向け経営体
育成支援)
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輸出促進機器整備事業の助成対象事業費の一部が助成対象外

１件 不当金額(支出) ４５５万円

1 補助事業の概要

輸出促進機器整備事業は、我が国水産物の国外における需要を開拓し、輸出促進による競争力強

化を図ることを目的として、水産物・水産加工品輸出拡大協議会が、輸出拡大を目指す水産加工業

者等に対して、輸出先国の品質･衛生条件への適合に必要な機器整備に要する経費の支援として交付

した助成金について、水産庁が協議会に国庫補助金を交付するものである。

輸出促進機器整備事業助成要領の規定に基づき協議会が水産庁と協議して定めた募集要領によれ

ば、助成金の交付決定前に支出される経費は助成の対象としないこととされている。

2 検査の結果

大都魚類株式会社は、生食用魚介類の海外輸出に対応するために、製氷機等の整備を事業費計16

98万円、助成対象事業費計1332万円で実施したとして、協議会に実績報告書を提出して、助成金66

6万円の交付を受けていた。

しかし、同社は、製氷機に係る経費910万円を業者に支出していたが、これは助成金の交付決定日

である平成28年9月12日以前の同年6月30日に支出されたものであった。

したがって、上記の910万円は助成の対象とは認められず、これに係る国庫補助金相当額455万円

が不当と認められる。

部局等 補助事業者等 補助事業等 年度 事業費 左に対する 不当と認める 不当と認める
国庫補助金等 事業費 国庫補助金等□□□□

間接補助事業者等 交付額 相当額
(事業主体)

平成 円 円 円 円
水産庁 水産物・水産加工 輸出促進機器 28 1698万 666万 910万 455万

品輸出拡大協議会 整備

大都魚類株式会社
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農山漁村地域整備交付金事業の交付対象事業費の算定に当たり、その一部が交付対象外

１件 不当金額(支出) ４１７万円

1 交付金事業の概要

北海道は、平成27、28両年度に、門別海岸及び登別海岸において実施した海岸保全施設の工事、
(注)

調査・設計業務等の情報を、25年度に海岸の管理を目的として導入した海岸総合管理システムに登

録するなどの業務を委託して実施した(委託した業務を｢委託業務｣)。

海岸法によれば、海岸保全区域を管理するために要する費用は、当該海岸管理者の属する地方公
(注)

共団体の負担とするとされているが、海岸管理者が管理する海岸保全施設の新設又は改良に関する

工事で政令で定めるものに要する費用は、国がその一部を負担することとされている。

(注) 海岸保全施設・海岸保全区域 ｢海岸保全施設｣とは、海水又は地盤の変動による被害
から海岸を防護するための堤防、突堤、護岸等の施設をいい、｢海岸保全区域｣とは、
海岸保全施設を設置する海岸に係る一定の区域をいう。

2 検査の結果

北海道は、前記の2海岸において、20年度から29年度までの間に侵食対策事業(本件侵食対策事

業)を実施しており、委託業務については、本件侵食対策事業に係る工事等の情報の整理を行うため

のものであることから、工事の一環として行う業務であるとしていた。そして、本件交付金事業に

ついて、委託業務に係る事業費計870万円(交付対象事業費同額)で行ったとして、農林水産本省に実

績報告書を提出して、これにより交付金計478万円の交付を受けていた。

しかし、委託業務には、本件侵食対策事業に係る工事等の情報の登録だけではなく、海岸総合管

理システムを運用するために必要な地理空間情報システム背景図、データベース等の作成や、本件

侵食対策事業以外の事業に係る工事等の情報の登録等、本件侵食対策事業に係る工事の一環とは認

められない業務(事業費相当額計759万円)が含まれていた。

したがって、前記の委託業務に係る事業費計870万円のうち、本件侵食対策事業に係る工事の一環

とは認められない業務の実施に要した事業費相当額計759万円は、交付金の交付対象とは認められず、

これに係る交付金相当額計417万円が不当と認められる。

部局等 補助事業者等 補助事業等 年度 事業費 左に対する 不当と認める 不当と認める
(事業主体) 国庫補助金等 事業費 国庫補助金等

交付額 相当額
平成 円 円 円 円

農林水産 北海道 農山漁村地域 27、28 870万 478万 759万 417万
本省 整備交付金
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森林・山村多面的機能発揮対策交付金事業の一部が交付対象外

１件 不当金額(支出) １４５万円

1 交付金事業の概要

森林・山村多面的機能発揮対策交付金事業は、地域住民が森林所有者等と協力して実施する里山

林を始めとする森林の保全管理や山村地域の活性化に資する取組の促進を目的として、林野庁が、

同取組に対する支援を実施する地域協議会の一つである長野地域協議会に対して森林・山村多面的

機能発揮対策交付金を交付し、協議会が、同取組を行う組織(活動組織)である長野森林組合を支援

するために交付金を交付するものである。

同庁の実施要綱等によれば、交付金は、活動組織が行う雑草木の刈払いなどの活動に対して交付

されることとされており、交付金の交付額は、活動の種類ごとに応じて定められた1ha当たりの単価

に、活動の対象森林の面積を乗ずるなどして算出することとされている。また、交付金の対象とな

る森林は、上記の活動を行う時点において森林経営計画が策定されていない森林とするとされてい

る。同庁は、森林経営計画が策定された森林は、森林所有者等が、効率的に林業経営を行うことを

目指すものであるとしている一方で、交付金については、集落周辺の里山林等で、経済的な価値が

著しく低い広葉樹や竹が侵入した森林のように計画的かつ一体的な施業が困難な森林において、地

域住民等が実施する森林の保全活動等に対して支援するものであるとしている。

2 検査の結果

協議会は、組合が平成26、27両年度に、上水内郡小川村内の2地区の森林計17.0haにおいて行った

雑草木の刈払いなどの活動(事業費計272万円)に対して、同庁から事業費と同額の交付金の交付を受

けて組合に同額を交付していた。

しかし、上記の活動が行われた森林17.0haのうちの計9.12haについては、活動を行う時点におい

て組合が既に森林経営計画を策定していた。

したがって、上記の9.12haにおいて行われた活動は、森林経営計画が策定されている森林で行わ

れたものであって交付金の交付の対象とは認められず、これに係る交付金相当額計145万円が不当と

認められる。

部局等 補助事業者等 補助事業等 年度 事業費 左に対する 不当と認め 不当と認める国
(事業主体) 国庫補助金 る事業費 庫補助金等相当

等交付額 額
平成 円 円 円 円

林野庁 長野地域協議会 森林・山村多面的機能 26、27 272万 272万 145万 145万
発揮対策交付金
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森林環境保全総合対策事業の事業費の精算が過大

１件 不当金額(支出) １２３８万円

1 補助事業の概要

株式会社野生動物保護管理事務所は、森林環境保全総合対策事業として、平成22、23、25各年度

に、野生鳥獣による森林生態系被害に対応し得る新たな鳥獣被害防止技術、鳥獣被害を受けた森林

・植生の復元技術及び効率的な捕獲技術の開発を実施した。林野庁の森林環境保全総合対策事業実

施要領によれば、補助対象事業費は、事業の実施に要した技術者給、需用費等の経費とされており、

このうち技術者給については、原則として、事業従事者ごとに、時間単価に補助事業に従事した直

接作業時間を乗じて算定することとなっている。このうち時間単価については、基本給等の年間総

支給額等を1日当たりの所定労働時間等から算定して得た年間理論総労働時間で除して算定すること

となっており、年間総支給額には前年の支給実績を用いること、時間外手当等は年間総支給額から

除外することとなっている。また、直接作業時間については、管理者等の時間外労働時間を含める

ことはできないこととなっている。同会社は、本件事業を事業費計1億5593万円(補助対象事業費同

額)で実施したとして、同庁に実績報告書を提出して、国庫補助金計1億5453万円の交付を受けてい

た。

2 検査の結果

同会社は、技術者給の算定に当たり、時間単価について、年間総支給額に、前年の支給実績では

なく、誤って、前年度の支給実績を用いたり、時間外手当等を年間総支給額に含めたりするなどし

ていた。また、直接作業時間について、管理者等の所定労働時間外に補助事業に従事した時間を含

めていた。

したがって、時間外手当等を年間総支給額から除外するなどして技術者給を算定して適正な補助

対象事業費を算定すると計1億4215万円となり、前記の補助対象事業費計1億5593万円との差額1377

万円が過大に精算されていて、これに係る国庫補助金相当額計1238万円が不当と認められる。

部局等 補助事業者等 補助事業等 年度 事業費 左に対する 不当と認 不当と認 摘 要
(事業主体) 国庫補助金 める事業 める国庫

等交付額 費 補助金等
相当額

平成 円 円 円 円
林野庁 株式会社野生 森林環境保 22、23、 1億5593万 1億5453万 1377万 1238万 技術者給の算

動物保護管理 全総合対策 25 定を誤ってい
事務所 たもの
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農山漁村6次産業化対策推進交付金事業の事業費の精算が過大

１件 不当金額(支出) ３１１万円

1 交付金事業の概要

和歌山県は、6次産業化の取組等を支援するため、｢和歌山県6次産業化サポートセンター｣(センタ

ー)を設置して、新商品開発や販路開拓等の専門知識を有する6次産業化プランナーによる個別相談

を実施するなどの農林漁業者等へのサポート活動等を実施した。

6次産業化ネットワーク活動交付金実施要綱等によれば、農林漁業者等へのサポート活動を実施す

る場合は、事業全体の責任者である統括企画推進員等を定めて事業執行体制を構築することとされ

ている。そして、人件費を交付対象事業費として計上する場合は、｢補助事業等の実施に要する人件

費の算定等の適正化について｣に基づき、時間単価に当該補助事業等に従事した実績時間を乗じて算

定することとなっており、また、実績時間の算定を行うためには、実際に交付金事業に従事したこ

とを証明する業務日誌が必要となっている。

2 検査の結果

同県は、センターの管理・運営等に関する業務(運営業務)を和歌山県中小企業団体中央会(中央

会)に委託して実施していた。中央会は、平成26年度から29年度までの間の委託費について、中央会

の業務と運営業務とを兼務している理事1名が統括企画推進員として運営業務に月間の勤務時間の約

82％従事したとして算定した人件費を含めて、計4025万円であるとした実績報告を同県に対して行

っていた。そして、同県は、これを受けて、当該人件費を含む委託費について、実績報告と同額で

精算を行い、本件交付金事業を事業費計4025万円(交付対象事業費同額)で実施したとして、近畿農

政局に実績報告書を提出して、これにより同額の交付金の交付を受けていた。

しかし、上記勤務時間の割合は、中央会において、理事が運営業務にどの程度従事することにな

るかを事前に想定したものであり、実績時間に基づくものとはなっていなかった。そして、同県は、

委託費の精算に当たって、理事が統括企画推進員として運営業務に従事した実績時間を業務日誌か

ら把握して精算する必要があったのに、これを行っていなかった。

そこで、業務日誌を確認したところ、理事が統括企画推進員として運営業務に従事した実績時間

は、月間の勤務時間の48％程度から63％程度までとなっていた。

したがって、上記の実績時間を基に統括企画推進員の人件費を算定して、これにより委託費の精

算を行ったとして適正な交付対象事業費を算定すると計3714万円となり、前記の交付対象事業費計

4025万円との差額311万円が過大に精算されていて、これに係る交付金計311万円が不当と認められ

る。

部局等 補助事業者等 補助事業等 年度 事業費 左に対する 不当と認める 不当と認める
(事業主体) 国庫補助金等 事業費 国庫補助金等

交付額 相当額
平成 円 円 円 円

近畿農政 和歌山県 農山漁村6次 26～29 4025万 4025万 311万 311万
局 産業化対策推

進交付金
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動物用ワクチン等実用化促進事業の補助対象事業費の精算が過大

１件 不当金額(支出) １０７万円

1 補助事業の概要

株式会社NAS研究所(会社)は、平成27年度に、動物用ワクチン等実用化促進事業として、新技術を

活用したワクチン開発を実施した。食の安全・消費者の信頼確保対策事業費補助金交付要綱等によれ

ば、補助事業の実施に要する経費(補助対象事業費)に対して定額の補助金を交付することとされてお

り、本件補助事業においては、ワクチン開発事業費等が補助対象事業費となっている。

2 検査の結果

会社は、ワクチン開発に係る試験費のほか、試験を実施するなどのために借り上げた施設の一部に

対する賃借料計1366万円を補助対象事業費として農林水産本省に実績報告書を提出し、これにより、

国庫補助金1200万円の交付を受けていた。

しかし、会社は、上記補助対象事業費のうち賃借料の算定に当たり、上記施設の一部を購入するな

どして賃借料を支払っていなかった期間があるのに、その期間に係る賃借料相当額を補助対象事業費

に含めるなどしていた。

したがって、会社が実際に支払った賃借料等により適正な補助対象事業費を算定すると計1092万円

となり、前記の国庫補助金1200万円との差額107万円が過大に精算されていて、不当と認められる。

部局等 補助事業者等 補助事業等 年度 事業費 左に対する 不当と認め 不当と認め
(事業主体) 国庫補助金 る事業費 る国庫補助

等交付額 金等相当額
平成 円 円 円 円

農林水 株式会社NAS研究 動物用ワクチン等実 27 1366万 1200万 274万 107万
産本省 所 用化促進
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森林整備地域活動支援交付金により造成した基金を用いて実施した事業において補助の目的不達成

２件 不当金額(支出) ４４４万円

1 交付金の概要

森林整備地域活動支援交付金は、森林経営計画の作成の促進を支援することなどを目的として、

林野庁が都道府県に対して基金を造成させるために交付するものである。基金を造成した都道府県

は、間伐等の計画的かつ適切な森林整備の推進を図るために、森林経営計画の作成を促進すること

を目的とした事業(交付金事業)を実施する森林組合等の事業主体に対して、市町村を通じて、この

基金を取り崩すなどして交付金(基金交付金)を交付している。市町村は、交付金事業のうち、森林

の情報を収集したり森林経営計画の作成について森林所有者等の合意を取り付けたりするための活

動等を実施した事業主体から、当該地域活動の実施結果を踏まえた実施結果報告書の提出を受けて、

基金交付金を事業主体に交付することとなっている。そして、事業主体は、実施結果報告書提出の

翌年度までに森林経営計画を作成したり、作成された森林経営計画の期間内に同計画に基づく間伐

等を実施したりすることとなっている。また、市町村は、実施結果報告書提出の翌年度までに森林

経営計画が作成されなかった場合や作成された森林経営計画の期間内に同計画に基づく間伐等が実

施されなかった場合は、事業主体に基金交付金を返還させて、これを都道府県に返還することとな

っている。

2 検査の結果

群馬県多野郡神流町及び京都府綾部市を通じてそれぞれ基金交付金の交付を受けていた2事業主体

が実施した交付金事業において、実施結果報告書提出の翌年度までに森林経営計画が作成されてい

なかったり、森林経営計画の期間内に間伐が実施されていなかったりしており、取り崩された基金

計444万円(国庫交付金相当額同額)の使用が適切でなく、不当と認められる。

＜事例＞
神流川森林組合は、平成24年度に、神流町内の森林124.29haについて、森林経営計画の作成を

促進することを目的として、森林所有者等から森林経営計画を作成すること及び同計画の期間内

に間伐を実施することの合意を取り付けるための活動等を事業費671万円で実施して、25年3月に

神流町に対して実施結果報告書の提出を行い、群馬県から基金交付金335万円(国庫交付金相当額

同額)の交付を受けていた。

しかし、同組合は、実施結果報告書提出の翌年度となる25年度末までに上記124.29haについて

森林経営計画を作成していたものの、同計画の終期である29年3月末までに、このうち15.76haし

か間伐を実施しておらず、残りの108.53haについては間伐を実施していなかったが、同町は、同

組合に対して基金交付金を返還させていなかった。

したがって、上記の108.53haについては、森林経営計画の期間内に間伐が実施されておらず補

助の目的を達していなかったため、108.53haに係る事業費499万円に対する基金交付金249万円(国

庫交付金相当額同額)の使用が適切でなかった。

部局等 補助事業者 間接補助事業者等 補助事業等 年度 事業費 左に対する 不当と認め 不当と認め
等 (事業主体) 国庫補助金 る事業費 る国庫補助

等交付額 金等相当額
平成 円 円 円 円

林野庁 群馬県 多野郡神流町 森林整備地域活 24 671万 335万 499万 249万
神流川森林組合 動支援交付金

同 京都府 綾部市 同 26 195万 195万 195万 195万
志賀郷地区自治会
連合会志賀郷和会

計 2事業主体 866万 530万 694万 444万
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森林整備加速化・林業再生事業費補助金により造成した基金で購入等したオガ粉製造機が無償譲渡

以降利用されていないなどしていて、補助の目的不達成

１件 不当金額(支出) ５００万円

1 基金事業の概要

林野庁は、交付要綱等に基づき、都道府県に基金を造成させるために森林整備加速化・林業再生

事業費補助金を交付している。そして、基金を造成した都道府県は、木質バイオマス加工流通施設

等整備等の事業(基金事業)を実施する事業主体に、この基金を取り崩すなどして補助金(基金補助

金)を交付している。実施要領によれば、基金事業により取得等した財産は、善良なる管理者の注意

をもって管理するなどしなければならないとされている。

株式会社カエツハウス工業(会社)は、平成24年2月に、有限会社佐藤甲一商店が基金事業により購

入等したオガ粉製造機(製造機)の無償譲渡を受けていた。この製造機は、21年度に、間伐材等の活

用を図るために、事業費1177万円(基金事業対象事業費同額)で購入等されたものであり、新潟県か

ら基金補助金1059万円(国庫補助金相当額同額)が交付されていた。そして、農林水産大臣及び同県

は、製造機の処分制限期間が30年3月までであることから、譲渡先である会社が補助条件を承継する

こと及び製造機の利用状況について3年間報告を行うことを条件として、24年2月に、無償譲渡を承

認していた。

2 検査の結果

製造機は、29年11月の会計実地検査時点において、無償譲渡以降一度も利用されておらず、会社

の敷地内で分解された状態で残置されたままとなっており、多くの部品が腐食して固着しているな

ど、今後利用することが困難な状態となっていた。また、同県は、会社から製造機を利用していな

いことやその理由等の報告を受けていたものの、農林水産大臣に対して報告を行っていなかった。

したがって、本件基金事業により購入等された製造機は、無償譲渡以降、一度も利用されていな

いなど、補助の目的を達しておらず、無償譲渡時点における製造機の残存簿価555万円に係る取り崩

された基金500万円(国庫補助金相当額同額)の使用が適切ではなく、不当と認められる。

部局等 補助事業者等 補助事業等 年度 事業費 左に対する 不当と認める 不当と認める
国庫補助金等 事業費 国庫補助金等

間接補助事業者等 交付額 相当額
(事業主体)

平成 円 円 円 円
林野庁 新潟県 森林整備加 21 1177万 1059万 555万 500万

速化・林業
有限会社佐藤甲一 再生
商店
株式会社カエツハ
ウス工業(承継先)
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地域バイオマス利活用交付金事業で整備した施設の一部が補助の目的不達成

１件 不当金額(支出) ８５５０万円

1 交付金事業の概要

北海道白老郡白老町は、平成19、20両年度に、町内で発生する家庭系一般廃棄物等(町内廃棄物)

のバイオマス資源を活用して製紙会社に石炭の代替となるバイオマス燃料を供給することを目的と

して、町内廃棄物を高温高圧で粉末状の生成物に処理する高温高圧処理設備、生成物を廃プラスチ

ック等の副資材と混合し固形燃料を製造する成形設備、これらの設備に係る建屋等(これらを｢バイ

オマス施設｣)を事業費13億9855万円(国庫補助金等交付額6億9927万円)で整備した。

そして、本件交付金の交付決定に当たっては、事業主体は、事業により取得し又は効用の増加し

た財産について、事業完了後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、交付金の交付の

目的に従って、その効率的な運用を図らなければならないとの条件が付されている。

2 検査の結果

同町は、21年4月にバイオマス施設の稼働を開始したものの、町内廃棄物を原料とする生成物の塩

素濃度が安定しないことなどから、製紙会社が受入可能な固形燃料を計画どおりに製造できない状

況となったことなどにより事業収支が悪化したため、26年4月にバイオマス施設のうち高温高圧処理

設備の稼働を停止していた。そして、同町は、町内廃棄物に代わるバイオマス資源の研究等を進め

ることとしたが、同設備の稼働を再開するには至らず、今後も稼働が見込めない状況となっていた。

したがって、同町が本件交付金事業で取得したバイオマス施設のうち、高温高圧処理設備及び当

該設備に係る建屋(26年3月末時点における残存価格1億7101万円)は、補助の目的を達しておらず、

これに係る交付金相当額8550万円が不当と認められる。

部局等 補助事業者等 補助事業等 年度 事業費 左に対する 不当と認める 不当と認める
国庫補助金等 事業費 国庫補助金等

間接補助事業者等 交付額 相当額
(事業主体)

平成 円 円 円 円
農林水産 北海道 地域バイオマ 19､ 13億9855万 6億9927万 1億7101万 8550万
本省 ス利活用交付 20

白老郡白老町 金
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農村地域防災減災事業で実施したため池ハザードマップの作成に係る委託契約において、必要な項
．．

目を仕様書に明記していなかったなどのため、成果品であるため池ハザードマップに避難時危険箇
．．

所等が適切に表示されておらず、補助の目的不達成

１件 不当金額(支出) ９１８万円

1 補助事業の概要

大阪府泉南市は、農村地域防災減災事業として、平成28年度に、地域住民の自主防災力の向上等

に資することを目的として、泉南市内に所在する4か所のため池(君ヶ池、双子上池・下池、中の池、
．．

昭和池。｢4池｣)について、現地踏査、堤体決壊により浸水が想定される区域(浸水想定区域)の検討

等を行った上で、地域住民と行政の災害情報を共有し、意識疎通等を図るための情報提供手段とし

てため池ハザードマップをため池ごとに作成して計6,600部印刷する業務を事業費918万円(国庫補助
．． ．．

金同額)で委託して実施した。

同市は、ため池ハザードマップの作成について、｢ため池ハザードマップ作成の手引き｣を参考に

作成された｢ため池ハザードマップ作成マニュアル(案)｣(作成マニュアル)等によることとしている。

作成マニュアルによれば、ため池ハザードマップは、どのような状況になれば、どれくらいの区域

において、どのように避難すべきかをイメージできる程度のものとするとされており、ため池ハザ

ードマップに記載が必要な項目は、①ため池の情報、②浸水想定区域と被害の形態、③避難場所、

④避難時危険箇所、⑤気象予報等、避難情報の伝達方法、⑥気象情報の入手方法、⑦緊急時の連絡

先とされている。また、これらの項目のうち、避難時危険箇所については、豪雨時又は地震時にお

ける土石流危険区域、急傾斜地崩壊危険区域等のほか、先行して作成された既存のハザードマップ

に記載されている浸水想定区域も表示することとされている。

2 検査の結果

同市は、既存のハザードマップに記載されている浸水想定区域を避難時危険箇所として表示する

ことを委託契約の仕様書に明記しておらず、また、浸水想定区域は、相互に重複又は近接しており、

地域住民が安全かつ的確な避難行動をとる上で必要な情報であるにもかかわらず、これらを避難時

危険箇所として相互に表示することとしていなかったなどのため、成果品である4池のため池ハザー
．．

ドマップには、表のとおり記載が必要な項目が表示されていなかった。

したがって、本件補助事業は、地域住民と行政の災害情報を共有するなどにより、地域住民の自

主防災力の向上等に資するという補助の目的を達しておらず、これに係る国庫補助金918万円が不当

と認められる。

表 ため池ハザードマップに表示されていなかった記載が必要な項目の状況
ため池名 君ヶ池 双子上池 中の池 昭和池

項目 ・下池
ため池の情報 貯水量 記載なし 記載なし 記載なし 記載なし
避難場所 浸水想定区域外の施設 － 1か所 － －

記載なし
避難時危険箇所 既存のハザードマップに記載 記載なし 記載なし 記載なし 記載なし

されている浸水想定区域
相互に重複又は近接する4池 記載なし 記載なし 記載なし 記載なし
の浸水想定区域
土石流危険区域 － － － 記載なし
急傾斜地崩壊危険区域 － － 記載なし 記載なし

(注) 表中の｢－｣は、必要な記載がされていたこと又は該当がないことを示している。

部局等 補助事業者等 補助事業等 年度 事業費 左に対する 不当と認める 不当と認める
国庫補助金等 事業費 国庫補助金等

間接補助事業者等 交付額 相当額
(事業主体)

平成 円 円 円 円
近畿農政 大阪府 農村地域防災 28 918万 918万 918万 918万
局 減災

泉南市
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6次産業化先導モデル育成事業の補助対象事業費の一部が補助対象外など

１件 不当金額(支出) １０５０万円

1 補助事業の概要

株式会社ファミリア(会社)は、平成23、24両年度に東日本大震災における被災地の農林漁業者等

を雇用する取組を行うために、ジェラート等の加工製造・販売を行うこととして、みやぎ復興パー

ク内の建物の一区画において、空調設備、照明器具等(建物附属設備)及び機械等16台の整備を行っ

た。

東日本大震災復旧・復興農山漁村6次産業化対策事業実施要綱等によれば、事業主体は、事業実施

計画を作成して事業承認者である地方農政局長等の承認を受けることとされており、事業の採択基

準は、機械等の能力及び規模が適正であることなどとされている。

また、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、｢補助事業等により取得し、又は効用の

増加した財産の処分等の承認基準について｣等によれば、補助事業者等は、処分制限期間内に補助事

業等を中止するなどする場合には、農林水産大臣による財産処分に係る承認を受けなければならず、

承認に当たっては、残存簿価等に国庫補助率を乗じた金額を国庫に納付するなどの条件が付される

こととされている。

2 検査の結果

会社は、本件補助事業について、建物附属設備、機械等の整備を事業費3070万円(補助対象事業費

2924万円)で実施したとして、東北農政局に実績報告書を提出して、国庫補助金1462万円の交付を受

けていた。

しかし、整備した建物附属設備の一部は、会社の関係者が運営する別の法人が使用する区画に係

る建物附属設備であった。また、機械等16台のうち3台は、事業実施計画において承認を受けた機械

等に比べて性能が劣るものが納品されていた。このため、これらの建物附属設備の一部及び機械等

3台については補助の対象とならないものであった。

また、会社は、26年12月に、整備した機械等16台から上記の3台を除いた13台のうち2台について、

処分制限期間内であるにもかかわらず、財産処分に係る承認を受けずに無断で性能が劣るものと交

換していた。さらに、会社は、27年1月をもって、みやぎ復興パークから退去するとともに、同年2

月以降、財産処分に係る承認を受けずに無断で事業を中止していた。

したがって、補助の対象とならない建物附属設備、機械等に係る補助対象事業費783万円に係る国

庫補助金相当額391万円及び会社が財産処分に係る承認を受けずに無断で事業を中止し使用を停止す

るなどしていた機械等の残存簿価1316万円に係る国庫補助金相当額658万円、計1050万円が不当と認

められる。

部局等 補助事業者等 補助事業等 年度 事業費 左に対する 不当と認める 不当と認める
(事業主体) 国庫補助金等 事業費 国庫補助金等

交付額 相当額
平成 円 円 円 円

東北農政 株式会社ファ 6次産業化先 23、24 3070万 1462万 2100万 1050万
局 ミリア 導モデル育成
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国産農産物生産・供給体制強化対策事業(茶改植等支援事業)の実施に当たり、補助金の算定が不適

切

１件 不当金額(支出) ３９９万円

1 補助事業の概要

佐賀県農業協同組合みどり地区茶業部会(平成24年2月15日以前は佐賀県農業協同組合佐賀みどり

支部茶業部会。｢部会｣)は、茶生産者の経営安定を図ることを目的として、一定の要件を満たす茶生

産者(支援対象者)が行う茶樹の改植等に対して、補助金を交付した。

茶改植等支援事業実施要領等によれば、事業主体が支援対象者に交付する補助金の総額は、支援

内容の区分に応じ、支援内容ごとの支援対象面積に所定の単価を乗じて得た額とされており、国は、

この総額を助成することとされている。また、支援対象面積の範囲は、畦畔、枕地、法面等の茶が
けい (注)

植栽されていない面積を含まない本地面積とされており、現地において実測を行うなどして算定す

ることとされている。

(注) 枕地 農業機械の旋回等を行うためのスペース

2 検査の結果

部会は、現地において距離測定機器を使用して実測を行い、23年度から28年度までの間の支援対

象面積を計548,560㎡と算定し、これらに所定の単価を乗じて得た計6889万円の補助金を支援対象者

に交付したとして、九州農政局から同額の国産農産物生産・供給体制強化対策事業費補助金(茶改植

等支援事業推進費補助金)(27年度以前は国産農畜産物・食農連携強化対策事業費補助金。｢国庫補助

金｣)の交付を受けていた。

しかし、部会は、一部の茶園において、距離測定機器の単位をヤード(1yd＝0.9144ｍ)と設定して

いたのに、メートルに設定したものと誤認したり、支援対象面積に含めないとされている畦畔、枕

地、法面等の茶が植栽されていない面積を含めたりなどして支援対象面積を算定していた。

そこで、23年度から28年度までの間に部会が支援の対象とした茶園について、適正な支援対象面

積を算定したところ、計518,147㎡となり、前記の支援対象面積計548,560㎡と比べて30,413㎡下回

っていた。

したがって、上記の適正な支援対象面積に基づいて適正な補助金の総額を算定すると計6489万円

となり、前記の補助金計6889万円との差額399万円が過大に算定されていて、これに係る国庫補助

金相当額計399万円が不当と認められる。

部局等 補助事業者等 補助事業等 年度 事業費 左に対する 不当と認める 不当と認める
(事業主体) 国庫補助金等 事業費 国庫補助金等

交付額 相当額
平成 円 円 円 円

九州農政 佐賀県農業協 国産農産物生 23～28 6889万 6889万 399万 399万
局 同組合みどり 産・供給体制

地区茶業部会 強化対策(茶
改植等支援)
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特定地域経営支援対策事業により資材の調達等を行い整備したホタテガイ中間育成施設において、

アンカー綱の管理が不適切

１件 不当金額(支出) ２３４万円

1 補助事業の概要

標津漁業協同組合は、地場産のホタテガイの増産による漁業資源の増大等を図るために、稚貝を

養殖するためのホタテガイ中間育成施設(育成施設)100台の整備に必要な資材(幹綱100本、アンカー

綱400本等)の調達及び加工並びに400本のアンカー綱に係る海底へのアンカーの打込みを行った。

｢特定地域経営支援対策事業における対象事業事務等の取扱いについて｣によれば、事業主体は、

特定地域経営支援対策事業により補助金を受けて整備した施設等を常に良好な状態で管理し、その

設置目的に即して最も効率的な運用を図り適正に管理運営することなどとされている。

2 検査の結果

組合は、本件補助事業の実施に当たり、平成24年9月に、請負業者と請負契約を締結し、育成施設

100台分に係る資材の調達等を契約金額1億2075万円で請け負わせていた。そして、25年3月、本件補

助事業は同額(補助対象事業費1億1500万円)で完了したとして、標津町に対して実績報告書等を提出

し、補助金7666万円の交付を受けていた。

また、各幹綱を海中に設置するために幹綱の両端に2本ずつ計4本のアンカー綱を接続する作業は、

本件補助事業の対象とはなっておらず、組合が、本件補助事業により資材の調達等を行った後、組

合員の協力を得るなどして24年度中に自ら行うことにしていた。

しかし、幹綱へのアンカー綱の接続状況等について確認するなどしたところ、アンカー綱計26本

が幹綱に接続されておらず、海底に放置されたままその所在が不明となっていた。

したがって、26本分のアンカー綱は、本件補助事業の完了後、幹綱と接続されずに海底に放置さ

れて管理が適切でなかったため滅失したものであり、これらの資材の調達等に要した事業費相当額

351万円に係る国庫補助金相当額234万円が不当と認められる。

部局等 補助事業者等 補助事業等 年度 事業費 左に対する 不当と認める 不当と認める
国庫補助金等 事業費 国庫補助金等

間接補助事業者等 交付額 相当額
(事業主体)

平成 円 円 円 円
農林水産 北海道 特定地域経営 24 1億1500万 7666万 351万 234万
本省 支援対策

標津郡標津町
標津漁業協同組合
(事業主体)
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へい殺畜等手当金等の交付が過大

１件 不当金額(支出) ９２３万円

1 へい殺畜等手当金の概要

農林水産省は、家畜伝染病予防法(家伝法)に基づく防疫措置として、高病原性鳥インフルエンザ

等の家畜の伝染性疾病にかかっている疑いがある家畜(疑似患畜)の殺処分及び埋却並びに汚染され

た物品の焼却、埋却等が行われた際に、疑似患畜となる前における当該家畜及び焼却又は埋却前に

おける当該物品の評価額に4/5を乗じて算定した手当金及び評価額に1/5を乗じて算定した特別手当

金(これらを｢へい殺畜等手当金等｣)を、疑似患畜等の所有者に交付している。

家伝法によれば、農林水産大臣は、上記の評価額を決定するには、関係都道府県知事の意見を聴

かなければならないこととされている。このため、へい殺畜等手当金等交付規程によれば、疑似患

畜等の所有者が同大臣にへい殺畜等手当金等の交付申請書を提出する際には、関係都道府県知事は、
．．

殺処分を行った家畜及び焼却又は埋却を行った物品の評価額に関する意見を記載した動物評価意見

具申書及び物品評価意見具申書(これらを｢評価意見具申書｣)を同時に提出することとされている。

また、へい殺畜等手当金等を交付する場合における高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の評価

額について、｢高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防

疫指針｣等において評価方法等が示されており、帳簿により確認した飼料費等により1日当たりの生

産費を算定するなどして評価額を算定することとなっている。

2 検査の結果

農林水産本省は、青森、新潟両県に農場が所在する2交付先に対するへい殺畜等手当金等の交付に
．．

当たり、2県から提出を受けた評価意見具申書に記載された殺処分等を行った疑似患畜等の評価額計

3億0596万円を当該疑似患畜等の評価額と決定し、へい殺畜等手当金等計3億0596万円を交付してい

た。

しかし、当該評価額を2県が算定する際に、1日当たりの生産費のうち飼料費を、疑似患畜の飼養

期間に含まれない期間の飼料の調達に要した費用を含めて算定したり、飼料の購入金額について値

引きを受けていたのに当該値引額を考慮していない購入金額を用いて算定したり、飼料の購入金額

に既に消費税(地方消費税を含む。)相当額が含まれているのに更に消費税率を乗じた額を用いて算

定したりするなどしていた。

そして、同本省は、上記により過大となっていた評価意見具申書に記載された評価額をそのまま

採用していた。

したがって、飼養期間に含まれない期間の飼料の調達に要した費用を飼料費から除くなどして適

正な評価額を算定すると計2億9673万円となり、前記の評価額計3億0596万円との差額923万円が過大

に評価され、同額のへい殺畜等手当金等が過大に交付されていて、不当と認められる。
．．
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農業共済組合が行う家畜共済事業において、当該年度に生じた剰余については、全額を不足金塡補

準備金と特別積立金とに積み立てなければならないとされているのに、その一部を業務勘定に繰り

入れていて、農業災害補償法及び同法施行規則に違背していたもの

１件 不当金額(支出) ３億３７１９万円

1 農業災害補償制度等の概要

(後掲284ページ参照)

2 検査の結果

農業災害補償法(農災法)及び農業災害補償法施行規則(施行規則)によれば、家畜共済勘定におい

て、当該年度に剰余が生じた場合、剰余の額の1/2以上の額を不足金塡補準備金として積み立て、残

額を特別積立金として積み立てることとされている。

北海道ひがし農業共済組合は、平成18年度から27年度までの間に家畜共済事業において生じた剰

余計17億9844万円(国庫負担金相当額計7億1937万円)のうちの8億4297万円(国庫負担金相当額3億37

19万円)について、剰余金として会計処理すべきところ、当該年度中に業務勘定に繰り入れていた。

しかし、上記の8億4297万円については、農災法及び施行規則に従って、当該年度の剰余として、

将来の共済金の支払財源等に充てるために、1/2以上の金額を不足金塡補準備金として積み立て、残

額を特別積立金として積み立てなければならないものであった。このため、27年度の剰余を不足金

塡補準備金と特別積立金とに積み立てた時点で、本来、不足金塡補準備金と特別積立金とに積み立

てられるべき額に比べて、それぞれ4億2148万円が不足する事態となっていた。

したがって、前記の8億4297万円(国庫負担金相当額3億3719万円)を不足金塡補準備金と特別積立

金として積み立てることなく業務勘定に繰り入れている事態は、農災法及び施行規則の規定に違背

していて、不当と認められる。
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－経済産業省－
       

中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金の交付を受けて実施した事業により取得した設備等を

無断で譲渡など

４件 不当金額(支出) ２６０６万円

1 補助金の概要

中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金は、東日本大震災に係る被災地域の復旧及び復興を

促進することを目的として、交付要綱等に基づき、経済産業省が都道府県に交付して、同補助金の

交付を受けた都道府県が中小企業等グループ又はその構成員に対して、施設及び設備の復旧・整備

に要する経費の一部を補助するものである。

交付要綱等によれば、補助事業を実施する者は、補助事業により取得等した財産を、都道府県知

事の承認を受けないで処分制限期間内に譲渡等してはならず、都道府県知事の承認を受けて処分制

限期間内に有償で譲渡等する場合においては、譲渡額等又は当該財産の残存簿価相当額等に補助率

を乗ずるなどして得た額を国庫に納付することなどとされている。

2 検査の結果

4事業主体が実施した補助事業において、補助事業により取得した設備等を前記の承認を受けずに

無断で譲渡するなどしていたため、これらに係る国庫補助金相当額計2606万円が不当と認められる。

＜事例＞

有限会社エンドーは、東日本大震災により損壊した商品を陳列するためのオープンケース等の

取替えによる復旧に要したとする事業費3500万円(補助対象事業費同額)に対して国庫補助金1750

万円の交付を受けており、オープンケース等を平成25年6月に取得していた。

しかし、同会社は、オープンケース等について、31年6月までの6年の処分制限期間内であった

にもかかわらず、27年4月に、福島県知事の承認を受けずに無断で、計1350万円で他の企業へ譲渡

していた。

したがって、同会社が同知事の承認を受けずに無断で譲渡したオープンケース等の設備ごとの

譲渡額又は譲渡時点における残存簿価相当額の計2130万円に係る国庫補助金相当額計1065万円が

不当と認められる。

部局等 補助事業者 間接補助事業者 補助事業 年度 事業費 左に対する 不当と認 不当と認
（事業主体） 補助対象 国庫補助金 める補助 める国庫

事業費 交付額 対象事業 補助金相
費 当額

平成 円 円 円 円
東北経済 岩手県 久慈港運株式会 中小企業組 24 9387万 4470万 627万 313万
産業局 社 合等共同施 (8940万)

設等災害復
旧

同 福島県 株式会社コワタ 同 25～27 8870万 4435万 1466万 733万
(8870万)

同 同 有限会社ファッ 同 24～26 1億0664万 5316万 1019万 494万
ション・リナ (1億0664万)

同 同 有限会社エンド 同 24、25 3500万 1750万 2130万 1065万
ー (3500万)

計 4事業主体 3億2421万 1億5971万 5244万 2606万
(3億1974万)
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－国土交通省－
     

サービス付き高齢者向け住宅整備事業において、支払っていない額を補助対象事業費に含めるなど

して実績報告書を提出していて補助対象事業費の算定が不適切

５件 不当金額(支出) ２５２２万円

1 補助事業の概要

これらの補助事業は、5事業主体が、サービス付き高齢者向け住宅整備事業(サ高住事業)として、

新築又は既存の建物を改修することにより高齢者生活支援施設を備えるなどしたサービス付き高齢

者向け住宅を整備したものである。
(注)

国土交通省は、サ高住事業を行う民間事業者等の事業主体に対して、公募により選定した者(事務

事業者)を通じて補助金を交付している。そして、事務事業者には株式会社市浦ハウジング＆プラン

ニングが選定されており、同会社は同省から国庫補助金の交付を受けて、サ高住事業を行う事業主

体から提出された実績報告書等の審査等の事務を行っている。

同省の承認を得て事務事業者が定めたサ高住事業に係る交付申請要領等によれば、事業主体は、

事業完了後、事業費の総額及び補助対象事業費を記載した実績報告書を提出することとされ、工事

請負代金の支払を証する領収書等の写しを実績報告書に添付することとされている。

(注) サービス付き高齢者向け住宅 入居する60歳以上の者、要介護認定者等に対して状況
把握サービス、生活相談サービス等を提供する賃貸住宅又は有料老人ホーム

2 検査の結果

5事業主体が実施した計5件の補助事業(国庫補助金交付額計1億0781万円)において、事業主体は、

実績報告書で報告した事業費よりも低額で事業を実施していたのに、虚偽の内容の領収書等の写し

を添付して、支払っていない額を補助対象事業費に含めるなどして実績報告書を提出していたため、

補助対象事業費が計2億6477万円過大に算定されていて、これに係る国庫補助金相当額計2522万円が

不当と認められる。

部局等 補助事業 間接補助 補助事業等 年度 事業費 左に対する 不当と認める 不当と認
者等 事業者等 国庫補助対 国庫補助金 事業費 める国庫

(事業主体) 象事業費 等交付額 国庫補助対象 補助金等
<所在地> 事業費 相当額

平成 円 円 円 円
国土交 株式会社 株式会社ケ サービス付 24、25 1億5855万 3418万 678万 118万
通本省 市浦ハウ アラニ き高齢者向 (1億3161万) (563万)

ジング＆ <福岡市> け住宅整備
プランニ 事業
ング

同 同 株式会社高 同 24～26 2億1000万 1936万 3800万 350万
栄ホーム (1億9370万) (3505万)
<滋賀県大津
市>

同 同 秀和コンサ 同 25～27 1億4219万 2095万 3541万 123万
ルタント株 (1億2471万) (3106万)
式会社
<横浜市>

同 同 株式会社ラ 同 27、28 2億6600万 2542万 1億8300万 1749万
イフイノべ (2億5425万) (1億7491万)
ーション
<青森県北津
軽郡板柳町>

同 同 Ａ(個人事業 同 27、28 9003万 787万 2603万 181万
主) (7878万) (1811万)
<奈良県奈良
市>

計 5事業主体 8億6678万 1億0781万 2億8924万 2522万
(7億8307万) (2億6477万)
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消費税等相当額の算定が適切でなかったため、交付金の交付が過大

３件 不当金額(支出) １９０８万円

(大村市及び長崎県)

1 交付金事業の概要

長崎県大村市及び長崎県は、西日本高速道路株式会社(NEXCO西日本)との間で締結した協定に基づ

き、平成24年度から26年度までの間及び28年度に、NEXCO西日本が大村市道と長崎自動車道を接続す

る木場スマートインターチェンジを整備するに当たり、高速連絡橋の測量、調査及び設計に要する

経費の1/2(測量調査設計費)を負担するなどし(同市が負担するなどした額を｢市負担金等｣)、また、

高速連絡橋の工事に要する経費の1/2(工事費)を負担した(同県が負担した額を｢県負担金｣)。そして、

整備後の高速連絡橋は、NEXCO西日本に帰属することとなっている。

2 検査の結果

同市は、測量調査設計費等1912万円に、この額を課税対象として算定した消費税及び地方消費税

(消費税等)相当額95万円を加算し、市負担金等を計2008万円と算定していた。また、同県は、工事

費1億3302万円に、この額を課税対象として算定した消費税等相当額1064万円を加算し、県負担金を

計1億4366万円と算定していた。

しかし、高速連絡橋の測量、調査及び設計に係る役務は、NEXCO西日本により提供されたものであ

るが、高速連絡橋の工事の一環として行われたものであり、工事の目的物である高速連絡橋は、整

備後NEXCO西日本に帰属することとなっている。そのため、本件役務の提供は、消費税法上の役務の

提供には当たらず、測量調査設計費は、消費税法上の役務の提供の対価に該当しないため、同市は、

市負担金等の算定に当たっては、測量調査設計費を消費税等の課税対象外として処理すべきであっ

た。また、整備後の高速連絡橋はNEXCO西日本に帰属することとなっていることから、高速連絡橋の

工事に関して資産の譲渡は発生せず、工事費は、消費税法上の資産の譲渡の対価に該当しないため、

同県は、県負担金の算定に当たっては、工事費を消費税等の課税対象外として処理すべきであった。

したがって、適正な市負担金等及び県負担金は1956万円及び1億3302万円、計1億5258万円となり、

前記の市負担金等2008万円及び県負担金1億4366万円、計1億6374万円はこれに比べて51万円及び10

64万円、計1115万円過大となっており、これに係る交付金相当額28万円及び691万円、計720万円が

不当と認められる。

(長崎県)

1 交付金事業の概要

長崎県は、長崎電気軌道株式会社(会社)との間で締結した協定に基づき、平成25年度から28年度

までの間に、一般国道499号の電線共同溝整備事業の実施に伴い、道路の両側の歩道に設置されてい

た路面電車の架線柱を撤去することを目的として、会社が実施する路面電車の軌道敷地内の中央部

にセンターポール等を設置するなどの工事に要する経費(工事費)を負担するなどした(同県が負担す

るなどした額を｢負担金等｣)。そして、工事完了後のセンターポール等は会社に帰属することとなっ

ている。

2 検査の結果

同県は、工事費等3億8124万円に、この額を課税対象として算定した消費税等相当額3049万円を加

算し、負担金等を計4億1174万円と算定していた。

しかし、工事完了後のセンターポール等は会社に帰属することとなっていることから、センター

ポール等の工事に関して資産の譲渡は発生せず、工事費は、消費税法上の資産の譲渡の対価に該当

しないため、同県は、負担金等の算定に当たっては、工事費を消費税等の課税対象外として処理す

べきであった。

したがって、適正な負担金等は3億9224万円となり、前記の負担金等4億1174万円はこれに比べて



- 129 -

1949万円過大となっており、これに係る交付金相当額1188万円が不当と認められる。

部局等 補助事業者等 補助事業等 年度 事業費 左に対する 不当と認める 不当と認める
(事業主体) 国庫補助 国庫補助金 事業費 国庫補助金等

対象事業費 等交付額 国庫補助 相当額
対象事業費

平成 円 円 円 円
長崎県 大村市 社会資本整備総 24～26 2008万 1104万 51万 28万

合交付金(道路) (2008万) (51万)
同 長崎県 社会資本整備総 28 1億4366万 9338万 1064万 691万

合交付金(効果促 (1億4366万) (1064万)
進)

同 同 防災・安全交付 25～28 4億2828万 2億5088万 1949万 1188万
金(道路)、(効果 (4億1174万) (1949万)
促進)

計 2事業主体 5億9202万 3億5530万 3065万 1908万
(5億7548万) (3065万)
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支払っていない費用を支払ったこととしていたり、補助の対象とならない費用を補助対象事業費に

含めたりしていて補助対象事業費の算定が不適切

２件 不当金額(支出) ４９１万円

1 補助事業の概要

サステナブル建築物等先導事業(木造先導型)(サステナブル事業)は、住宅・建築物環境対策事業

費補助金交付要綱等に基づき、構造や防火面の先導的な設計・施工技術の導入により構造材又は内

外装材に木材を一定以上使用していること、木材利用に関する建築生産システムについて先導性を

有する計画であることなどの要件を満たす木造建築物等の整備を行う地方公共団体、民間事業者等

(事業主体)に対して、補助金を交付するものである。

国土交通省は、サステナブル事業を行う事業主体に対して、公募により選定した者(事務事業者)

を通じて補助金を交付している。そして、事務事業者には一般社団法人木を活かす建築推進協議会

が選定されており、同協議会は同省から国庫補助金の交付を受けて、サステナブル事業を行う事業

主体から提出された実績報告書等の審査等の事務を行っている。

同省の承認を得て事務事業者が定めた平成27年度サステナブル建築物等先導事業(木造先導型)補

助金交付規程に基づき作成された補助金交付手続マニュアル等によると、建築物の調査設計計画費

のうち、補助金の交付対象となるのは、先導的な木造化・木質化に関連する費用であり、具体的に

は、実施設計等の費用は補助の対象となるが、基本設計、確認申請、工事監理等の費用は補助の対

象とはならないこととなっている。

2 検査の結果

2事業主体が実施した計2件の補助事業(国庫補助金交付額計8215万円)において、支払っていない

費用を支払ったこととしたり、補助の対象とならない費用を補助対象事業費に含めたりして実績報

告書を提出していたため、補助対象事業費計984万円が過大に精算されていて、これらに係る国庫補

助金相当額計491万円が不当と認められる。

部局等 補助事業 間接補助 補助事業等 年度 事業費 左に対する 不当と認める 不当と認め
者等 事業者等 国庫補助対 国庫補助金 事業費 る国庫補助

(事業主体) 象事業費 等交付額 国庫補助対 金等相当額
<所在地> 象事業費

平成 円 円 円 円
国土交 一般社団 株式会社ア サステナブ 27 1928万 325万 651万 325万
通本省 法人木を イルインホ ル建築物等 (651万) (651万)

活かす建 テル＆リゾ 先導事業(木
築推進協 ート 造先導型)
議会 <横浜市>

同 同 太陽工業株 同 27～29 4億8222万 7890万 333万 165万
式会社 (4億6090万) (333万)
<東京都目黒
区>

計 2事業主体 5億0151万 8215万 984万 491万
(4億6742万) (984万)
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交付額の算定が適切でなかったため、交付金の交付が過大

１件 不当金額(支出) ２３７８万円

(前年度 １件 １１１７万円)

1 交付金事業の概要

神戸市は、平成28、29両年度に、国際戦略港湾の神戸港の西神戸地区において、臨港交通施設で

ある苅藻橋等の耐震化及び延命化のために、橋りょう耐震補強工、橋りょう延命対策工、橋面舗装
かる も

改良工等を事業費計1億7452万円(交付対象事業費計1億7217万円)で実施した。

社会資本整備総合交付金の交付要綱によれば、国際戦略港湾における臨港交通施設に係る港湾改

修事業の国の負担割合は、原則として、交付対象事業費の5/10以内とすることとされている。ただ

し、コンクリート劣化対策等、既存施設の延命化のための改良を行うものについては、交付対象事

業費の1/3以内とすることとされている。

同市は、本件の交付対象事業費の全てについて国の負担割合を5/10として交付金の額を計8608万

円と算定し、完了実績報告書を提出するなどして、同額の交付金の交付を受けていた。

2 検査の結果

本件事業には、既存施設の延命化のための改良を目的とした表面保護工等の橋りょう延命対策工、

橋面舗装改良工等が含まれており、これらに係る交付対象事業費について国の負担割合を5/10とし

たのは誤りであって、正しくは1/3以内であった。

したがって、交付要綱に基づき、橋りょう延命対策工、橋面舗装改良工等に係る交付対象事業費

計1億4271万円に係る国の負担割合を1/3として適正な交付金の額を算定すると計6229万円となり、

前記の交付を受けていた交付金計8608万円との差額2378万円が過大に交付されていて、不当と認め

られる。

部局等 補助事業者等 補助事業等 年度 事業費 左に対する 不当と認める 不当と認める
(事業主体) 国庫補助 国庫補助金等 事業費 国庫補助金等

対象事業費 交付額 国庫補助 相当額
対象事業費

平成 円 円 円 円
近畿地方 神戸市 防災・安全交 28、29 1億7452万 8608万 1億4271万 2378万
整備局 付金(港湾改 (1億7217万) (1億4271万)

修)
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設計変更における対象土量を誤ったため、工事費が過大

１件 不当金額(支出) ３０７万円

1 交付金事業の概要

大分県豊後大野市は、平成26、27両年度に、豊後大野市大野町大原地区において、市道牛首線を

付け替えて幅員7.0ｍの道路に改良するために、道路予定地の地山の土砂及び軟岩の掘削工等を実施

した。

同市は、軟岩の掘削工費の算定に当たり、当初設計では、掘削箇所の切取り面が水平又は緩傾斜

となっていることから、現場条件が良い場合に適用する工法(オープンカット)によることとして積

算していた。そして、請負人は、27年2月からオープンカットにより軟岩の掘削を行っていたが、地

山の谷側に深い亀裂が広範囲に生じていることが確認され、以後の施工が困難であるなどとして、

同年4月に同市に対して工法変更に係る協議の請求等を行った。

そこで、同市は、現場調査を行った結果、オープンカットでは谷側の施工が困難であると判断し、

現場条件が悪い場合に適用する工法(片切掘削)が妥当であるとして、請負人に対して、谷側から幅

5ｍ分については片切掘削によることとする指示及び図面の変更(指示等)を行った。そして、同市は、

軟岩全土量24,630㎥のうち谷側から幅5ｍ分の土量12,210㎥の掘削工法をオープンカットから片切掘

削へ変更するなどする設計変更を行い、工事費を当初の契約額1億1502万円から1億3777万円(補助対

象事業費同額)へ増額する契約変更を行った。

2 検査の結果

設計変更を行った土量12,210㎥には、同市が指示等を行った時点で既に掘削が完了していた谷側

から幅5ｍ分の軟岩3,400㎥が含まれていた。

したがって、12,210㎥のうち3,400㎥を除いた8,810㎥を設計変更の対象土量とするなどして工事

費を修正計算すると1億3305万円となることから、前記の補助対象事業費1億3777万円はこれに比べ

て472万円が過大となっており、これに係る交付金相当額307万円が不当と認められる。

部局等 補助事業者等 補助事業等 年度 事業費 左に対する 不当と認める 不当と認める
(事業主体) 国庫補助 国庫補助金 事業費 国庫補助金等

対象事業費 等交付額 国庫補助 相当額
対象事業費

平成 円 円 円 円
大分県 豊後大野市 社会資本整備総 26、27 1億3777万 8955万 472万 307万

合交付金(道路) (1億3777万) (472万)
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架空送電線路の移設に係る補償費の算定が不適切

１件 不当金額(支出) １７８万円

1 交付金事業の概要

北海道は、平成28年度に、二級河川望来川の河川改修に伴い支障となる鉄塔10基、電線等からな

る架空送電線路(延長802ｍ)の移設に要する費用を電気事業者に対して補償するなどしており、本件

補償等の業務を北海道土地開発公社に委託し、公社に対して委託費9982万円(交付対象事業費同額、

交付金5490万円)を支払っている。

そして、本件委託費のうち架空送電線路の移設に係る補償費(移設補償費)について、公社が行っ

た算定内容の審査を行うなどして、9368万円としていた。

｢公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱｣、｢公共補償基準要綱の運用申し合せ｣(これらを｢公共

補償基準｣)等によれば、公共事業の施行に伴い、既存公共施設等の管理者が、機能の廃止等が必要

となる既存公共施設等の代替の公共施設等を建設する場合においては、当該公共施設等を建設する

ために必要な費用から、既存公共施設等の機能廃止の時までの財産価値の減耗分(減価相当額)等を

控除して補償費を算定することとされている。そして、架空送電線路の場合は、減価相当額の算定

対象は鉄塔とされており、原則として鉄塔本体に係る減価償却の累積額をもって減価相当額とする

こととされている。一方で、鉄道の線路、電線路等の既存公共施設等の一部を移設する場合におい

て、移設する区間がごく僅かであり、移設後の代替の公共施設等が、既存公共施設等の1管理区間全

体の耐用年数の延長に寄与しないことが明らかである場合には、減価相当額の全部又は一部を控除

しないで補償費を算定することができることとされている。ただし、耐用年数の延長に寄与するか

否かについては、取替えなどの規模等により個別に判断することとされており、移設部分が取替え

などの一つの発注単位となる場合には、移設部分の耐用年数の延長に寄与することになることから、

移設部分の減価相当額を控除して補償費を算定することとされている。

2 検査の結果

北海道は、移設補償費の算定において、本件架空送電線路の移設区間は延長802ｍであり、架空送

電線路の1管理区間として設定した変電所間の架空送電線路の延長の26kmに比べてごく僅かであるこ

とから、その全体の耐用年数の延長に寄与しないとして、減価相当額を控除していなかった。

しかし、本件補償における架空送電線路については、鉄塔を移設して鉄塔間に電線を架設等する

ものであり、既存の鉄塔は、設置年月が区々であることなどから、取替えなどの際の一つの単位と

して移設されることになる。このため、代替の鉄塔を新設することにより、本件架空送電線路の耐

用年数の延長に寄与することになり、本件移設補償費の算定に当たっては、公共補償基準等に従い、

鉄塔に係る減価相当額を控除すべきであった。

したがって、既存の鉄塔10基に係る減価相当額308万円を控除の対象として適正な移設補償費を算

定すると9059万円となり、これに基づくなどして適正な委託費を算定すると9658万円となることか

ら、本件委託費9982万円はこれに比べて324万円過大となっており、これに係る交付金相当額178万

円が過大に交付されていて、不当と認められる。

部局等 補助事業者等 補助事業等 年度 事業費 左に対する 不当と認める 不当と認める
(事業主体) 国庫補助 国庫補助金等 事業費 国庫補助金等

対象事業費 交付額 国庫補助 相当額
対象事業費

平成 円 円 円 円
北海道 北海道 防災・安全交 28 9982万 5490万 324万 178万

付金(河川) (9982万) (324万)
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浚渫工事に係る交付対象事業費の算定が適切でなかったため、交付金の交付が過大
しゆんせつ

１件 不当金額(支出) １０３万円

1 交付金事業の概要

横浜市は、平成28年度に、国際戦略港湾の横浜港の大黒ふ頭において、船舶の利用に支障が生じ

ないよう計画水深7.5ｍを確保するために、岸壁前面に堆積した土砂をグラブ浚渫船により浚渫し
しゆんせつ

て、土運船による運搬及び埋立地への処分を行うなどの工事を事業費3493万円(交付対象事業費342

9万円、交付金1143万円)で実施した。

国土交通省港湾局制定の港湾関係補助金等交付規則実施要領等によれば、水域施設における浚渫

工事において交付金の交付対象となる設計土量は、次のように算出した純土量と余掘土量を合計し

た土量とされている。

① 純土量

計画水深を確保するために浚渫が必要となる分として、航路、泊地等の海底の現地盤高から計

画水深までの土砂の厚さに浚渫面積を乗ずるなどして算出した土量

② 余掘土量

計画水深までの浚渫を行う上で施工上必要となる余掘分として、浚渫船の船種、施工水深等に

応じて定められた底面余掘厚に浚渫面積を乗ずるなどして算出した土量

2 検査の結果

同市は、本件工事の設計に当たり、設計土量を4,912㎥(純土量3,022㎥、余掘土量1,890㎥)と算出

しており、請負人は、本件工事の施工に当たり、計画水深を確実に確保するためとして、設計土量

を803㎥上回る5,715㎥を浚渫していた。そして、同市は、本件工事に係る交付対象事業費の算定に

当たり、浚渫に係る土量については設計土量(4,912㎥)を交付金の交付対象とし、運搬及び処分に係

る土量については実際に浚渫した土量(5,715㎥)を交付金の交付対象としていた。

しかし、浚渫工事において交付金の交付対象となるのは、実際に浚渫した土量ではなく設計土量

であり、運搬及び処分に係る土量について、設計土量を上回る803㎥を交付金の交付対象として交付

対象事業費を算定していることは適切とは認められない。

したがって、本件工事について、交付金の交付対象となる運搬及び処分に係る土量を設計土量(4,

912㎥)とするなどして適正な交付対象事業費を算定すると3120万円となり、本件交付対象事業費は

。これに比べて309万円過大になっていて、これに係る交付金相当額103万円が不当と認められる

部局等 補助事業者等 補助事業等 年度 事業費 左に対する 不当と認める 不当と認める
(事業主体) 国庫補助 国庫補助金等 事業費 国庫補助金等

対象事業費 交付額 国庫補助 相当額
対象事業費

平成 円 円 円 円
関東地方 横浜市 防災・安全交 28 3493万 1143万 309万 103万
整備局 付金(港湾改 (3429万) (309万)

修)
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橋りょうの変位制限構造の設計が不適切

１件 不当金額(支出) ３２３２万円

1 交付金事業の概要

和歌山県は、平成26年度に、東牟婁郡串本町上田原地内において、橋りょう(橋長37.0ｍ、幅員8.

2ｍ)を新設するために、上部構造として橋桁等の製作を行うなどし、過年度に下部構造として築造

した橋台に架設するなどの工事を事業費7627万円(交付対象事業費5351万円、交付金3478万円)で実

施した。

同県は、本件橋りょうの設計を｢道路橋示方書・同解説｣(示方書)等に基づき行うこととしている。

そして、示方書によれば、橋りょうが所定の判定式により斜角の小さい斜橋であると判定される場

合には、地震発生時に支承部が破壊された際、上部構造が回転することにより下部構造の頂部から

逸脱して橋軸直角方向に落橋する可能性があることから、これを防止するために、変位制限構造を

設置することとされている。

2 検査の結果

同県は、本件橋りょうを上記の判定式により斜角の小さい斜橋であると判定していたが、支承部

が変位制限構造と同等の耐震性能を有するよう設計されていることから、変位制限構造の設置は不

要であると判断して、これを設置しないこととし、これにより施工していた。

しかし、本件橋りょうは斜角の小さい斜橋であることから、支承部の有する耐震性能にかかわら

ず、変位制限構造を設置する必要があった。

したがって、本件橋りょうの上部構造等(工事費相当額7087万円、交付金対象事業費4972万円)は、

設計が適切でなかったため、地震発生時において所要の安全度が確保されていない状態になってお

り、これに係る交付金相当額3232万円が不当と認められる。

部局等 補助事業者等 補助事業等 年度 事業費 左に対する 不当と認める 不当と認める
(事業主体) 国庫補助 国庫補助金等 事業費 国庫補助金等

対象事業費 交付額 国庫補助 相当額
対象事業費

平成 円 円 円 円
和歌山県 和歌山県 社会資本整備 26 7627万 3478万 7087万 3232万

総合交付金 (5351万) (4972万)
(道路)
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根固工の設計が不適切

１件 不当金額(支出) ２１３１万円

1 補助事業の概要

山形県は、平成28、29両年度に、米沢市大字赤崩地内の一級河川最上川において、豪雨により被

災した護岸等を復旧するために、護岸の築造、根固工の敷設等を事業費4371万円(補助対象事業費同

額、国庫補助金額2916万円)で実施した。このうち、根固工(延長46.8ｍ、敷設幅5.79ｍ)は、護岸の

基礎を保護するために、コンクリート製ブロック(根固ブロック)を基礎前面の河床に敷設したもの

である。

同県は、根固工等の設計を｢建設省河川砂防技術基準(案)同解説｣(技術基準)等に基づいて行って

おり、根固ブロックの天端を計画上の河床の高さに合わせ、根固ブロックの河川横断方向の敷設開

始位置を護岸の基礎の川側端部として敷設することとして設計し、これにより施工していた。

2 検査の結果

技術基準等によれば、根固工は、河床の変動等を考慮して、護岸の基礎が安全となる構造とする

ものとし、河床を直接覆うことにより急激な洗掘を緩和する目的で設置することとされており、根

固工と護岸との間に間隙が生ずる場合には、間詰工を施工することとされている。本件根固工の場

合、前記の設計では、根固ブロックの天端の高さにおいて根固ブロックの敷設開始位置と護岸の前

面との間に0.88ｍの間隙が生ずることとなるのに、技術基準等により必要とされる間詰工を施工し

ないことにしていた。

このため、本件根固工は、間詰工が施工されておらず、間隙に流水による渦が発生するなどして、

河床の洗掘が進行すると護岸に損傷が生ずるおそれがある状況となっていた。

したがって、本件根固工は、設計が適切でなかったため、護岸の基礎を洗掘から保護できない構

造となっていて、本件護岸、根固工等(これらの工事費相当額3196万円)は、工事の目的を達してお

らず、これに係る国庫補助金相当額2131万円が不当と認められる。

部局等 補助事業者等 補助事業等 年度 事業費 左に対する 不当と認める 不当と認める
(事業主体) 国庫補助 国庫補助金等 事業費 国庫補助金等

対象事業費 交付額 国庫補助 相当額
対象事業費

平成 円 円 円 円
山形県 山形県 河川等災害復 28、29 4371万 2916万 3196万 2131万

旧 (4371万) (3196万)
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公営住宅の床の設計が不適切

１件 不当金額(支出) １３６１万円

1 交付金事業の概要

青森県弘前市は、平成26、27両年度に、弘前市大字南大町地内において、公営住宅として青葉団

地市営住宅Ａ棟(鉄筋コンクリート造10階建て78戸)の建築、外構工事等を事業費9億5721万円(交付

対象事業費同額、交付金4億7860万円)で実施した。

公営住宅は、公営住宅法によれば、公営住宅等整備基準を参酌して事業主体が条例で定める整備

基準に基づき整備しなければならないこととされている。そして、同市は、これに基づき、弘前市

営住宅等整備基準条例において、公営住宅等整備基準と同様の整備基準を定めている。

公営住宅等整備基準によれば、公営住宅の居室の遮音性能を床の相当スラブ厚により確保する場
(注)

合は、建物の構造に応じて相当スラブ厚を11cm以上又は15cm以上とすることとされており、鉄筋コ

ンクリート造の公営住宅については、相当スラブ厚を15cm以上とすることとされている。

(注) 相当スラブ厚 床に衝撃を与えた時に階下室内に発生する衝撃音に対し、床仕上げ構
造による遮音効果を見込んだ補正を行った床の遮音性能を、コンクリート版の厚さ
に換算して表したもの

2 検査の結果

同市は、本件公営住宅の床の設計に当たり、上記のとおり鉄筋コンクリート造の公営住宅は相当

スラブ厚を15cm以上とすることとされているのに、11cm以上を確保すればよいと誤認して床仕上げ

構造を設計し、これにより施工していたため、実際の施工状況を基に算出した相当スラブ厚は11.2

4cmとなっていて、必要とされる相当スラブ厚を下回っていた。

したがって、本件公営住宅の床仕上げ構造(工事費相当額2722万円)は、設計が適切でなかったた

め、公営住宅等整備基準において必要とされる居室の遮音性能が確保されていない状態になってお

り、これに係る交付金相当額1361万円が不当と認められる。

部局等 補助事業者等 補助事業等 年度 事業費 左に対する 不当と認める 不当と認める
(事業主体) 国庫補助 国庫補助金等 事業費 国庫補助金等

対象事業費 交付額 国庫補助 相当額
対象事業費

平成 円 円 円 円
青森県 弘前市 社会資本整備 26、27 9億5721万 4億7860万 2722万 1361万

総合交付金 (9億5721万) (2722万)
(公営住宅等
整備)



- 138 -

橋りょうの横変位拘束構造の設計が不適切

１件 不当金額(支出) １２５１万円

1 補助事業の概要

山口県萩市は、平成26、27両年度に、萩市大字弥富上地内において、豪雨により被災した橋りょ

うを新橋(橋長15.0ｍ、幅員4.2ｍ)に架け替えるために、下部構造として橋台2基(右岸側の橋台を

｢A1橋台｣、左岸側の橋台を｢A2橋台｣)の築造、上部構造として橋桁の製作、架設等を行う工事を事業

費計4707万円(補助対象事業費計4647万円、国庫補助金額計3964万円)で実施した。

同市は、本件橋りょうの設計を｢道路橋示方書・同解説｣(示方書)等に基づき行うこととしている。

そして、示方書によれば、橋りょうが所定の判定式により斜角の小さい斜橋であると判定される場

合には、地震発生時に支承部が破壊された際、上部構造が回転することにより下部構造の頂部から

逸脱して橋軸直角方向に落橋する可能性があることから、これを防止するために、横変位拘束構造

を設置することとされている。

2 検査の結果

同市は、本件橋りょうを上記の判定式により斜角の小さい斜橋であると判定し、横変位拘束構造

として、鉄筋コンクリート製の突起(橋軸方向の長さ1,587mm、支承の中心線方向の長さ488mm又は5

78mm、高さ1,174mm)を、A1橋台の上流側の側面に1個、A2橋台の下流側の側面に1個、計2個設置して

いた。そして、同市は、横変位拘束構造の設計に当たり、部材の水平方向の断面について耐力の照

査を行い、地震発生時に横変位拘束構造に作用する曲げモーメントが最大抵抗曲げモーメントを下
(注) (注)

回ることなどから、応力計算上安全であるとし、これにより施工していた。

しかし、本件横変位拘束構造の設計においては、部材の水平方向の断面だけでなく鉛直方向の断

面についても耐力の照査を行う必要があったのに、同市はこれを行っていなかった。

そこで、改めて部材の鉛直方向の断面について耐力の照査を行ったところ、横変位拘束構造に作

用する曲げモーメントは、A1橋台では126.06kN･ｍ、A2橋台では186.43kN･ｍとなり、最大抵抗曲げ

モーメント78.25kN･ｍを大幅に上回っていて、応力計算上安全とされる範囲に収まっていなかった。

したがって、本件横変位拘束構造は設計が適切でなかったため、同構造、上部構造等(これらの工

事費相当額計1526万円)は、地震発生時において所要の安全度が確保されていない状態になっており、

これに係る国庫補助金相当額計1251万円が不当と認められる。

(注) 曲げモーメント・最大抵抗曲げモーメント ｢曲げモーメント｣とは、外力が部材に作
用し、これを曲げようとする力の大きさをいい、部材が抵抗できる曲げモーメント
の最大値を｢最大抵抗曲げモーメント｣という。

部局等 補助事業者等 補助事業等 年度 事業費 左に対する 不当と認める 不当と認める
(事業主体) 国庫補助 国庫補助金等 事業費 国庫補助金等

対象事業費 交付額 国庫補助 相当額
対象事業費

平成 円 円 円 円
山口県 萩市 河川等災害復 26、27 4707万 3964万 1526万 1251万

旧 (4647万) (1466万)
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擁壁の設計が不適切

１件 不当金額(支出) １０００万円

1 補助事業の概要

兵庫県丹波市は、平成28年度に、丹波市山南町阿草地内において、豪雨により被災した一級河川

篠山川に近接している市道青田阿草線の石積擁壁を復旧するために、もたれ式コンクリート擁壁(高

さ6.8ｍ～8.9ｍ、延長6.8ｍ。｢擁壁｣)の築造などを事業費1438万円(補助対象事業費同額、国庫補助

金額1000万円)で実施した。

同市は、本件擁壁の設計を｢道路土工 擁壁工指針｣(指針)に基づいて行っている。そして、同市

は、擁壁背後の地形が水平であり、河川の水位の影響がないことを前提条件として、擁壁に作用す

る土圧を算定して、これに基づき、滑動及び転倒に対する安定計算を行った結果、安全であるとし

て、これにより施工していた。

2 検査の結果

現地の状況を確認したところ、実際の擁壁背後の地形は、擁壁天端から道路幅員(2.3ｍ)の部分に

ついてはほぼ水平であるものの、それより先については上方に勾配のある傾斜地となっていた。こ

のような場合、擁壁に作用する土圧が擁壁背後の地形が水平である場合より増加することになる。

また、指針によれば、河川の水際に設置される擁壁のように壁の前後で水位差が生じる場合には、

水位差による擁壁に対する水圧(残留水圧)と浮力を考慮する必要があるとされている。しかし、前

記のとおり、同市は、本件擁壁の安定計算において、擁壁の前面が河川であることから残留水圧及

び浮力を考慮する必要があったのに、これらを考慮していなかった。

そこで、指針に基づき、実際の擁壁背後の地形、残留水圧及び浮力を考慮して、改めて安定計算

を行ったところ、次のとおり、安定計算上安全とされる範囲に収まっていなかった。

① 滑動に対する安定については、安全率が0.85となり、許容値である1.5を大幅に下回っていた。

② 転倒に対する安定については、擁壁に作用する擁壁背面の土圧等による水平荷重及び擁壁のコ

ンクリートの自重等による鉛直荷重の合力の作用位置が転倒に対して安全であるとされる範囲(擁

壁底版(長さ2.23ｍ)中央の位置より擁壁背後側)を河川側に0.441ｍ逸脱していた。

したがって、本件擁壁(工事費1438万円)は、設計が適切でなかったため、所要の安全度が確保さ

れていない状態になっており、これに係る国庫補助金1000万円が不当と認められる。

部局等 補助事業者等 補助事業等 年度 事業費 左に対する 不当と認める 不当と認める
(事業主体) 国庫補助 国庫補助金等 事業費 国庫補助金等

対象事業費 交付額 国庫補助 相当額
対象事業費

平成 円 円 円 円
兵庫県 丹波市 河川等災害復 28 1438万 1000万 1438万 1000万

旧 (1438万) (1438万)
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係船浮標の再利用の検討が十分でなかったため工事費が過大

１件 不当金額(支出) ８８３万円

1 交付金事業の概要

沖縄県は、平成27、28両年度に、避難港である船浮港において、利用効率の低下した港湾施設を

有効活用するために、暴風雨等から避難する船舶が停泊する際に使用する係船浮標について、載貨
(注1)

重量トン数が500トン以下の船舶に対応する係船浮標(500トン浮標)3基、1,000トン以下の船舶に対
(注2)

応する係船浮標(1,000トン浮標)1基、3,000トン以下の船舶に対応する係船浮標(3,000トン浮標)2基、

計6基の既設の係船浮標を撤去し、新たに500トン浮標3基、1,000トン浮標1基、計4基を設置する工

事を事業費計1億2194万円(交付対象事業費計1億2144万円)で実施した。

同県は、｢港湾の施設の技術上の基準・同解説｣が19年7月に改訂されて、係船浮標に働く船舶の設

計上のけん引力が大きくなったことから、それに対応した500トン浮標及び1,000トン浮標を新設す
．．

る場合の設計と既設の係船浮標の再利用等の検討を設計コンサルタントに委託して、24年6月に設計

報告書の提出を受けていた。そして、当該設計報告書によれば、既設の3,000トン浮標2基は、一部

の部材を取り替えるなどの補修を行えば、新設の500トン浮標と同等以上の性能を有することになる

から、500トン浮標として再利用が可能であるとされていたが、同県は、再利用するためには浮体の

運搬、補修等を行わなければならないことから、27年度に既設の3,000トン浮標2基を撤去し、28年

度に500トン浮標2基を新設していた。

(注1) 係船浮標 浮体、浮体鎖、係留アンカー等から構成され、船舶の錨鎖や係留ロープ
を浮体上部の係留環に接続して船舶を係留するもの

(注2) 載貨重量トン数 船舶が積載できる貨物の最大重量を示すトン数

2 検査の結果

500トン浮標2基を新設する場合と既設の3,000トン浮標2基を500トン浮標として再利用する場合の

費用を比較したところ、再利用に当たっては、既設浮体の保管、改良部材の製作・取付けなどが新

たに必要となるものの、新設する係船浮標の製作が不要となることから、既設の3,000トン浮標2基

を500トン浮標として再利用する方が経済的となっていた。

したがって、既設の3,000トン浮標2基を500トン浮標として再利用することとして本件工事費を算

定すると計9494万円となり、本件工事の交付対象事業費計1億2144万円(交付金計4048万円)はこれに

比べて2649万円が過大となっていて、これに係る交付金相当額883万円が不当と認められる。

部局等 補助事業者等 補助事業等 年度 事業費 左に対する 不当と認める 不当と認める
(事業主体) 国庫補助 国庫補助金等 事業費 国庫補助金等

対象事業費 交付額 国庫補助 相当額
対象事業費

平成 円 円 円 円
沖縄総合 沖縄県 沖縄振興公共 27、28 1億2194万 4048万 2649万 883万
事務局 投資交付金 (1億2144万) (2649万)
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護岸工の設計が不適切

１件 不当金額(支出) １９８万円

1 補助事業の概要

島根県は、平成25、26両年度に、江津市嘉久志町地内の二級河川新川において、豪雨により被災

した護岸等を復旧するために、護岸工としてブロック積護岸(延長82.0ｍ、28.5ｍ及び14.0ｍの3か

所)等を事業費2662万円(補助対象事業費同額、国庫補助金額1775万円)で築造した。

同県は、護岸工の設計を｢建設省河川砂防技術基準(案)同解説｣、｢美しい山河を守る災害復旧基本

方針｣(これらを｢技術基準｣)等に基づいて行うこととしている。技術基準等によれば、現況最深河床

高から護岸の基礎工の天端までの深さ(根入れ深さ)については、流水による河床の洗掘に対応する

ために、0.5ｍから1.5ｍ程度確保することとされ、その深さは河川規模、洗掘状況、流速等を考慮

して設定することなどとされており、また、根入れ深さは、小河川以外の河川、急流河川等では1.

0ｍから1.5ｍの事例が多いとされていることから、同県は、小河川以外の河川については根入れ深

さを1.0ｍ確保することとしている。

2 検査の結果

同県は、本件護岸工の設計に当たり、当該河川が小河川以外の河川に当たることから、技術基準

等により河川の規模等を考慮し根入れ深さを1.0ｍと決定して、3か所の施工箇所のうちブロック積

護岸延長14.0ｍにおいては、1.0ｍの根入れ深さを確保するために、計画河床高から基礎工の天端ま

での深さを1.81ｍとするなどの設計をしていた。

しかし、当該ブロック積護岸の基礎を設置するための河床の床掘作業の過程で、請負人から、当

初の設計どおり河床を掘り下げると護岸背後の民有地に影響を与えるおそれがあるとの申出を受け

たため、同県は、計画河床高から基礎工の天端までの深さが1.0ｍ確保されていれば護岸の構造上問

題ないと誤って認識して、その深さ1.81ｍを1.0ｍとするなどの設計変更を行い、これにより施工し

ていた。

このため、当該ブロック積護岸の根入れ深さは0.19ｍとなり、技術基準等により必要とされる根

入れ深さ1.0ｍが確保されておらず、河床の洗掘が進行すると護岸等に損傷が生ずるおそれがある状

況となっていた。

したがって、本件護岸工のうちブロック積護岸延長14.0ｍ(工事費相当額297万円)は、設計が適切

でなかったため、河床の洗掘に対応できない構造となっていて、工事の目的を達しておらず、これ

に係る国庫補助金相当額198万円が不当と認められる。

部局等 補助事業者等 補助事業等 年度 事業費 左に対する 不当と認める 不当と認める
(事業主体) 国庫補助 国庫補助金等 事業費 国庫補助金等

対象事業費 交付額 国庫補助 相当額
対象事業費

平成 円 円 円 円
島根県 島根県 河川等災害復 25、26 2662万 1775万 297万 198万

旧 (2662万) (297万)
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災害公営住宅の家賃の低廉化に係る事業費の算定が適切でなかったため、造成した基金が過大

３件 不当金額(支出) ７５６３万円

1 交付金事業の概要

岩手県大船渡市等3市町は、東日本大震災復興交付金(災害公営住宅家賃低廉化)事業として、東日

本大震災で住居を失うなどした者に住宅を供給するための災害公営住宅計18団地に居住する者に対

する家賃の低廉化を事業費計4億6605万円で実施した。そして、3市町は、当該事業費に交付率7/8を

乗ずるなどした交付金相当額計4億0779万円を、東日本大震災復興交付金の交付を受けて3市町がそ

れぞれ造成した東日本大震災復興交付金基金(基金)から取り崩していた。

基金の取崩しの対象となる家賃低廉化事業の事業費は、公営住宅等家賃対策補助金交付要領等に

基づき、公営住宅の団地等の別に次のとおり算定することとされている。

事業 ＝ 近傍同種の住宅の家賃 － 入居者負担 × 補助対 × 補助対
費 の額(近傍同種家賃) 基準額 象月数 象戸数

このうち、近傍同種の住宅の家賃の額(近傍同種家賃)は、土地部分の複成価格、公課等に基づき

算定することとされている。また、公課には、固定資産税等があり、固定資産税として計上すべき

額は、各地方公共団体において実際に条例で規定されている税率等により算出した税額に相当する

額とされていて、公営住宅の近傍同種の住宅が税制上の特例の対象となる場合には、特例を適用し

た後の税額に相当する額とすることとされている。

さらに、土地部分の複成価格は、次のとおり算出することとなっている。

複成価格(土地部分) ＝ 1㎡当たりの固定資産税評価額相当額 × 戸当たり敷地面積

戸当たり敷地面積 ＝ 戸当たり床面積 ÷ 容積率

容積率 ＝ 公営住宅の総床面積 ÷ 総敷地面積

2 検査の結果

事業費の算定に当たり、大船渡市は、公課を算出する際に、固定資産税について、税制上の特例

を適用して3年間又は5年間1/2に軽減した額を用いるべきであったのに、これを行っていないなどし

ていた。また、南三陸町は、近傍同種家賃から入居者負担基準額を控除していないなどしていた。

そして、鹿嶋市は、土地部分の複成価格を算出する際に、公営住宅の共用部分の床面積を含む総床

面積を用いるべきであったのに、建築基準法上の延べ面積を用いるなどしていて、容積率を過小に
(注)

算出するなどしていた。これらのことから、3市町においていずれも事業費が過大に算定されていた。

したがって、適正な事業費を算定すると、計3億7962万円となることから、前記の事業費4億6605

万円との差額8643万円が過大となっていて、これに係る基金から取り崩された交付金相当額7563万

円が不当と認められる(大船渡市及び南三陸町については、前掲45ページ参照)。

(注) 延べ面積 建築基準法上の延べ面積は、各階の床面積の合計によることとしており、
その床面積には、原則として吹きさらしの廊下等の共用部分の面積は含めないこと
となっている。
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部局等 補助事業 補助事業等 年度 事業費 左に対する 不当と認める 不当と認
者等 国庫補助対 国庫補助金 事業費 める国庫

(事業主体) 象事業費 等交付額 国庫補助対 補助金等
象事業費 相当額

平成 円 円 円 円
岩手県 大船渡市 東日本大震災復興交 25～27 2億4486万 2億1425万 1129万 988万

付金(災害公営住宅 (2億4486万) (1129万)
家賃低廉化)

宮城県 本吉郡南三 同 26、27 1億9320万 1億6905万 7238万 6334万
陸町 1億9320万) 7238万)( (

茨城県 鹿嶋市 同 26～28 2798万 2448万 274万 240万
(2798万) (274万)

計 3事業主体 4億6605万 4億0779万 8643万 7563万
(4億6605万) (8643万)
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サービス付き高齢者向け住宅整備事業において、交付決定前に事業に着手していて補助対象外

１件 不当金額(支出) １８６３万円

1 補助事業の概要

この補助事業は、Ａが、サービス付き高齢者向け住宅整備事業(サ高住事業)として、岩手県盛岡

市において、新築により高齢者生活支援施設を備えたサービス付き高齢者向け住宅を整備したもの
(注)

である。

国土交通省は、サ高住事業を行う民間事業者等の事業主体に対して、公募により選定した者(事務

事業者)を通じて補助金を交付している。そして、事務事業者には株式会社市浦ハウジング＆プラン

ニングが選定されており、同会社は同省から国庫補助金の交付を受けて、サ高住事業を行う事業主

体から提出された実績報告書等の審査等の事務を行っている。

同省の承認を得て事務事業者が定めたサ高住事業に係る交付申請要領等によれば、事業の着手は、

交付決定日以後可能となり、交付決定日より前に事業の着手を行った場合は補助の対象にならない

こととされていて、事業の着手時期については、補助対象となる工事請負契約の契約行為をもって

判断することとされている。また、事業主体は、事業完了後、契約締結日を証する工事請負契約書

を実績報告書に添付することとされている。

(注) サービス付き高齢者向け住宅 入居する60歳以上の者、要介護認定者等に対して状況
把握サービス、生活相談サービス等を提供する賃貸住宅又は有料老人ホーム

2 検査の結果

同人は、平成24、25両年度に、交付決定後にサ高住事業に着手するとして、24年9月に事務事業者

に国庫補助金の交付申請を行い、同年11月に交付決定を受けた。その後、同人は、本件事業を総事

業費1億8900万円(補助対象事業費1億8638万円)で実施したとする実績報告書を、契約締結年月日が

交付決定日以降であるとする工事請負契約書の写しを添付して、事務事業者に提出し、国庫補助金

1863万円の交付を受けていた。

しかし、事務事業者に提出された工事請負契約書の写しの契約締結年月日は虚偽のものであり、

実際には、同人は、国庫補助金の交付決定日より前の同年9月に契約を締結していた。

したがって、本件事業は、補助の対象とは認められず、これに係る国庫補助金1863万円が不当と

認められる。

部局等 補助事業 間接補助 補助事業等 年度 事業費 左に対する 不当と認める 不当と認
者等 事業者等 国庫補助対 国庫補助金 事業費 める国庫

(事業主体) 象事業費 等交付額 国庫補助対象 補助金等
<所在地> 事業費 相当額

平成 円 円 円 円
国土交 株式会社 Ａ(個人事業 サービス付 24、25 1億8900万 1863万 1億8900万 1863万
通本省 市浦ハウ 主) き高齢者向 (1億8638万) (1億8638万)

ジング＆ <岩手県盛岡 け住宅整備
プランニ 市> 事業
ング



- 145 -

防災・安全交付金事業の交付対象事業費の一部が交付対象外

１件 不当金額(支出) ２０９万円

1 交付金事業の概要

高知県は、平成28年度に、高岡郡越知町谷ノ内地区の地すべり対策工を行うために、地すべり観

測業務及び既往資料の電子化業務を事業費2099万円(交付対象事業費同額、交付金1049万円)で実施

した。

このうち、地すべり観測業務は、地すべりの原因等を把握して地すべり対策工の計画を策定する

ために斜面の動態観測等を行うものであり、既往資料の電子化業務は、同県が紙媒体で保管してい

る過年度に実施した地すべり調査等に関する報告書(報告書)等を対象として資料整理のためにPDF

形式に電子化するものである。
(注)

そして、同県は、両業務を実施するに当たり、社会資本整備総合交付金交付申請等要領において、

事業費の費目｢測量設計費｣の内容が｢工事を施行するために必要な測量、試験、観測、設計、点検及

び調査等に要する費用とする｣と規定されていることから、両業務に要する費用はこの｢測量設計

費｣に該当するとして交付申請を行い、これにより交付決定を受けていた。

(注) PDF形式 電子文書のためのファイル形式で、電子文書作成時と異なる環境において
も元の文書のイメージのままに表示、印刷等できるもの

2 検査の結果

既往資料の電子化業務は、資料整理を目的として紙媒体の報告書等をPDF形式に電子化する業務で

あり、工事を施行するために必要な業務ではなく、これに要した費用は、同要領における費目｢測量

設計費｣に該当しないと認められる。

したがって、既往資料の電子化業務に要した費用418万円は、交付金の交付対象とは認められず、

これに係る交付金相当額209万円が不当と認められる。

部局等 補助事業者等 補助事業等 年度 事業費 左に対する 不当と認める 不当と認める
(事業主体) 国庫補助 国庫補助金等 事業費 国庫補助金等

対象事業費 交付額 国庫補助 相当額
対象事業費

平成 円 円 円 円
高知県 高知県 防災・安全交 28 2099万 1049万 418万 209万

付金(地すべ (2099万) (418万)
り対策)
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最低制限価格の算定を誤ったため、落札者の決定が適切でなく契約額が割高

１件 不当金額(支出) ６２３万円

1 交付金事業の概要

北海道は、平成27年度に、久遠郡せたな町地内等において、防潮水門の監視等を行っていた管理

システムを、新設する消防署内に集約するなどのために、電気通信機器の製作、据付けなどを行う

電気通信設備工事を事業費3億3934万円(交付対象事業費同額、交付金1億8664万円)で実施した。

電気通信設備工事の工事価格は機器単体費及び工事費で構成されており、機器単体費は、原則と

して、工場製作に必要となる材料費等を積み上げて算定することとなっているが、これにより難い

場合は、物価調査機関に市場価格を調査させた特別調査価格等を用いることとなっている。

北海道は、本件工事の入札を北海道制定の北海道財務規則等に基づいて行っている。同規則等に

おいては、入札者は消費税及び地方消費税(消費税等)抜きの価格をもって入札することとなってい

る一方、予定価格及び最低制限価格は消費税等込みの価格となっていることから、最低制限価格を

設定した場合は、予定価格の100/108の価格の範囲内で最低制限価格の100/108の価格以上の価格を

もって入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とすることとなっている。

そして、最低制限価格については、予定価格における直接工事費の額に9.5/10、共通仮設費の額

に9/10、現場管理費の額に8.5/10、一般管理費等の額に6.5/10をそれぞれ乗じて得た額を合計した

額(基準額)に108/100を乗じて得た額とし、この額が予定価格の9/10を超える場合には予定価格に9

/10を乗じて得た額とすることなどとなっている。また、機器単体費には共通仮設費、現場管理費及

び一般管理費等に相当するものが含まれていることから、特別調査価格等を用いて機器単体費を算

定している場合の基準額の算定に当たっては、機器単体費の額のうち、6/10を直接工事費、1/10を

共通仮設費、2/10を現場管理費、1/10を一般管理費等として取り扱うこととなっている。

2 検査の結果

北海道は、本件入札に係る基準額の算定において、誤って特別調査価格等を用いて算定した機器

単体費の全額を直接工事費として取り扱うなどして2億7107万円(予定価格の消費税等抜きの価格の

94.4％)とし、この額に消費税等相当額を加えた額が予定価格の9/10を超えることから、予定価格に

9/10を乗じて得た額を最低制限価格に設定し、これに100/108を乗じて得た2億5848万円を入札価格

と比較する価格に設定していた。そして、一般競争入札を実施した結果、上記の2億5848万円を下回

る価格で入札した者を失格として排除した上で、落札者と入札価格の2億6450万円に消費税等相当額

を加えた2億8566万円で当初契約を締結していた。そこで、修正計算すると、基準額は2億5561万円

(予定価格の消費税等抜きの価格の89.0％)となり、この額に消費税等相当額を加えた額が予定価格

の9/10を超えないことから、この額に消費税等相当額を加えた額が最低制限価格になり、誤った最

低制限価格により失格として排除されていた2億5567万円で入札した者を落札者とすべきであった。

したがって、本件工事において、誤った最低制限価格により失格として排除されていた者と契約

を締結したとすれば、変更契約による増額を考慮した契約額は3億2801万円となり、本件契約額3億

3934万円はこれに比べて1132万円割高となっていて、これに係る交付金相当額623万円が不当と認め

られる。

部局等 補助事業者等 補助事業等 年度 事業費 左に対する 不当と認める 不当と認める
(事業主体) 国庫補助 国庫補助金等 事業費 国庫補助金等

対象事業費 交付額 国庫補助 相当額
対象事業費

平成 円 円 円 円
北海道 北海道 防災・安全交 27 3億3934万 1億8664万 1132万 623万

付金(特定構 (3億3934万) (1132万)
造物改築)
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－環境省－

入園料の一部が収納されておらず、会計経理が著しく不適正

１件 不当金額(収入) ２５７４万円

1 収納金取扱事務等の概要

環境省は、国民公園である皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑を管理しており、このうち新宿御苑

については、新宿御苑管理事務所が、｢国民公園管理事務所等の処理する事務に関する訓令｣等に基

づき、入園しようとする者から入園料を収納している。

そして、入園料の収納に係る取扱事務(収納金取扱事務)は、会計法、予算決算及び会計令、｢新宿

御苑の入園料に係る収入金取扱細目｣(取扱細目)等に基づいて行われており、取扱細目において、次

のとおり処理することとなっている。

① 分任収入官吏は、入園券の払出枚数等を記録する入園券受払簿を備え付け、発売窓口に配置す

る出納員に対して、毎日、入園券を交付する。

② 出納員は、入園しようとする者から入園料を収納して入園券を発売する。

③ 出納員は、毎日、入園券の発売締切後遅滞なく、分任収入官吏に対して、収納した現金を払い

込むとともに、｢入園券及び料金整理報告票｣(入園報告書)に入園券の発売枚数、収納金額、残券

数等を記載した上、入園報告書に未発売入園券を添付して提出する。

④ 分任収入官吏は、③の現金の払込みを受けたときは、入園券の発売枚数と現金との照合等を行

った上、現金を日本銀行に払い込む。

このように、取扱細目は、収納金取扱事務の実施に当たり、分任収入官吏が入園報告書の記載内

容と入園券受払簿の記載内容及び未発売入園券の枚数とを照合することなどを定めることにより、

入園報告書の記載誤りや不正の防止を図るものとなっている。

一方、事務所は、平成26年3月以降、収納金取扱事務を効率化するために、集計管理サーバ、管理

用端末機、発券用端末機、入退園ゲート等の機器等から構成される入園管理システムを導入してい

る。このうち集計管理サーバには、発売窓口に設置されている発券用端末機から入園券を発券した

記録(発券記録)、発券記録を発券用端末機で取り消した記録(取消記録)、入園券を入退園ゲートの

入園券読取装置に読み取らせて入園した記録(入園記録)等が保存されている。そして、管理用端末

機からは、これらの記録を集計するなどした入園報告書等の帳票を出力することができ、この入園

報告書には、発券記録の取消しが行われていない入園券の枚数及び金額がそれぞれ集計されて、発

売枚数及び収納金額として記載されることになっている。

2 検査の結果

出納員の業務を補助していた期間業務職員1名が、26年3月から28年12月までの間に、不特定多数

の外国人に対して、入園料を受領しないまま入園券を交付して入園させていたとされる事態を、環

境省が29年1月に公表したことを踏まえ、26年3月から28年12月までの間の入園料収入計8億0679万円

を対象として、環境本省及び事務所において検査した。

環境省の調査によると、発売窓口に設置されている発券用端末機のうち、前記の期間に当該期間

業務職員が担当していた発券用端末機において、他を大幅に上回る量の発券記録の取消しが行われ

ていた。このため、環境省が、その理由を当該期間業務職員から聴取したところ、当該期間業務職

員は、入園料を収納せずに交付するなどしていた入園券に係る発券記録を取り消していたとのこと

であった。

しかし、環境省は、集計管理サーバに保存されている記録から確認できる内容を十分把握してお

らず、当該期間業務職員が入園料を収納せずに交付した入園券は特定できないとして、収納されて

いなかった入園料を明らかにしていなかった。

そこで、本院が、集計管理サーバに保存されていた記録から把握することができた入園記録等を
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確認したところ、前記の期間に当該期間業務職員が担当していた発券用端末機において、本来は行

うことができないことになっている入園記録のある入園券(入園済入園券)に係る発券記録の取消し

が多数行われていた。これを受けて、環境省が入園管理システムの保守業者に確認したところ、当

該期間業務職員が独断で、入園済入園券に係る発券記録の取消しが行えるよう、同業者に入園管理

システムの設定変更を行わせていたことが判明した。

上記の事態を踏まえて、本院において入園済入園券の枚数及び金額を集計したところ、入園済入

園券の枚数及び金額が入園報告書に記載されていた入園券の発売枚数及び収納金額よりも大きいも

のとなっていた。すなわち、当該期間業務職員が担当していた発券用端末機により発券された入園

済入園券に係る入園料を集計したところ計7345万円(376,900枚分)となったのに対して、入園報告書

に記載されて分任収入官吏に払い込まれていた入園料は計4770万円(249,030枚分)であったことから、

その差額2574万円(127,870枚分)が収納されていなかった。

そして、入園管理システムの導入に伴い入園券の発売方法等が変更されたことなどにより、入園

報告書の記載内容と入園券受払簿の記載内容等とを照合することができなくなっていて、取扱細目

において、入園報告書の記載内容と入園券受払簿の記載内容等を照合することなどにより、入園報

告書の記載誤りや不正を防止することができるよう手続が定められているが、事務所における収納

金取扱事務の実施体制は、入園管理システムの導入により収納金取扱事務の体制が変更されたこと

を踏まえたものとなっておらず、不正を防止するのに十分なものとなっていなかった。

このように、入園料の収納に当たり、入園管理システムの発券記録が不正に取り消されるなどし

ていて、入園料の一部が収納されていない事態は、国の会計経理として著しく適正を欠いており、

収納されていなかった入園料計2574万円が不当と認められる。
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循環型社会形成推進交付金事業において、現場管理費等の算定が適切でなかったため、交付金の交

付が過大など

４件 不当金額(支出) ９２７２万円

(前年度 ２件 ９９６５万円)

1 交付金の概要

循環型社会形成推進交付金は、循環型社会形成推進交付金交付取扱要領(取扱要領)等に基づき、

交付対象事業費を算定するものとされている。取扱要領によれば、交付対象事業費のうちの本工事

費及び土地造成費の算定に当たっては、材料費、労務費及び直接経費から構成される直接工事費に、

共通仮設費及び現場管理費から構成される間接工事費と、一般管理費等を加えて算定することとさ

れている。このうち、現場管理費は、工場において生産される生コンクリート等の調達額(特殊製品

費)が直接工事費に含まれている場合には、当該特殊製品費の1/2に相当する額を直接工事費及び共

通仮設費の合計額である純工事費から減額した上で、取扱要領に定められた所定の率をこれに乗じ

て得た額の範囲内とされている。また、交付の対象となる土地造成費は、廃棄物処理施設の設置に

必要な最小限度の工事費とされている。

2 検査の結果

北海道、奈良、愛媛各道県管内の3市1組合は、交付対象事業費の算定に当たり、現場管理費につ

いて、純工事費から特殊製品費を減額していなかったり、取扱要領に定められた所定の率と異なる

高い率を用いて算出していたり、1市は、交付の対象とならない車庫棟、多目的広場等の用地に係る

土地造成費を含めていたりしており、交付金相当額9272万円が過大に交付されていて不当と認めら

れる。

部局等 補助事業者等 補助事業等 年度 事業費 左に対する 不当と認める 不当と認める
(事業主体) 国庫補助 国庫補助金等 事業費 国庫補助金等

対象事業費 交付額 国庫補助 相当額
対象事業費

平成 円 円 円 円
北海道 士別市 循環型社会形 24～28 43億8077万 13億3671万 8497万 2832万

成推進交付金 (40億1014万) (8497万)
奈良県 奈良市 同 27～29 14億1797万 4億6473万 1億1754万 3918万

(13億9421万) (1億1754万)
愛媛県 西予市 同 26～28 1億4992万 4314万 5114万 1658万

(1億3082万) (5114万)
同 宇和島地区 同 26、27 3億2042万 6736万 2638万 864万

広域事務組合 (2億0257万) (2638万)
計 4事業主体 62億6910万 19億1195万 2億8004万 9272万

(57億3775万) (2億8004万)
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循環型社会形成推進交付金事業において、事務費に含めることとされている業務委託に係る委託料

を工事費に含めるなどしていたため、交付金の交付が過大など

１件 不当金額(支出) ５７４万円

1 交付金事業の概要

福島県管内の安達地方広域行政組合は、マテリアルリサイクル推進施設を整備する事業として、

平成28年度に、同県本宮市本宮字作田地内において、廃棄物を資源化するために必要な小型家電選

別設備等を設置する工事、同工事に係る施工監理業務等を事業費3億4866万円(交付対象事業費3億4

528万円、交付金1億1509万円)で実施した。

循環型社会形成推進交付金交付取扱要領(取扱要領)によれば、交付対象事業費の範囲は、交付対

象設備等に係る本工事費、付帯工事費等から構成される工事費及び事務費とされており、このうち、

事務費は、工事費に所定の率を乗じて得た額の範囲内とされていて、施工監理業務に係る委託料を

事務費に含めて算定することとされている。そして、本工事費は、材料費、労務費及び直接経費か

ら構成される直接工事費に、共通仮設費及び現場管理費から構成される間接工事費と、一般管理費

等を加えて算定することとされている。このうち、現場管理費は、工場において生産される破砕機

等の調達額(特殊製品費)が直接工事費に含まれている場合には、当該特殊製品費の1/2に相当する額

を直接工事費及び共通仮設費の合計額である純工事費から減額した上で、取扱要領に定められた所

定の率をこれに乗じて得た額の範囲内とされている。また、交付対象設備に係る予備品、消耗品等

の経費については、交付の対象とはされていない。

2 検査の結果

同組合は、交付対象事業費の算定に当たり、事務費に含めるべき施工監理業務の委託料を工事費

に含めていたため、改めて委託料を事務費に含めると事務費の上限額を超えることとなっていたり、

現場管理費について純工事費から特殊製品費を減額していなかったり、予備品及び消耗品の経費に

ついて交付対象事業費に含めていたりしており、施工監理業務に係る委託料を事務費に含めるとと

もに、取扱要領に基づいて現場管理費を算出し、予備品及び消耗品の経費を交付対象事業費から除

くなどして適正な交付対象事業費を算定すると3億2804万円となることから、本件交付対象事業費3

億4528万円は、これに比べて1724万円過大になっており、これに係る交付金相当額574万円が過大に

交付されていて不当と認められる(前掲45ページ参照)。

部局等 補助事業者等 補助事業等 年度 事業費 左に対する 不当と認める 不当と認める
(事業主体) 国庫補助 国庫補助金等 事業費 国庫補助金等

対象事業費 交付額 国庫補助 相当額
対象事業費

平成 円 円 円 円
福島県 安達地方広域 循環型社会形 28 3億4866万 1億1509万 1724万 574万

行政組合 成推進交付金 (3億4528万) (1724万)



- 151 -

       

循環型社会形成推進交付金事業等において、鉄くずなどの売却収入を事業費から控除していなかっ

たため、交付金の交付が過大

１件 不当金額(支出) １３９万円

(前年度 １件 １４６万円)

1 交付金事業の概要

山梨県管内の中巨摩地区広域事務組合は、廃棄物処理施設の基幹的設備改良事業等として、平成

25年度から27年度までの間に、同県中央市一町畑地内に所在する中巨摩地区広域事務組合清掃セン

ターにおいて、老朽化した既設のごみ焼却設備を撤去して、新たな設備に更新する工事等を事業費

41億7335万円(交付対象事業費34億7631万円、交付金13億3367万円)で実施した。

｢循環型社会形成推進交付金の実績報告及び額の確定マニュアル｣によれば、鉄くずなどの売却収

入が生じた場合は、事業費から当該売却収入を控除して交付対象事業費を算定することとされてい

る。

2 検査の結果

同組合は、既設設備の解体により発生した鉄くず365.5ｔの売却収入389万円を得ていたのに、こ

れを事業費から控除しておらず、交付金相当額計139万円が過大に交付されていて不当と認められ

る。

部局等 補助事業者等 補助事業等 年度 事業費 左に対する 不当と認める 不当と認める
(事業主体) 国庫補助 国庫補助金等 事業費 国庫補助金等

対象事業費 交付額 国庫補助 相当額
対象事業費

平成 円 円 円 円
山梨県 中巨摩地区広 循環型社会 25～27 41億7335万 13億3367万 389万 139万

域事務組合 形成推進交 (34億7631万) (389万)
付金等2事業



- 152 -

       

再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金等により実施した事業において設備の設計及び施

工が不適切

４件 不当金額(支出) １億１５４６万円

1 基金事業の概要

再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金及び再生可能エネルギー等導入推進基金は、環

境省が都道府県及び政令指定都市(事業主体)に地域環境保全対策費補助金等を交付して造成させた

ものである。事業主体は、交付要綱等に基づき、基金を財源として、地震等の災害時に防災拠点と

なる施設等(防災拠点施設等)において、太陽光発電設備等を設置するなどする事業(基金事業)を実

施する市町村等に対して、基金を取り崩して補助金を交付するなどしている。交付要綱等によれば、

基金事業により設置される太陽光発電設備等は、災害等による停電時に、防災拠点施設等において

必要とされる最低限の機能を維持することを目的とすることとされている。

2 検査の結果

茨城、群馬、福井各県の3市町村において、基金事業により実施した設備の設置工事において設
(注)

計が適切でなく所要の安全度が確保されていないなどしていたり、群馬県吾妻郡中之条町において、

基金事業により実施した設備の設置工事において施工が適切でなく地震時における所要の機能が維

持できないおそれがあったりしていたため、取り崩された基金計1億1546万円(国庫補助金相当額同

額)の使用が適切でなく、不当と認められる。

＜事例＞

多野郡上野村は、群馬県から補助金の交付を受けて、災害等による停電時に、防災拠点施設等

となる給食センター及び保育所に電力を供給するために、小学校、村営住宅及び保育所に太陽光

発電設備等を設置する工事を工事費8964万円(補助金8835万円、国庫補助金相当額同額)で実施し

ており、給食センターと保育所の太陽光発電設備等をそれぞれ独立した系統として設置していた。

しかし、系統をそれぞれ独立させると、給食センターの系統と保育所の系統との間で電力を相

互に融通することができなくなることから、それぞれの防災拠点施設等の機能を確保するために

必要な電力量(必要電力量)を確保できているか検討する必要があったのに、同村は、この検討を

行っていなかった。そこで、電力の供給先である給食センターと保育所について、供給できる電

力量を算定したところ、給食センターにおいて、供給できる電力量は、昼間の必要電力量に蓄電

池設備への充電をするために必要な電力量を加えた電力量及び夜間に必要な電力量を下回ってい

た。したがって、給食センターに電力を供給するために小学校及び村営住宅に設置した太陽光発

電設備等(工事費相当額7111万円、国庫補助金相当額7111万円)は、設計が適切でなかったため、

必要電力量が確保されていない状態になっていた。

(注) 3市町村 鹿嶋市、南条郡南越前町、多野郡上野村

部局 補助事業 間接補助事業 補助事業等 実施 基金使用額 左に対する 不当と認め 不当と認め
等 者等 者等 年度 国庫補助金 る基金使用 る国庫補助

(事業主 等交付額 額 金等相当額
体)

平成 円 円 円 円
環境 茨城県 鹿嶋市 再生可能エネルギ 24 6542万 6542万 2980万 2980万
本省 ー等導入地方公共

団体支援基金
同 群馬県 多野郡上野村 再生可能エネルギ 27 8835万 8835万 7111万 7111万

ー等導入推進基金
同 同 吾妻郡中之条町 同 26 1740万 1740万 250万 250万
同 福井県 南条郡南越前町 同 28 6191万 6191万 1204万 1204万
計 3事業主体 2億3310万 2億3310万 1億1546万 1億1546万
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循環型社会形成推進交付金事業の建築物の整備に要した費用が補助対象外

２件 不当金額(支出) １３８２万円

(前年度 ４件 ９４４５万円)

1 交付金の概要

循環型社会形成推進交付金は、循環型社会形成推進交付金交付取扱要領(取扱要領)等に基づき、

交付対象事業費を算定するものとされている。取扱要領によれば、既存の最終処分場を再生する事

業や高効率ごみ発電施設を整備する事業において、交付金の交付の対象となるのは、廃棄物の処理

に直接必要な設備等とされている。

2 検査の結果

宮城、長野両県管内の2組合は、廃棄物の処理に直接必要な設備等に該当しない管理事務所棟や見

学者用施設等の建築物の整備に要した費用計4155万円を交付対象事業費に含めていた。したがって、

上記建築物の整備に要した費用計4155万円は交付金の交付の対象とは認められず、これに係る交付

金相当額計1382万円が不当と認められる。

＜事例＞

宮城県管内の仙南地域広域行政事務組合は、最終処分場を再生する事業として、平成26年度か

ら28年度までの間に、同県白石市鷹巣字黒岩下地内において、既に埋め立てられている廃棄物を

減容化し埋立処分容量を増加させるための設備の整備や、管理事務所棟(延べ床面積64.8㎡)の建

築工事等を、事業費1億9973万円(交付対象事業費1億7757万円、交付金5919万円)で実施した。

しかし、このうち管理事務所棟は、取扱要領によると、廃棄物の処理に直接必要な設備等に該

当しないため交付の対象とはならず、その建築に要した費用は、交付対象事業費に含めることが

できない費用であった。

したがって、前記の交付対象事業費から上記の管理事務所棟の建築に要した費用2140万円を除

くなどして適正な交付対象事業費を算定すると1億5541万円となり、適正な交付金交付額は5180万

円となって、交付金相当額738万円が過大に交付されていた(前掲45ページ参照)。

部局等 補助事業者等 補助事業等 年度 事業費 左に対する 不当と認める 不当と認める
(事業主体) 国庫補助 国庫補助金等 事業費 国庫補助金等

対象事業費 交付額 国庫補助 相当額
対象事業費

平成 円 円 円 円
宮城県 仙南地域広域 循環型社会形 26～28 1億9973万 5919万 2215万 738万

行政事務組合 成推進交付金 (1億7757万) (2215万)
長野県 湖周行政事務 同 25～28 69億7770万 24億2600万 1939万 644万

組合 (59億0804万) (1939万)
計 2事業主体 71億7744万 24億8519万 4155万 1382万

(60億8561万) (4155万)
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二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の補助対象事業費の一部が補助対象外

１件 不当金額(支出) １２６７万円

1 補助事業の概要

茨城県牛久市は、平成27年度に、地域における低炭素地域づくりのための再生可能エネルギー設

備等の導入事業(導入事業)として、同市の本庁舎に太陽光発電設備(出力10.2kW)、蓄電池設備(充電

可能量15.6kWh)等を事業費7614万円(補助対象事業費6796万円、国庫補助金額4531万円)で設置した。

環境省は、導入事業の実施に当たり、事業主体から提出された交付申請書の受理、交付の決定、

実績報告書等の審査、国庫補助金の交付等の事務を公募により選定した者に行わせており、27年度

については、公益財団法人日本環境協会が選定され、協会は、上記の事務に対して、同省から国庫

補助金の交付を受けている。

同省の承認を得て協会が定めた｢二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(先導的｢低炭素・循環・

自然共生｣地域創出事業のうちグリーンプラン・パートナーシップ事業)交付規程｣(規程)等によれば、

補助金の交付の対象となるのは、二酸化炭素の排出削減に直接資する設備等の導入事業を行うため

に必要な工事費等とされている。そして、規程等によると、太陽光発電設備に附帯する蓄電池設備

については、蓄電池設備のみでは二酸化炭素の排出削減効果がないため、交付の対象とならないが、

昼間に発電された電力が消費電力を上回って生じた余剰電力を蓄電池設備に充電して、充電した電

力を夜間に使用する場合は、再生可能エネルギーの効率的利用のために必須である場合として、交

付の対象になることになっている。

2 検査の結果

同市は、昼間に発電された電力が消費電力を上回って余剰電力が生ずるかについて検討していな

かった。そこで、太陽光発電設備により発電された電力が同市の本庁舎における消費電力を上回っ

ているかについてみたところ、太陽光発電設備により発電される電力が小さいことから、消費電力

を上回ることがなく、余剰電力が蓄電池設備に充電されないため、蓄電池設備については、再生可

能エネルギーの効率的な利用のために必須である場合に該当しないのに、同市は、蓄電池設備に係

る工事費を補助対象事業費に含めていた。なお、28年2月に太陽光発電設備が稼働してから、30年4

月の会計実地検査時点までの間においても、余剰電力が蓄電池設備に充電されていなかった。

したがって、交付の対象とならない蓄電池設備に係る工事費1901万円は、補助の対象とは認めら

れず、これに係る国庫補助金相当額1267万円が不当と認められる。

部局等 補助事業者等 間接補助事業 補助事業等 年度 事業費 左に対する 不当と認め 不当と認
者等 国庫補助 国庫補助金 る事業費 める国庫

(事業主体) 対象事業費 等交付額 国庫補助 補助金等
対象事業費 相当額

平成 円 円 円 円
環境本省 公益財団法人 茨城県牛久市 二酸化炭素 27 7614万 4531万 1901万 1267万

日本環境協会 排出抑制対 (6796万) (1901万)
策
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二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金により整備した太陽光発電設備の基礎の設計が不適切

１件 不当金額(支出) １２１１万円

1 補助事業の概要

愛媛県は、平成27年度に、地震や台風等による大規模な災害に備え、地域の防災拠点等に再生可

能エネルギー等を活用した災害に強い自立・分散型のエネルギーシステムを導入する事業(導入事

業)として、太陽光発電設備等を工事費3413万円(補助対象事業費同額)で設置した。

環境省は、導入事業の実施に当たり、事業主体から提出された交付申請書の受理、交付の決定、

実績報告書等の審査、国庫補助金の交付等の事務を公募により選定した者に行わせており、27年度

については、一般財団法人環境イノベーション情報機構が選定され、機構は、上記の事務に対して、

同省から国庫補助金の交付を受けている。

そして、同県は、同省の承認を得て機構が定めた｢二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(防災

拠点等への再生可能エネルギー等導入推進事業)交付規程｣等に基づき、愛媛県地域防災計画におけ

る災害時の防災拠点となる愛媛県産業技術研究所繊維産業技術センターにおいて、太陽光発電設備

として、敷地内の駐車場の砕石路盤上にコンクリート基礎を据え置いた上に、架台及び太陽光パネ

ルを設置するなどの工事を実施していた。

2 検査の結果

同県は、上記太陽光発電設備の設計を｢太陽電池アレイ用支持物設計標準｣(基準)等に基づいて行

うこととしており、風圧力等に対する安定計算の結果を踏まえて同設備を設置していた。

しかし、基準等によれば、太陽光発電設備の基礎の設計に当たっては、地震時等において基礎底

面に作用する水平力が、基礎底面と接地面との摩擦により生ずる滑動抵抗力を下回ることなどを検

討することとされているのに、同県は、この検討を行っていなかった。

そこで、基準等に基づき太陽光発電設備の基礎の安定計算を行ったところ、地震時において基礎

底面に作用する水平力は49.85kNとなり、基礎底面と接地面との摩擦により生ずる滑動抵抗力31.15

kNを大幅に上回っていて、安定計算上安全とされる範囲に収まっていなかった。

したがって、本件太陽光発電設備(工事費相当額1211万円)は基礎の設計が適切でなかったため、

所要の安全度が確保されていない状態となっており、工事の目的を達しておらず、これに係る国庫

補助金相当額1211万円が不当と認められる。

部局等 補助事業者等 間接補助 補助事業等 年度 事業費 左に対する 不当と認める 不当と認める
事業者等 国庫補助 国庫補助金 事業費 国庫補助金等
(事業主体) 対象事業費 等交付額 国庫補助 相当額

対象事業費
平成 円 円 円 円

環境本省 一般財団法人 愛媛県 二酸化炭素 27 3413万 3413万 1211万 1211万
環境イノベー 排出抑制対 (3413万) (1211万)
ション情報機 策
構
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二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の補助対象事業費の精算が過大

１件 不当金額(支出) ２３４万円

1 補助事業の概要

コカ・コーライーストジャパンプロダクツ株式会社(平成30年1月1日以降はコカ・コーラボトラー

ズジャパン株式会社)は、26年度に、事業場・工場において二酸化炭素の排出を減少させるための機

器等を導入する事業(導入事業)として、蒸気ボイラの燃料を重油から液化天然ガス(LNG)に転換する

ために、LNG貯留タンク2基分の基礎工事、LNG貯留タンク1基の設置工事等を工事費1億9026万円(補

助対象事業費1億8363万円、国庫補助金額6121万円)で実施した。

環境省は、導入事業の実施に当たり、事業主体から提出された交付申請書の受理、交付の決定、

実績報告書等の審査、国庫補助金の交付等の事務を公募により選定した者に行わせており、26年度

については、一般社団法人温室効果ガス審査協会が選定され、協会は、上記の事務に対して、同省

から国庫補助金の交付を受けている。

同省の承認を得て協会が定めた｢二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(先進対策の効率的実施

による二酸化炭素排出量大幅削減設備補助事業)交付規程｣等によれば、補助金の交付の対象となる

のは、先進的で効率的な蒸気ボイラ、ヒートポンプ等の低炭素機器等の導入事業を行うために必要

な工事費等とされている。

2 検査の結果

会社は、LNG貯留タンク2基分の基礎工事のうち、LNG貯留タンクを当面設置しない1基分の基礎工

事は、それのみでは先進的で効率的な低炭素機器等の導入事業を行うために必要な工事費等に該当

しないのに、誤って、上記1基分の基礎工事を含めてLNG貯留タンク2基分の基礎工事に係る工事費等

を補助対象事業費として算定していた。

したがって、LNG貯留タンクを設置しない1基分の基礎工事に係る工事費等703万円が過大に精算さ

れていて、これに係る国庫補助金相当額234万円が不当と認められる。

部局等 補助事業者 間接補助事業 補助事業等 年度 事業費 左に対する 不当と認める 不当と認
等 者等 国庫補助 国庫補助金 事業費 める国庫

(事業主体) 対象事業費 等交付額 国庫補助 補助金等
対象事業費 相当額

平成 円 円 円 円
環境本省 一般社団法 コカ・コーラ 二酸化炭素 26 1億9026万 6121万 703万 234万

人温室効果 イーストジャ 排出抑制対 (1億8363万) (703万)
ガス審査協 パンプロダク 策
会 ツ株式会社
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－防衛省－
       

ヘリコプター着陸帯の移設工事のうち警備業務に要した費用について、警備期間外の費用が含まれ

ていたため、支払額が過大

１件 不当金額(支出) １３８３万円

1 工事の概要等

沖縄防衛局は、沖縄県国頭郡国頭村及び東村に所在する北部訓練場の過半の返還に伴い、返還区

域に設置されているヘリコプター着陸帯7施設のうち1施設を同訓練場内の別の場所に移設する工事

(移設工事)を実施するために、平成27年1月に、｢北部(H26)着陸帯移設工事｣契約を仲程土建株式会

社(元請業者)と締結している。そして、同局は、変更契約において、移設工事を安全に実施するた

めの警備に係る業務(警備業務)を特記仕様書に定めて追加するなどして、29年3月に移設工事が完了

した時点での最終的な契約金額14億2603万円全額を同年4月までに元請業者に支払っている。

特記仕様書において、警備業務に要する費用(警備費)の一部の費用については、後日、警備員の

実際の宿泊数等に基づいて精算することなどとされている。

警備費は、警備員の配置に要する費用のほか、警備員の宿泊に要する費用(宿泊費)、警備員のた

めに加入した国内旅行傷害保険等の保険料(保険料)等で構成される直接費に諸経費を加えたものと

なっており、同局は、最終的な警備費に係る精算金額相当額を計5億1910万円と算定している。

そして、元請業者は、28年7月20日から同年9月14日までの間(警備期間)の警備業務をテイケイ株

式会社(警備業者)に下請けさせて実施している。

2 検査の結果

警備費の実績として提出を受けた見積書(実績見積書)に記載された宿泊費の内訳を警備業者が外

注した業者から提出を受けた請求書を基に精査したところ、警備期間外の28年9月15日から同月30日

までの間の宿泊費が含まれていて、当該16日分は本件警備業務に要する費用とは認められないもの

であった。

また、実績見積書に記載された保険料の内訳を保険証券を基に精査したところ、そのうち国内旅

行傷害保険に係る保険料については、保険期間が28年7月22日から29年7月21日までの1年間分となっ

ており、警備期間外の期間に係る保険料が含まれていて、当該期間に係る分は本件警備業務に要す

る費用とは認められないものであった。

したがって、警備費について、上記に基づき、諸経費を考慮するなどして適正な精算金額を算出

すると計5億0487万円となる。そして、これを基に適正な工事請負金額を算定すると、計14億1219万

円となり、前記の支払額との差額1383万円が過大となっていて不当と認められる。
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ソフトウェアを使用するためのライセンス及びソフトウェアのアップグレード等を行う権利の調達

数量の算定に当たり、ソフトウェアを使用するパーソナルコンピュータの台数の把握が適切でなか 
ったため、調達数量が過大

１件 不当金額(支出) １７６４万円

1 契約等の概要

海上自衛隊は、パーソナルコンピュータ(PC)で文書作成等を行うなどするソフトウェア(業務用ソ

フトウェア)を使用している。海上自衛隊における業務用ソフトウェアを使用するためのライセンス

及び業務用ソフトウェアのアップグレード等を行う権利(｢アップグレード権｣、ライセンスと合わせ

て｢ライセンス等｣)の調達について、平成29年度は、防衛装備庁(装備庁)が、陸上、海上、航空各自

衛隊を含む防衛省内の各機関(各機関)の分を一括して行っている。すなわち、各機関が算定した調

達要求数量について、統合幕僚監部がこれらを取りまとめた上で装備庁に調達要求書を提出してお

り、装備庁は、当該調達要求書を基に、29年9月に株式会社大塚商会と30年3月1日から31年2月28日

までを使用期間としたライセンス等の売買契約を契約金額10億1750万円で締結して、30年4月に同額

を支払っている。

本件契約では、業務用ソフトウェアを新たに調達する場合についてはライセンス等(この場合にお

いて調達するライセンス等を｢新規調達分｣)を、本件契約の締結より前に業務用ソフトウェアのライ

センスを既に調達していてそれを継続して使用する場合についてはアップグレード権(この場合にお

いて調達するアップグレード権を｢継続使用分｣)のみを、それぞれ調達している。

また、調達されるライセンス等の数量が各機関の調達要求数量を取りまとめた大きなものとなっ

ていることなどから、本件契約では、使用期間開始後に、新たに業務用ソフトウェアを使用するPC

の台数が増加して必要となるライセンス等の数量が増加しても、31年3月1日以降も業務用ソフトウ

ェアを継続して使用する場合には、当該増加分を前記の使用期間中は無償で使用できることとなっ

ている。そのため、ライセンス等は、使用期間開始時点で業務用ソフトウェアを使用するPCの台数

(開始時点台数)に基づいて算定された数量を調達すれば足りることとなる。

2 検査の結果

海上幕僚監部は、海上自衛隊分のライセンス等の調達要求数量の算定に当たり、各部隊等に依頼

して業務用ソフトウェアを使用するPCの所要台数を調査させ、その台数に調査時点から使用期間開

始時点までの間に海上自衛隊全体で新たに使用が見込まれる台数(見込台数)を加えた計39,893台を

開始時点台数として、これに基づいて調達要求数量を新規調達分4,883本、継続使用分107,875本と

それぞれ算定し、同数が海上自衛隊分として調達されていた。

しかし、各部隊等が報告した所要台数を確認したところ、海上幕僚監部が調査時点において業務

用ソフトウェアを使用しているPCの台数を報告するよう明確に指示していなかったため、各部隊等

は、調査時点より後に新たに業務用ソフトウェアの使用を希望するPCの台数(希望台数)を含む台数

を所要台数として報告していた。このため、各部隊等が報告した所要台数には、見込台数と重複す

る台数や考慮する必要のない使用期間開始後の増加台数が含まれていると認められるが、海上幕僚

監部は、これらが含まれていることを考慮せずに調達要求数量を算定していた。

そして、各部隊等において所要台数の内訳の記録が残っていないなどのため、所要台数から希望

台数を除くなどして開始時点台数を算定することができない状況となっていた。そこで、使用期間

開始時点である30年3月1日に各部隊等が現に使用していたPCの台数38,892台を開始時点台数として、

改めて調達要求数量を算定すると、新規調達分は2,888本、継続使用分は107,223本となる。

したがって、海上自衛隊分として調達したライセンス等のうち新規調達分1,995本、継続使用分6

52本、計2,647本が過大に調達されていて、これに係る支払額相当額計1764万円が不当と認められる。
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－日本私立学校振興・共済事業団－

私立大学等経常費補助金の経理が不当

９件 不当金額(支出) １億８８０５万円

(前年度 ８件 ４７９２万円)

1 補助金の概要

日本私立学校振興・共済事業団は、国の補助金を財源として、私立大学等における教育又は研究
(注)

に要する経常的経費に充てるために学校法人に私立大学等経常費補助金を交付している。

この補助金のうち一般補助の額は、専任教員等の数、専任職員数、学生数、教育研究補助者の数

等や収容定員に対する在籍学生数の割合等に基づいて算定することとなっている。

このほか、特別補助として、私立大学等における特定の分野、課程等に係る教育の振興等のため

に特に必要があると認められるときは、補助金を増額して交付している。

また、事業団は、私立大学等改革総合支援事業の支援対象校に選定された私立大学等に係る一般

補助及び特別補助の額の増額を行っている。

(注) 私立大学等 私立の大学、短期大学及び高等専門学校

2 検査の結果

9学校法人において、事業団に提出した算定資料に、①一般補助の算定対象とならない者を含めた

り、②特別補助の算定対象とならない経費等を含めるなどしたり、③私立大学等改革総合支援事業

調査票に実態と異なる改革の取組状況を記載したりしていたのに、事業団は、これらの誤った算定

資料に基づいて補助金の額を算定したため、補助金計1億8805万円が過大に交付されていて不当と認

められる。

事業主体 年度 補助金交付額 不当と認める補助金額 摘 要
(本部所在地)

平成 円 円
学校法人 明海大学 26、27 9億3760万 1115万 ①、③
(埼玉県坂戸市) (明海大学)
学校法人 学習院 27、28 27億2784万 255万 ①、②、③
(東京都豊島区) (学習院大学)
学校法人 上智学院 24～27 87億7925万 2625万 ②
(東京都千代田区) (上智大学)
学校法人 帝京大学 24～28 148億3737万 3179万 ①、②、③
(東京都板橋区) (帝京大学)

学校法人 東京薬科大学 27 7億7393万 197万 ①、②
(東京都八王子市) (東京薬科大学)
学校法人 星薬科大学 27 4億2802万 100万 ③
(東京都品川区) (星薬科大学)
学校法人 立命館 28 63億3625万 182万 ②、③
(京都市) (立命館大学)

学校法人 関西医科大学 25～28 75億7109万 9287万 ①、②、③
(大阪府枚方市) (関西医科大学)
学校法人 関西学院 25～28 119億7789万 1862万 ①
(兵庫県西宮市) (関西学院大学)
9事業主体 543億6929万 1億8805万

(注) 摘要欄の①、②及び③は、前記の態様に対応している。
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－日本銀行－

職員の不正行為

１件 不当金額(収入支出外) ３７５万円

日本銀行本店において、発券局日本橋発券課の企画役補佐が、同局が保管する記念貨幣の真偽の

鑑定、枚数の確認等を行い、貨幣収容袋に収容する作業に従事中、平成29年11月頃から30年4月まで

の間に、10万円金貨等計38枚を窃取して記念貨幣計375万円を領得したものであり、不当と認められ

る。

なお、この損害額は、30年6月に全額が同人から返納されている。
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－全国健康保険協会－

健康保険の傷病手当金の支給において、労働者災害補償保険の休業補償給付との併給調整が不適正

１件 不当金額(支出) １４７９万円

1 傷病手当金等の概要等

全国健康保険協会は、健康保険法に基づく保険給付の一環として、業務災害以外の疾病等による

療養のため労務に服することができず、事業主から報酬の全部又は一部を受けることができない健

康保険の被保険者(対象者)に対して傷病手当金を支給している。また、労働者災害補償保険の休業

補償給付は、業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができない労働者に対して支給

するものである。

健康保険法等においては、対象者が傷病手当金と同一の疾病等により休業補償給付の支給を受け

ることができるとき又は休業補償給付と支給期間が重複するときなどは、協会は、傷病手当金を支

給しないか、又は減額して支給することとなっている(この取扱いを｢併給調整｣)。

協会は、併給調整を行うために、対象者が提出する傷病手当金の支給に係る申請書に、休業補償

給付の受給の有無について確認する項目(労災確認項目)を設けており、対象者に対して、｢今回の申

請は労災保険から休業補償給付を受けている期間のものですか。｣との問いに｢はい｣、｢労災請求

中｣、｢いいえ｣のいずれか一つを選択して回答させることとしている。そして、｢はい｣又は｢労災請

求中｣と回答した対象者に対しては、協会支部が休業補償給付等の支給状況等を労働基準監督署に確

認することがあることなどについての同意を得て、併給調整の要否について確認することとなって

いる。

2 検査の結果

協会の5支部は、管内の事業所に勤務していた対象者計10人から申請書の提出を受け、傷病手当
(注)

金計1955万円の支給決定を行っており、協会本部は、これに基づき同額を支給していた。しかし、

上記の10人は、申請書の労災確認項目に｢はい｣又は｢労災請求中｣と回答しており、同意書も提出す

るなどしていたが、5支部は、上記10人の休業補償給付等の支給状況等の確認を行っておらず、併給

調整の要否を確認しないまま支給決定を行っていた。そして、今回、協会を通じて各労働基準監督

署に休業補償給付等の支給状況を確認したところ、上記の10人は、傷病手当金と同一の疾病等によ

り休業補償給付の支給を受けていたり、傷病手当金の支給期間と重複して休業補償給付の支給を受

けていたりしていて、傷病手当金計1479万円の支給が不当と認められる。

(注) 5支部 埼玉、神奈川、三重、大阪、広島各支部

支部名 併給調整を行う必要 左の対象者に支給し 左のうち不当と認め 摘 要
があった対象者数 た傷病手当金の額 る傷病手当金の額

人 円 円
埼玉 2 641万 641万 同一疾病
神奈川 1 174万 174万 同一疾病
三重 2 410万 145万 期間重複
大阪 2 84万 84万 同一疾病
広島 3 644万 433万 同一疾病、期間重複
計 10 1955万 1479万
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－日本年金機構－
       

扶養親族等申告書の点検業務等に係る委託契約において、適正な契約手続をとることなく、契約に

含まれていない業務を行わせていたもの

１件 不当金額(支出) ４７８１万円

1 委託契約の概要

日本年金機構は、平成28年8月に、｢扶養親族等申告書の点検業務｣(業務Ａ)を株式会社システムシ

ンク(システムシンク)に、また、同年9月に、｢扶養親族等申告書の控除対象配偶者等の点検業務｣

(業務Ｂ)を株式会社セールスアウトソーシング(セールスアウトソーシング)にそれぞれ委託するな

どしている。両契約は、機構が定めた提出期限内に提出を受けたはがきの形態の扶養親族等申告書
．．．

(申告書)の記載内容を点検して、明白な記載誤りの補正等を行うものである。

また、機構は、27年6月及び29年2月に、｢年金給付にかかる届書等の点検・審査及び入力等に関す

る業務｣(業務Ｃ及びＤ)を株式会社SBC(SBC)に委託している。これらの契約内容は、いずれも、公的

年金等の扶養親族等申告書に係る業務(公的年金等業務)等の計47業務を行うものである。このうち、

公的年金等業務について、機構は、所定の期限より遅れて提出される申告書等の記載内容を点検し

て社会保険オンラインシステム等に入力する業務であるとしている。

日本年金機構会計規程によれば、契約を締結する場合には、公告して申込みさせることによる一

般競争入札の方法により、これを締結することとされている。また、工事又は製造の請負、財産の

売買及び物件の貸借以外の契約について、予定価格が100万円を超えない場合等に随意契約の方法に

より契約を締結することができるとされており、随意契約を締結しようとするときは、なるべく2者

以上から見積書を徴さなければならないこととされている。

2 検査の結果

機構の事業担当部署は、本来、自ら点検を行うことを予定していたA4版の形態の申告書388,754件

の点検業務について、業務Ａの点検項目と共通性があるとして、調達担当部署に対して一般競争入

札等の手続をとることを求めるなどせずに、会計規程等に基づく適正な契約手続をとることなく、

29年1月から3月までの間に業務Ａの一部としてシステムシンクに行わせていた。そして、業務Ａと

同一の単価(24.10円)に基づき1011万円が支払われていた。

事業担当部署は、業務Ａの対象とされている申告書60,902件の点検業務について、システムシン

クの業務量が予定数量を大幅に上回るのを避けるためなどとして、適正な契約手続をとることなく、

28年12月に業務Ｂの一部としてセールスアウトソーシングに行わせていた。そして、業務Ｂと同一

の単価(10.37円)に基づき68万円が支払われていた。

事業担当部署は、28年11月から12月までの間にSBCが行う公的年金等業務に含まれていない所定の

期限内に提出された申告書等194,970件、また、30年1月に、所定の期限内に提出された申告書等47,

998件の点検業務について、公的年金等業務と類似しているとして、適正な契約手続をとることなく、

それぞれ業務Ｃ及びＤの一部としてSBCに行わせていた。そして、業務Ｃ及びＤと同一の単価(それ

ぞれ、51円、100円)に基づき、それぞれ、1073万円、518万円が支払われていた。さらに、事業担当

部署は、｢扶養親族等申告書・個人番号申出書データ入力及び画像化業務｣を受託した株式会社SAY企

画が契約条項等に違反して入力作業を行ったり、機構が検収を適切に行わなかったりしたことなど

によりデータの入力漏れや入力誤りがあった申告書に係る入力及び訂正入力業務計195,294件につい

て、30年1月から3月までの間に、公的年金等業務と類似しているとして、適正な契約手続をとるこ

となく、業務Ｄの一部としてSBCに行わせていた。そして、業務Ｄと同一の単価(100円)に基づき21

09万円が支払われていた。

したがって、これら計5件の業務(支払額計4781万円)は、会計規程等に定められた適正な契約手続

をとることなく行われたものであり、不当と認められる。
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－独立行政法人福祉医療機構－
       

社会福祉振興助成事業の実施に当たり、虚偽の賃金台帳等を作成するなどして、架空のアルバイト

の賃金、車両の借料損料等を助成対象経費としていて助成金の交付が過大

１件 不当金額(支出) ８０５万円

1 助成事業の概要

独立行政法人福祉医療機構は、社会福祉事業の振興上必要と認められる事業を行う者に対して助

成を行う事業(社会福祉振興助成事業)を、国から交付される補助金を財源として実施している(社会

福祉振興助成事業において交付する資金を｢助成金｣)。

社会福祉振興助成事業の助成の対象となる者(助成対象者)は、社会福祉諸制度の対象外のニーズ

等に対応した地域に密着した事業等(助成対象事業)を行う者とされている。

助成金の額は、助成の対象となる経費(助成対象経費)の額から助成対象事業に係る寄附金その他

の収入額を控除した額の範囲内とされている。そして、助成対象経費については、借料損料、家賃、

備品購入費、賃金、委託費等の助成対象事業を行うための経費とされている。ただし、購入単価が

30万円以上の備品の購入費は、原則として助成対象経費とならないこととされている。

助成対象者は、助成対象事業完了後に助成事業完了報告書(完了報告書)を機構に提出することと

されており、機構は、助成対象事業の実施内容及び収支決算が適正であるか審査するなどして助成

金の額を確定することとされている。

社会福祉法人北野同朋会(平成26年10月16日以前は社会福祉法人寺子屋工房)(北野同朋会)は、24

年度から26年度まで、助成対象事業を実施するとして助成金の交付を受け、アルバイト延べ9名を雇

用するために要した賃金、車両計4台を賃借するために要した借料損料等の助成対象経費の額から収

入額を控除して、計1678万円を助成金の額として、完了報告書を機構に提出して、同額により助成

金の額の確定を受けていた。

2 検査の結果

北野同朋会は、前記の雇用したとしていたアルバイト延べ9名のうち、役員の親族である延べ5名

については、実際には雇用していなかったのに、虚偽の賃金台帳、労働条件通知書等を作成し、賃

金計341万円を支払ったこととして、これを助成対象経費としていた。

また、前記の車両計4台については、実際には購入したものであったり(購入単価は30万円以上で

あり助成対象経費と認められないもの)、役員が所有していたものであったりしていて借料損料を支

払っていなかったのに、虚偽の賃貸借契約書、領収証書等を作成し、借料損料計236万円を支払った

こととして、これを助成対象経費としていた。

さらに、北野同朋会は、虚偽の賃貸借契約書等を作成して、実際には本件助成対象事業において

支払っていなかった事務所の家賃計153万円を支払ったこととしたり、虚偽の領収証書等を作成して、

実際には委託していなかったテレビ電話設備の保守業務に係る委託費計77万円を支払ったこととし

たりして、これらを助成対象経費としていた。

したがって、上記架空のアルバイトの賃金、車両の借料損料等計807万円を助成対象経費から控除

して適正な助成金の交付額を算定すると計873万円となり、前記の交付額計1678万円との差額805万

円が過大に交付されていて不当と認められる。
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－国立研究開発法人日本原子力研究開発機構－
       

高速増殖原型炉もんじゅのナトリウム漏えい監視用カメラの点検、交換等を実施するための請負契

約及び購入契約において、契約する必要のない業務を契約に含めていたため、契約額が割高

１件 不当金額(支出) ７７０万円

1 契約等の概要

独立行政法人日本原子力研究開発機構(平成27年4月1日以降は国立研究開発法人日本原子力研究開

発機構)は、高速増殖原型炉もんじゅ(もんじゅ)にナトリウム漏えい監視用カメラ(ITVカメラ)を18

0台設置し、19年3月から運用を開始している。そして、機構は、もんじゅの具体的な保守管理の実

施に関する計画(保全計画)を策定して、ITVカメラの点検として、保全計画に基づき、目視により外

観の異常の有無を確認する外観点検及びカメラの映像や作動状況を確認する機能・性能試験(これら

を｢外観点検等｣)を実施することとしている。

機構は、26年8月に、もんじゅの電気設備の点検等を請け負わせる契約(点検契約)を契約額1億31

76万円で締結して、既設のITVカメラ全180台の外観点検等を実施するとともに、交換用のITVカメラ

30台の購入、交換等を実施することとしている。その後、機構は、ITVカメラの故障を放置していた

との指摘を原子力規制委員会から受けたことなどを踏まえて、同年10月に、既設のITVカメラ180台

全ての交換を実施するために、交換用のITVカメラ150台等を購入する契約(追加購入契約)を契約額

2970万円で締結している。そして、同年11月及び27年3月に点検契約の契約変更を行い、交換を実施

するITVカメラの台数を30台から180台全てに変更するなどして契約額を1億6880万円に変更している。

2 検査の結果

点検契約の仕様書等によれば、ITVカメラの点検及び交換は、①既設のITVカメラ180台全ての外観

点検等を実施すること、②外観点検等の実施後に既設のITVカメラ180台全ての交換を実施すること

などとされていた(交換前に実施する外観点検等を｢交換前点検｣)。そして、仕様書等に基づき、既

設のITVカメラ180台全てについて、交換前点検が実施された上で、交換が実施されていた。

しかし、既設のITVカメラは180台全てが交換の実施により撤去されることから、所定の機能を発

揮し得る状態にあることを確認するための交換前点検を実施する必要はなかった。

また、機構は、点検契約及び追加購入契約により、交換用のITVカメラ180台等を購入して、故障

の有無にかかわらず既設のITVカメラ全ての交換を実施していた。この理由について、機構は、運用

開始から7年半以上が経過していて経年劣化による機能低下が見込まれる一方、ITVカメラの更新目

安が7年程度であることを踏まえたためとしている。

しかし、既設のITVカメラの中には、点検契約による交換の実施以前に、既に交換済であったもの

が8台含まれていた。これら8台のITVカメラは、26年11月の時点で、使用期間が33か月から45か月ま

での期間となっていて、上記の更新目安は経過しておらず、故障実績もなかった。そして、機構は

27年2月に保全計画を改訂して、ITVカメラは故障の有無にかかわらず76か月ごとに交換を実施する

こととしているが、上記の使用期間はこの交換期間も経過していなかった。

さらに、機構は、点検契約による交換の実施時点において、新品のITVカメラ1台を保管していた

にもかかわらず、これを交換に使用していなかった。

したがって、点検契約及び追加購入契約において、ITVカメラ180台のうち交換不要な8台分を除く

172台分の交換前点検、既に交換済であった8台分の交換及びこの8台と保管されていた新品の1台を

合わせた9台分の購入を業務内容に含める必要はなく、これらを除いて契約額を修正計算すると、点

検契約は1億6334万円、追加購入契約は2736万円となり、本件契約額1億6880万円、2970万円はこれ

らに比べてそれぞれ540万円、230万円割高となっていて、不当と認められる。
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－国立大学法人東京大学－

研究費の不正使用に伴う返還金に係る積立金の経理が不当

１件 不当金額(収入支出外) ４８６万円

1 積立金の経理の概要

国立大学法人等の中期目標期間終了時の積立金の処分については、国立大学法人法の規定に基づ

き、国立大学法人等は、中期目標期間の最後の事業年度において、積立金の額から次の中期目標期

間の業務の財源に充てるために文部科学大臣の承認を受けた額を繰り越すことができる(この文部科

学大臣の承認を｢繰越承認｣)とともに、繰り越す額を控除してなお残余があるときは、その残余の額

を国庫に納付しなければならないこととなっている。

また、研究費の不正使用に伴う返還金については、｢平成22年度決算における留意事項について｣

及び｢国立大学法人の会計処理上の留意点について｣によれば、国立大学法人等は、返還金を自己収

入として受け入れるとともに、中期目標期間終了時には、繰越承認の対象外となる決算剰余金(積立

金)として国庫納付することとされている。

そして、国立大学法人等は、研究費の不正使用に伴う返還金については、毎事業年度、文部科学

省に提出する財務諸表等の補足資料に記入して報告することとなっている。

2 検査の結果

国立大学法人東京大学は、第2期中期目標期間の最後の事業年度(27事業年度)における会計処理と

して、積立金の額621億8867万円から、繰越承認を受けた額620億3886万円を控除した残余の額1億4

981万円を28年7月に国庫納付していた。

また、東京大学は27年3月に、大学院工学系研究科の事務補佐員が給与を過大に請求するなどして

不正に受給した研究費486万円の返還を受けていた。

しかし、東京大学は、上記研究費の不正使用に伴う返還金について、26事業年度の財務諸表等の

補足資料において繰越承認の対象外となる額として文部科学省に報告していなかった。そして、返

還金額486万円は第2期中期目標期間終了時に繰越承認の対象外となる決算剰余金(積立金)とされて

いなかった。

したがって、東京大学は、第2期中期目標期間終了時に上記の返還金額486万円を国庫納付してお

らず、不当と認められる。
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－株式会社商工組合中央金庫－
       

危機対応業務に係る貸付けの要件を確認するために事業者から受領した試算表等を改ざんするなど

して、要件を満たしていない事業者に対して貸付け及び利子補給金の支給を実施

５件 不当金額(支出) １億６８８２万円

1 危機対応貸付けの概要

株式会社商工組合中央金庫(商工中金)は、危機対応円滑化業務の主務大臣が指定する金融機関と

して指定を受けたもの(指定金融機関)とみなすこととされ、危機対応業務に係る貸付け(危機対応貸

付け)を行っている。

危機対応業務は、指定金融機関が、危機事象で受けた被害によって業況や資金繰りが悪化してい

る事業者に対して、必要な資金の貸付けや利子補給を行うなどするものであり、危機対応貸付けの

要件は、危機事象の影響を受けて、一時的に売上げの減少その他の業況の悪化を来している事業者

を対象とすることなどとなっている。このため、商工中金は、事業者において、危機事象の影響を

受けて売上げの減少その他の業況の悪化を来していることを確認するために、事業者から試算表等

の提出を受けて、その内容を確認するなどしている。また、危機対応円滑化業務の主務大臣は、従

業員の雇用の維持又は拡大に取り組む事業者に対して、商工中金から利子補給が行われるようにし

ている(雇用維持利子補給)。ただし、商工中金は、危機対応貸付けの貸付日からおおむね6か月の間

に常時使用する従業員数が減少した場合、利子補給を取り消して、貸付けの当初に遡って当該取消

分の支払請求を行うこととなっており、貸付日からおおむね6か月後に常時使用する従業員数の確認

(6か月後確認)を行っている。

2 検査の結果

5支店において、事業者から受領した試算表等を職員が改ざんして、業況の悪化等の危機対応貸付

けの要件を満たしていない事業者に対して貸付け及び利子補給金の支給を行っていたり、事業者か

ら受領した根拠資料を職員が改ざんするなどして、6か月後確認の時点で雇用が維持されておらず、

雇用維持利子補給の要件を満たしていない事業者に対して雇用維持利子補給を継続して行ったりし

ていた。

このように、危機対応貸付けの要件を満たしていない事業者に対して貸付けを行うなどしていた

事態は著しく適正を欠いており、貸付金額1億6500万円、支給済利子補給金額161万円及び支給済雇

用維持利子補給金額220万円、計1億6882万円が不当と認められる。

部局等 年度 不当と認める 左に係る不当と 不当と認める 計
貸付金額 認める支給済 支給済雇用維持

利子補給金額 利子補給金額
平成 円 円 円 円

札幌支店 26～28 － － 17万 17万
新宿支店 24

25～28 1億 108万 － 1億0108万
池袋支店 24

25～28 5000万 53万 91万 5144万
高松支店 27 1500万 － － 1500万
鹿児島支店 25～28 － － 111万 111万

計 1億6500万 161万 220万 1億6882万
(注) 2段書きとなっている年度欄の上段は貸付けを実行した年度、下段は株式会社日本政策金融公庫が商工中金に利
子補給金を支給した年度である。
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(２) 意見を表示し又は処置を要求した事項
～目 次～

【府省・団体名】 ＜件 名＞ ページ

総 務 省

34条処置要求

・宇宙電波監視施設等を構成する設備等の物品管理簿及び国有財産台帳

への記録について(総務大臣宛て)････････････････････････････････ １７１

外 務 省

34条処置要求

・日本NGO連携無償資金協力により供与した贈与資金の残余金の国庫へ

の返還について(外務大臣宛て)･･････････････････････････････････ １７３

36条意見表示

・政府開発援助の効果の発現について(外務大臣及び独立行政法人国際

協力機構理事長宛て)･･･････････････････････････････････････････ １７５

文部科学省

36条意見表示

・高校生等奨学給付金における学校の代理受領による授業料以外の教育

費への充当について(文部科学大臣宛て)･･････････････････････････ １７８

厚生労働省

34条処置要求、36条意見表示、36条処置要求

・第三者行為事故に係る年金の支給と損害賠償との調整に関する事務に

ついて(厚生労働大臣及び日本年金機構理事長宛て)････････････････ １８０

34条処置要求、36条処置要求

・データ入力等の請負等業務における監督、検収等について(厚生労働

大臣宛て)･････････････････････････････････････････････････････ １８２

34条処置要求、36条処置要求

・国民年金等事務取扱交付金による協力・連携事務の実施について(厚

生労働大臣宛て)･･･････････････････････････････････････････････ １８４
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厚生労働省

36条意見表示

・労災診療費の算定における労災治療計画加算について(厚生労働大臣

宛て)･････････････････････････････････････････････････････････ １８６

36条意見表示

・独立行政法人福祉医療機構の労災年金担保貸付勘定における政府出資

金の規模について(厚生労働大臣及び独立行政法人福祉医療機構理事

長宛て)･･･････････････････････････････････････････････････････ １８８

36条処置要求

・地域支援事業交付金における介護自立支援事業に係る交付金交付対象

者について(厚生労働大臣宛て)･･････････････････････････････････ １９０

36条処置要求

・建設労働者確保育成助成金における助成金単価の設定について(厚生

労働大臣宛て)･････････････････････････････････････････････････ １９２

農林水産省

34条処置要求

・国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業の実施について(農

林水産大臣宛て)･･･････････････････････････････････････････････ １９４

34条処置要求

・毎木検知による検知業務の請負に係る費用の積算について(林野庁長

官宛て)･･･････････････････････････････････････････････････････ １９６

34条処置要求、36条意見表示、36条処置要求

・農業農村整備事業等により整備した小水力発電施設の売電収入に係る

国庫納付制度の運用について(農林水産大臣宛て)･･････････････････ １９８

36条処置要求

・農山漁村の活性化のために実施された事業の達成状況の評価等につい

て(農林水産大臣宛て)･･････････････････････････････････････････ ２００
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農林水産省

36条処置要求

・危険地区の山地災害対策の強化に資する治山事業の計画の適切な策

定、ソフト対策との連携等について(林野庁長官宛て)･･････････････ ２０２

36条処置要求

・米穀周年供給・需要拡大支援事業の実施について(農林水産大臣宛て) ２０５

経済産業省

34条処置要求、36条処置要求

・再生可能エネルギー熱利用加速化支援対策事業の実施状況等について

(資源エネルギー庁長官宛て)････････････････････････････････････ ２０７

国土交通省

36条意見表示

・一般国道等の路面下空洞対策に係る費用の負担について(国土交通大

臣宛て)･･･････････････････････････････････････････････････････ ２１０

環 境 省

34条処置要求

・委託事業により取得した物品の管理等について(原子力規制委員会委

員長宛て)･････････････････････････････････････････････････････ ２１２

34条処置要求

・循環型社会形成推進交付金事業により整備する汚泥再生処理センター

における資源化設備の機器の処理能力の決定について(環境大臣宛て) ２１５

防 衛 省

36条意見表示

・防衛装備品等に係るコストデータを一元的に管理して分析等を行うパ

イロットモデルシステムの整備等について(防衛装備庁長官宛て)････ ２１７

日本中央競馬会

34条処置要求、36条処置要求

・畜産振興事業に係る助成金の交付額の算定について(日本中央競馬会

理事長宛て)･･･････････････････････････････････････････････････ ２１９
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東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式

会社

34条処置要求、36条意見表示

・道路構造物の点検等について(東日本、中日本、西日本各高速道路株

式会社代表取締役社長宛て)･････････････････････････････････････ ２２１

日本年金機構

34条処置要求

・日本年金機構による地方公共団体情報システム機構に対する本人確認

情報の照会に係る情報提供手数料の支払について(日本年金機構理事

長宛て)･･･････････････････････････････････････････････････････ ２２４

34条処置要求、36条意見表示、36条処置要求

・第三者行為事故に係る年金の支給と損害賠償との調整に関する事務に

ついて(厚生労働大臣及び日本年金機構理事長宛て)････････････････（１８０ページ参照）

国立研究開発法人森林研究・整備機構

36条処置要求

・水源林造成事業における保育(搬出)間伐に係る収益分収対象額の算定

について(国立研究開発法人森林研究・整備機構理事長宛て)････････ ２２６

独立行政法人国際協力機構

36条意見表示

・政府開発援助の効果の発現について(外務大臣及び独立行政法人国際

協力機構理事長宛て)･･･････････････････････････････････････････（１７５ページ参照）

独立行政法人福祉医療機構

36条意見表示

・独立行政法人福祉医療機構の労災年金担保貸付勘定における政府出資

金の規模について(厚生労働大臣及び独立行政法人福祉医療機構理事

長宛て)･･･････････････････････････････････････････････････････ (１８８ページ参照)
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－総務省－
        

宇宙電波監視施設等を構成する設備等の物品管理簿及び国有財産台帳への記録について(総務大臣宛

て)

国有財産として管理すべき設備等の価格(収入支出外) ９億２５５３万円

1 宇宙電波監視施設等の管理等の概要

(1) 電波監視施設の概要

総務省は、人工衛星からの電波及び国内外から到来する短波帯以下の周波数の電波を監視する

ことなどを目的として、電波監視施設を整備している。電波監視施設のうち宇宙電波監視施設は

平成10年度から、短波監視施設は5年度から、全国各地に順次整備されている。

宇宙電波監視施設は、静止衛星監視施設及び非静止(周回)衛星監視施設で構成され、いずれも

関東総合通信局管内の三浦電波監視センターに設置されている。このうち、静止衛星監視施設は、

屋外に設置された直径13ｍ級のパラボラ空中線(パラボラアンテナ)、制御装置等を収納するシェ

ルタ等と、三浦電波監視センターの庁舎内に設置されたセンタ局とで構成されている。また、非

静止(周回)衛星監視施設は、屋外に設置された高さ8ｍの鉄塔、その上に取り付けられた小型のパ

ラボラアンテナ等並びにシェルタ及びセンタ局とで構成されている。

短波監視施設は、5総合通信局等の各管内に設置されている。同施設は、屋外に設置され電波
(注)

を受信して発射源の方位等を測定する方探用空中線(方探用アンテナ)、制御装置等、当該制御装

置等を収納する方探舎、センタ局で構成されている。

(注) 5総合通信局等 北海道、関東、北陸、九州各総合通信局、沖縄総合通信事務所

(2) 宇宙電波監視施設等の管理

総務本省は、上記の宇宙電波監視施設及び短波監視施設(宇宙電波監視施設等)を構成するパラ

ボラアンテナや方探用アンテナ等(これらを｢設備等｣)を調達して設置等する契約を請負者と締結

しており、設置された設備等は総合通信局等により管理されている。

(3) 国及び総務省における物品の管理等

物品管理法において、物品とは、国が所有する動産のうち船舶、航空機等国有財産法により国

有財産とされる財産等以外のものなどと定められている。そして、民法によれば、動産とは不動

産以外の物すべてとされており、不動産とは土地及びその定着物とされている。

物品管理法等によれば、取得価格が50万円以上の国の機械及び器具については、物品管理官が

物品管理簿にその取得価格等を記録することとされている。

同省では、同本省に属する物品については大臣官房会計課企画官が、各総合通信局等に属する

物品については総合通信局総務部長等が、それぞれ物品管理官として管理している。

(4) 国における国有財産の管理等

国有財産法によれば、国有財産とは、国の負担等により国有となった財産のうち不動産、船舶、

航空機等とされている。そして、各省各庁の長又は部局等の長は、国有財産の取得、処分等があ

った場合には、国有財産法施行細則の国有財産区分種目表で定められた区分及び種目により、国

有財産台帳に記録することとなっている。国有財産台帳に記録すべき価格については、国有財産

法施行令において、建物、工作物等については、建築費又は製造費とすることなどとなっている。

また、同施行令によれば、毎会計年度、当該年度末の評価額により国有財産の台帳価格を改定し

なければならないこととされている。

2 本院の検査結果

同省は、請負者と契約を締結して、宇宙電波監視施設等計7施設を構成する設備等を調達して設置

作業等を実施させることとしていた。同本省の物品管理官は、上記の設備等が国有財産区分種目表

に明示されていないことなどから国有財産ではなく物品に該当するとして、物品管理簿には、上記

の設備等の数量を施設ごとに一式として記録し、調達、設置等に要した費用から設置等に要した費
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用を除いた額を、物品管理簿価格として記録していた。そして、その後、管理換が行われ、各総合

通信局等の物品管理官が上記の設備等を物品として管理していた。

しかし、上記の設備等のうち一部のパラボラアンテナ等は、敷地内の土地に基礎工事を施した上

で強固に固定されていて土地の定着物であるため、前記の民法の規定により不動産であって動産で

はないことから、物品管理法上の物品ではなく、国有財産法上の国有財産と認められた。

したがって、上記のパラボラアンテナ等については、物品ではなく国有財産として管理すべきも

のであったと認められる(5総合通信局等の計7施設において国有財産として管理すべきパラボラアン

テナ等の物品管理簿価格計9億2553万円(物品管理簿価格の内訳が不明な3施設の価格を除く。)。表

参照)。なお、上記のパラボラアンテナ等を国有財産台帳に記録する際には、その設置等に要した費

用(計2億6724万円)を含めた上で当該年度末の現況において評価した額が国有財産の台帳価格となる。

3 本院が要求する是正の処置及び求める是正改善の処置

物品管理簿及び国有財産台帳(これらを｢物品管理簿等｣)については、その記録内容に基づいて、

毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額の報告書が作成され、物品及び国有財

産(これらを｢物品等｣)の現在額等が内閣から国会に報告されていて、国民に対して物品等の現況を

明らかにするという性格を有するものとなっており、正確に物品管理簿等に記録することは、極め

て重要である。

ついては、同省において、宇宙電波監視施設等を構成する設備等が物品管理簿等に正確に記録さ

れるよう、次のとおり是正の処置を要求し及び是正改善の処置を求める。

ア 物品として管理している宇宙電波監視施設等を構成する設備等のうち国有財産として管理すべ

き設備等に係る物品管理簿の価格を減ずるとともに、当該設備等を国有財産として国有財産台帳

に正確に記録すること

イ 宇宙電波監視施設等を構成する設備等について、物品又は国有財産としての管理が適切に行わ

れるよう、設備等ごとに物品と国有財産の区分を明確にして、関係部局に周知するなどして、今

後調達して設置等する宇宙電波監視施設等を構成する設備等を物品管理法等に従って物品管理簿

等に正確に記録するための事務処理体制を整備すること

【当局が講じた処置】

同省は、次のような処置を講じていた。

ア 30年4月に各総合通信局等に対して事務連絡を発して、宇宙電波監視施設等を構成する設備等の

うち国有財産として管理すべき設備等について、物品管理簿の価格を減ずるとともに国有財産台

帳に登録するよう指示した。これを受けて各総合通信局等は、同月中に、当該設備等について物

品管理簿及び国有財産台帳に適正に記録した。

イ 同年5月に同省所管の物品管理官及び国有財産部局長に対して通達を発して、宇宙電波監視施設

等を構成する設備等について、設備等ごとに物品と国有財産の区分の基本的な考え方を周知する

などして、物品管理簿等に正確に記録するための事務処理体制を整備した。

表　物品ではなく国有財産として管理すべき設備等の概要

電波監視
施設の分類

総合通
信局等

所在地 施設名
左の施設を構成する
設備等の設置等年度

物品ではなく国有財産
として管理すべき設備等

関東
神奈川県
三浦市

静止衛星
監視施設

平成
21、26、27 24億8833万

円
パラボラアンテナ２基

シェルタ３棟等
7億8357万

円

関東
神奈川県
三浦市

非静止(周回)
衛星監視施設

27 6億4438万 シェルタ１棟 972万

北海道 北海道千歳市 千歳センサ局 18 2億5981万 方探用アンテナ10基 不明　(注)

関東 千葉県東金市 東金センサ局 16 3億0124万 方探用アンテナ９基 不明　(注)

北陸 石川県珠洲市 珠洲センサ局 23 3億2521万 方探用アンテナ10基 3570万

九州 熊本県阿蘇市 阿蘇センサ局 17 2億5145万 方探用アンテナ10基 不明　(注)

沖縄 沖縄県石垣市 石垣センサ局 28 3億4705万 方探用アンテナ11基 9653万

46億1751万 9億2553万計

宇宙電波
監視施設

短
波
監
視
施
設

設備等に係る
物品管理簿価格

左の設備等に係る
物品管理簿価格

(注) 千歳センサ局、東金センサ局及び阿蘇センサ局は、設置から年数が経過し、経費内訳はあるものの経費明細が残っていないことから、金額を算定で
 きない。
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－外務省－
       

日本NGO連携無償資金協力により供与した贈与資金の残余金の国庫への返還について(外務大臣宛て)

贈与資金の精算に時間を要して残余金の国庫への

返還が遅れている残余金額(支出) ６１９８万円

1 制度の概要

(1) 日本NGO連携無償資金協力の概要

外務省は、国際協力を行う非営利の市民組織(NGO)が開発途上にある海外の地域で行う経済社会開

発事業を対象として、事業の実施に必要な資金を供与する日本NGO連携無償資金協力(｢Ｎ連無償｣。

Ｎ連無償を受けてNGOが実施する経済社会開発事業を｢Ｎ連事業｣)を実施している。Ｎ連無償の実施

に当たっては、同省は、支援の対象となるNGO、事業分類、経費等を規定した｢日本NGO連携無償資金

協力申請の手引き(実施要領)｣(手引)を毎年度定めている。

手引によれば、Ｎ連事業の事業期間は原則として12か月以内とされており、1事業当たりの資金供

与限度額は、事業分類等により、基本的な事業については5000万円とされ、その他の事業について

は1000万円から1億円までの範囲で設定されている。贈与資金の供与に当たって締結する贈与契約は、

Ｎ連事業の実施地域を管轄している在外公館又は代表事務所(在外公館等)とNGOとの間で締結する贈

与契約(在外公館契約)を基本とするとされているが、Ｎ連事業の実施地域の政府の法律・規則等の

制約により我が国からの送金ができないなどの場合は、例外的に外務本省とNGOとの間で締結する贈

与契約(本省契約)とすることがあるとされている。

(2) Ｎ連事業の申請から完了までの事務の流れ

Ｎ連事業の申請から完了までの事務は、原則として次のように行うこととされている。①NGOは、

同省国際協力局政策課民間援助連携室(担当部局)に事業目的、事業概要、事業管理体制等を記載し

た事業申請書を提出する。②担当部局は、在外公館等と共に、提出された事業申請書により申請内

容の妥当性を審査するなどして承認の可否を決定する。③承認されたＮ連事業については同本省又

は在外公館等がNGOと贈与契約を締結して、本省契約については同本省が、在外公館契約については

在外公館等がそれぞれ贈与契約に基づきNGOに贈与資金を供与する。④贈与資金を受領したNGOは、

贈与資金によりＮ連事業を実施して、Ｎ連事業が終了したら、事業終了日から3か月以内にＮ連事業

の概要、成果、残余金額等を記載した完了報告書等を贈与契約の種類に応じて担当部局又は在外公

館等に提出する。⑤担当部局又は在外公館等は、提出を受けた完了報告書等を審査し、贈与資金の

精算を行う。⑥担当部局又は在外公館等は、贈与資金の精算の結果、残余金が生じていることが確

認された場合は、NGOに残余金の返還を指示し、NGOは、当該指示に基づき、残余金を国庫に返還す

る。

2 本院の検査結果

同本省及び17在外公館等が平成25年度から29年度までに贈与契約を締結して30年5月末までにNG
(注)

Oから完了報告書等が提出された贈与契約締結額4000万円以上のＮ連事業計123事業(贈与契約締結額

計76億9330万円)を対象として検査したところ、次のような事態が見受けられた。

上記の123事業については、いずれも、手引に基づいてNGOに対して贈与資金の残余金の返還を指

示することができるように、贈与契約において、残余金が生じている場合は残余金を国庫に返還し

なければならないことが明記されていた。そこで、123事業のうち完了報告書等において贈与資金の

残余金が生じているとしていた計120事業について、速やかに贈与資金の精算が行われ、残余金が国

庫に返還されているかをみたところ、同年6月末現在において、贈与資金の精算に時間を要していて

完了報告書等が提出されてから1年以上経過しているのに残余金の返還に至っていないものが計11事

業(残余金額計5125万円)あり、この中には約3年10か月経過しているのに残余金の返還に至っていな
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いものが1事業(残余金額304万円)あった。また、贈与資金の残余金の返還に至っているものの精算

に時間を要していて完了報告書等が提出されてから返還までに1年以上要したものが計4事業(残余金

額計1072万円)あった。

上記のＮ連事業計15事業(残余金額計6198万円)はいずれも本省契約であり、担当部局による贈与

資金の精算に時間を要しているため、残余金の国庫への返還が遅れているものであった。このよう

に贈与資金の精算に時間を要している理由について、同省は、Ｎ連無償開始以降、Ｎ連事業の実施

地域の増加に伴って本省契約が増加するなどして担当部局のＮ連無償に係る業務量が増加している

中で、贈与資金の精算に当たり、完了報告書と共に提出された支払明細の内容について確認を行う

のに時間を要したり、担当部局における人事異動による担当者の交替に伴い一時的に事務の空白期

間が生じたりしたなどのためであるとしている。

そこで、担当部局におけるＮ連事業の申請内容の審査から贈与資金の精算までの事務処理の実施

体制等についてみたところ、各担当者は、複数のＮ連事業について申請内容の審査から贈与資金の

精算までの事務処理を一貫して行っていて、当該年度のＮ連事業の申請内容の審査と前年度以前に

実施されたＮ連事業の贈与資金の精算の事務処理を並行して実施することとなっていた。

そして、各担当者は、当該年度のＮ連事業の申請内容の審査については限られた期限内に贈与契

約を締結することが求められることから優先的に行っている一方で、贈与資金の精算については手

引等において明確な精算の終了期限が定められていないことなどから断続的にしか行っていなかっ

た。

しかし、担当部局では、定期的な部局内での報告、管理簿の作成等を行うことによるＮ連事業ご

との贈与資金の精算の進捗管理を組織的に行っていなかったことから、担当部局全体として贈与資

金の精算に時間を要して残余金の国庫への返還が遅れている事態を把握しておらず、担当部局内の

担当者間の業務の配分を見直すなどした上で贈与資金の精算に係る事務処理の工程を定めて残余金

の国庫への返還が遅れているＮ連事業の贈与資金の精算に優先的に取り組むなどの対応を執ってい

なかった。

このように、Ｎ連事業の実施に当たり、贈与資金の精算に時間を要して残余金の国庫への返還が

遅れている事態は適切ではなく、是正及び是正改善を図る要があると認められる。

(注) 17在外公館等 在インドネシア、在カンボジア、在ネパール、在東ティモール、在フ
ィリピン、在ベトナム、在モンゴル、在ラオス、在パラオ、在ハイチ、在タジキス
タン、在ウガンダ、在ケニア、在ザンビア、在マラウイ各日本国大使館、在チェン
マイ日本国総領事館、対パレスチナ日本政府代表事務所

3 本院が要求する是正の処置及び求める是正改善の処置

同省において、贈与資金の精算に時間を要して残余金の国庫への返還が遅れているＮ連事業11事

業について、速やかに精算を完了し、NGOに残余金を国庫に返還させるよう是正の処置を要求すると

ともに、今後贈与資金の精算を行うＮ連事業について、定期的な部局内での報告、管理簿の整備等

により、贈与資金の精算に時間を要して残余金の国庫への返還が遅れているＮ連事業を組織的に把

握して、担当者間の業務の配分を見直すなどした上で贈与資金の精算に係る事務処理の工程を定め

て優先的に精算に取り組むなどの体制を担当部局において整備することにより、残余金を早期に国

庫に返還させるよう是正改善の処置を求める。
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－外務省、独立行政法人国際協力機構－

政府開発援助の効果の発現について(外務大臣及び独立行政法人国際協力機構理事長宛て)

指摘の背景となった援助の効果が十分に発現していないと認められる

事業に係る贈与額(支出) ６億２９６１万円

指摘の背景となった援助の効果が十分に発現していないと認められる

事業に係る貸付実行累計額(支出) ６６億６０００万円

1 政府開発援助の概要

平成29年度における政府開発援助の実績は、外務省及び独立行政法人国際協力機構が実施した無

償資金協力1915億2405万円、機構が実施した技術協力675億1850万円及び有償資金協力1兆1385億24

83万円となっている。

2 本院の検査及び現地調査の結果

同省及び機構において会計実地検査を行うとともに、9か国の95事業について現地調査を実施し
(注)

た結果、次の事業については援助の効果が十分に発現していなかった。

(注) 9か国 ボリビア多民族国、カンボジア王国、エチオピア連邦民主共和国、ジョージ
ア、ガーナ共和国、ペルー共和国、サモア独立国、タンザニア連合共和国、ウズベ
キスタン共和国

(1) 無償資金協力：太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画(贈与額6億1000万円)

この事業は、ガーナにおいて太陽光発電設備の設置等を行うものである。検査及び現地調査を

実施したところ、パワーコンディショナ5台のうち3台が故障により稼働しておらず、これらに接

続された太陽光パネル3基からの電力を得られない状況となっていた。そして、事業実施機関は、

太陽光発電設備の調達代理店である本邦企業に修理を依頼したものの、対応が図られないままと

なっていた。機構は、太陽光発電設備の導入実績がない事業実施機関に技術指導を行っていたが、

事業実施機関に対して、故障等の技術的障害が発生した際に技術的な経験の不足等による意思疎

通の不足等から本邦企業等による速やかな対応が図られない場合には機構に連絡することを周知

していなかったため、事業実施機関は、本邦企業による対応が図られていないことを機構に連絡

していなかった。

(2) 草の根・人間の安全保障無償資金協力(草の根無償)

ア アディス・アベバ市キルコース副都市助産院機材整備計画(贈与額979万円)

この事業は、エチオピアにおける既存のクリニックに医療用の機材を整備するものである。

検査及び現地調査を実施したところ、事業実施機関は、機材の整備を行い、事業を完了してい

たものの、エチオピア政府の定めた助産院の開業基準を満たすことができず、より高水準の治

療を行える助産院として開業できない状況となっていた。在エチオピア日本国大使館(エチオピ

ア大使館)は、事業計画策定時に、機材を整備することにより開業基準を満たしていることを確

認しているとしていた。しかし、事業実施機関は、機材の整備以外の開業基準を満たしている

か検討しておらず、エチオピア大使館は、機材以外に満たす必要のある開業基準の内容を十分

に確認していなかった。

イ サクモノ産科診療所建設計画(贈与額982万円)

この事業は、ガーナにおける産科診療所を建設するものである。検査及び現地調査を実施し

たところ、26年末の診療所の建物の概成後に、管轄の保険局から開業するための安全対策等の

指摘を受けたことなどにより、開業に約3年の遅延が生じ、29年9月の診療所開業後も配電公社

に申請をした電力の供給がなされておらず妊産婦の出産が行われていなかった。しかし、在ガ

ーナ日本国大使館は、事業が遅延していることを把握して随時状況を確認したとしているもの

の、事業実施機関に加えて、関係機関に対して状況の改善に向けた協議を行うなどの十分な働

きかけを行っていなかった。なお、本院の現地調査結果を踏まえて同大使館は事業実施機関及
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び配電公社に働きかけを行った結果、通電工事が完了し、保険診療を行うために必要な認可の

手続中となっている。

(3) 有償資金協力：イキトス下水道整備事業(貸付実行累計額66億6000万円)

この事業は、ペルーにおける下水道施設を整備するものである。検査及び現地調査を実施した

ところ、整備した下水道施設の下水処理場や下水管網、排水ポンプに不具合が生じていた。そし

て、このような施工状況の下で、運営維持管理機関である上下水道公社は引渡しを受けることは

できないとし、一方、事業実施機関は、施工業者及びコンサルタントに対して、ペルーの法律に

よる仲裁手続を開始するなどしていた。このように、本下水道施設については、下水道料金を徴

収して供用することができない状況となっていたことから、28年8月に下水処理場の稼働が停止さ

れていて、現地調査実施時においても停止されたままとなっていた。機構は、事業実施機関のよ

うな地方政府機関については、一般に、事業を実施する際に必要な統治能力が中央政府機関の水

準に達しないおそれがある上、事業実施機関が、我が国や他国の有償資金協力により事業を実施

した実績がなく、かつ、下水処理場の建設を伴う下水道施設を整備した実績がないことから、事

業実施機関との間で定期モニタリング会合を行うなどしていた。しかし、施工管理を行っていた

コンサルタントに対しては、機構は、貸付契約等に基づいて必要に応じて行うことができる施工

管理の実施状況についてのモニタリングを実施しておらず、事業実施機関から報告を受けるまで、

下水道施設に不具合等がある状況を把握していなかった。なお、機構は、本事業について工事の

完了に向けてペルー政府に対して累次にわたり働きかけを行ってきており、ペルー政府において

進められている法的整理の推移や工事の完了に向けた取組について確認しつつ今後も働きかけを

継続することとしている。

3 本院が表示する意見

援助の効果が十分に発現するよう、次のとおり意見を表示する。

ア 無償資金協力について

太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画については、機構において、事業実施機関、調

達代理店等に対して、故障したパワーコンディショナの修理が行われるよう働きかけを行うとと

もに、当該計画における事態を踏まえて、今後、無償資金協力を実施するに当たって、事業実施

機関においてこれまで導入実績がない太陽光発電設備の設置を主たる事業内容とする場合、故障

等の際に事業実施機関と本邦企業等間のみでは速やかな対応が図られないときには機構に連絡す

ることを周知すること

イ 草の根無償について

(ｱ) アディス・アベバ市キルコース副都市助産院機材整備計画については、同省において、事業

実施機関に対して、助産院としてより高水準の治療を行うことができるように開業基準を満た

すよう引き続き働きかけるとともに、当該計画における事態を踏まえて、今後、草の根無償を

実施するに当たって、既存の医療施設においてより高水準の治療を行う目的で機材の整備等を

行う場合、機材の整備以外に既存の医療施設に関して準拠しなければならない基準等の内容を

確認した上で、事業実施機関に対して当該基準を満たすための措置が執られているか確認する

こと

(ｲ) サクモノ産科診療所建設計画については、同省において、当該計画における事態を踏まえて、

今後、草の根無償を実施するに当たって、関係機関との協議等に起因して診療所の開業が遅延

したり、診療に制約を受けたりしていることを把握した場合、事業の促進及び計画に基づいた

診療の実施が行われるよう事業実施機関に加えて関係機関と協議を行うなど十分な働きかけを

行うこと

ウ 有償資金協力について

イキトス下水道整備事業については、機構において、当該事業における事態を踏まえて、今後、

有償資金協力を実施するに当たって、我が国や他国の有償資金協力による下水道整備事業を実施
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した実績がない地方政府機関であるなど、事業実施能力に配慮を要する事業実施機関が大規模な

事業を行う場合、貸付契約等に基づいて、事業実施機関から提出される事業進捗報告書や施工管

理を行っているコンサルタントに対するモニタリング等を通じるなどして、整備する施設に不具

合等が生じていないかについて確認を行うこと
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－文部科学省－
        

高校生等奨学給付金における学校の代理受領による授業料以外の教育費への充当について(文部科学

大臣宛て)

指摘の背景となった代理受領による充当を認めることの制度化が実施されていない

府県に交付された補助金相当額(支出) ７０億４０５８万円

1 高校生等奨学給付金の概要

(1) 高校生等奨学給付金制度の概要

文部科学省は、高等学校等(高校等)の生徒又は学生(生徒)の保護者等が授業料以外の教育に必

要な経費に充てるために奨学のための給付金(奨学給付金)の支給を受けることができることとす

ることにより、高校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄

与することを目的として、高校生等奨学給付金制度を実施している。同制度に係る交付要綱等に

よれば、奨学給付金は、都道府県知事又は都道府県教育委員会が生徒の保護者等に支給すること

とされている。そして、同省は、奨学給付金の支給に要する費用のうち、高等学校等修学支援事

業費補助金(奨学のための給付金)の対象として、都道府県が奨学給付金として支給した額の1/3の

額を上限として補助金を交付することとしている。

(2) 奨学給付金の支給手続

交付要綱等によれば、奨学給付金の支給は、受給権者である保護者等に対し行うこととなって

いるが、保護者等から奨学給付金の受給等を高校等に委任する旨の委任状の提出があった場合に

は、高校等は、保護者等に代わって奨学給付金を受領(代理受領)して、高校等が保護者等から徴

収することになっている教科書費、教材費等の授業料以外の教育費と相殺(代理受領した奨学給付

金を授業料以外の教育費と相殺することを｢代理受領による充当｣)を行うことができることとなっ

ている。

2 本院の検査結果

文部科学本省及び19府県において、平成26年度から29年度までに、19府県に所在する高校等の生
(注1)

徒の保護者等のうち高校等の所在する府県と同一の府県に住所を有する54万4524人に対して、奨学

給付金を支給するために交付された補助金相当額計142億4019万円を対象として検査したところ、次

のような事態が見受けられた。

(注1) 19府県 京都、大阪両府、岩手、栃木、群馬、千葉、富山、愛知、三重、和歌山、
鳥取、島根、岡山、広島、徳島、香川、福岡、宮崎、鹿児島各県

(1) 代理受領による充当の状況

交付要綱等において、都道府県は、代理受領による充当を行うなど、奨学給付金が授業料以外

の教育費に確実に活用されるような取組を推進することとなっていることから、19府県において

代理受領による充当が行われているか、その状況をみたところ、29年度において、表のとおり、

府県、学校設置主体別に区々となっており、国公立高校等については8府県、私立高校等について

は9府県において、代理受領による充当が行われていなかった。

表 代理受領による充当の状況(29年度)

注(1) 下線を付した府県は、代理受領による充当を認めることの制度化が実施されている府県である。
注(2) 国公立について、県立のみ行われていた島根、鹿児島両県が、｢行われている｣、｢行われていない｣の両方に計

上されているため、府県数の計は19とならない。

学校設置主体 代理受領による充当が行われている 代理受領による充当が行われていない

国公立
大阪府、群馬、富山、三重、和歌山、鳥取、島根(県立)、岡
山、広島、徳島、福岡、宮崎、鹿児島(県立)各県
＜13府県＞（うち、制度化が実施されている府県　12府県）

京都府、岩手、栃木、千葉、愛知、島根(県立以外)、
香川、鹿児島(県立以外)各県
＜8府県＞

私立
千葉、富山、愛知、三重、鳥取、島根、岡山、広島、宮崎、
鹿児島各県
＜10県＞（うち、制度化が実施されている県　9県）

京都、大阪両府、岩手、栃木、群馬、和歌山、徳島、
香川、福岡各県
＜9府県＞（うち、制度化が実施されている県　1県）
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また、府県が奨学給付金を支給するために定めている要綱等において、代理受領による充当を

認める規定が制定されているかなど、代理受領による充当を認めることの制度化の状況をみたと

ころ、29年度において、表のとおり、12府県(国公立高校等については9府県、私立高校等につい
(注2) (注3)

ては9府県)において、制度化が実施されていなかった(これらの12府県を｢制度化未実施府県｣。
(注4)

制度化未実施府県に対して交付された補助金相当額26年度7億5579万円、27年度13億6894万円、2

8年度23億2459万円、29年度25億9124万円、計70億4058万円)。

(注2) 12府県 京都、大阪両府、岩手、栃木、群馬、千葉、愛知、和歌山、島根、香川、
福岡、鹿児島各県

(注3) 9府県 京都府、岩手、栃木、千葉、愛知、和歌山、島根(県立以外)、香川、鹿児島
(県立以外)各県

(注4) 9府県 京都、大阪両府、岩手、栃木、群馬、愛知、和歌山、香川、福岡各県

(2) 制度化未実施府県における授業料以外の学校徴収教育費の未納の状況及び未納が生じている場

合における生徒への学業上の不利益の状況

制度化未実施府県における授業料以外の教育費が当該奨学給付金受給年度末において未納(授業

料以外の学校徴収教育費の未納)となっている保護者等(代理受領による充当が行われていた者を

除いて｢未納者｣)の状況をみたところ、26年度受給者293人、27年度受給者532人、28年度受給者6

67人、29年度受給者959人となっていた。

そして、代理受領による充当を認めることの制度化が実施されていないことにより、代理受領

による充当が行われないことで生じ得る生徒の不利益にはどのようなものがあるか、制度化未実

施府県においてこれをみたところ、未納者に係る生徒について、授業料以外の学校徴収教育費の

未納を理由に、当該未納額が支払われるまでの間、出席停止や仮進級となっていたり、卒業証書

の授与を保留されたり、高校等から除籍処分を受けたりなどして、現に学業上の不利益が生じて

いる者が26年度5県11校31人、27年度5県12校43人、28年度6県14校50人、29年度8府県23校69人と

なっていた。

＜事例＞

栃木県は、私立Ａ高等学校全日制課程に在籍する生徒Ｂの保護者Ｃに対して、27年度の奨学

給付金138,000円を交付していた。同県では代理受領による充当を認める規定が制定されておら

ず、現に代理受領による充当が行われていなかった。

生徒Ｂは、28年1月に自らの進路変更を理由として退学願を同校に提出して受理されているが、

この時点において27年度の授業料以外の教育費87,850円が未納となっていたことから、同校は、

生徒Ｂの退学後も引き続き保護者Ｃへ支払の督促を行っていた。しかし、支払がなされなかっ

たため、同校の学則に基づいて、授業料等を3か月以上滞納した者として、生徒Ｂは28年7月に

除籍処分を受けていた。この処分により、生徒Ｂは同校に入学及び在籍した履歴を失うことと

なった。

上記のとおり、制度化未実施府県において、奨学給付金が授業料以外の教育費に確実に活用さ

れるために必要な仕組みとなっておらず、未納者に係る生徒に学業上の不利益が生じていた事態

が見受けられるなどしていた。

3 本院が表示する意見

同省において、補助金の補助対象事業について、やむを得ないと認められる場合を除き都道府県

において代理受領による充当を認めることを制度化するなど、補助金が授業料以外の教育費に確実

に活用されるために必要な仕組みとなるための措置を講ずるよう意見を表示する。
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－厚生労働省、日本年金機構－
        

第三者行為事故に係る年金の支給と損害賠償との調整に関する事務について(厚生労働大臣及び日本

年金機構理事長宛て)

指摘の背景となった損害賠償金の受領状況等を把握できていないため、年金の支給と損害賠償

との調整が行われていない事案に係る調整の対象となる年金支給額(支出) １９億４９２９万円

1 第三者行為事故に係る年金の支給と損害賠償との調整に関する事務の概要

厚生労働省は、厚生年金保険法等に基づき、被保険者の老齢、障害又は死亡に関し、被保険者又

はその遺族(被保険者等)に対して、老齢厚生年金等の年金給付を行っている。このうち、年金給付

の原因である被保険者の障害又は死亡が第三者の行為によって生じたものであって、当該損害を被

った被保険者等に対して第三者が損害賠償の義務を負う場合(第三者行為事故)については、被保険

者等が第三者から損害賠償を受けたときには、国はその損害賠償額を限度として年金の支給停止が

できることとされている。また、年金の支給停止期間を定めるためには、損害賠償金の総額及びそ

の内訳(慰謝料等)並びに医療費等実支出額を把握する必要がある。

日本年金機構は、同省の監督の下で、同省から委任又は委託を受けて、第三者行為事故に係る年

金支給と損害賠償との調整に関する事務を行っている。そして、機構は、事務処理要領に基づき、

受給権者に対して、年金の申請時に、第三者行為事故状況届の提出を求めた上で、損害賠償金の総

額及びその内訳が確認できる資料、医療費等実支出額の領収証書等(確認書類)の提出を求めること

とされている。また、機構は、受給権者に対して確認書類の提出を勧奨するために、照会、再照会

及び督促を実施することとされており、さらに、最終督促を実施した上で、これに応じなかった受

給権者については、職権による支給停止を実施することができることとされている。さらに、機構

は、受給権者から同意書を得た上で、損害保険会社等に対して確認書類の提出を依頼することがで

きることとされている。

また、機構は、受給権者が損害賠償を受けた場合には、既に支給した年金に係る月数を含めて支

給停止期間を設定し、既に支給した年金に係る月数を除いた残りの期間について年金の支給停止を

行うとともに、既に支給した年金については、厚生年金保険法等に基づき、年金の内払とみなして

その後に支払う年金から差引調整すること(内払調整)などにより返還を求めることとなっている。

さらに、既に支給した年金に係る返還請求権については、受給権者が第三者から損害賠償を受け

た日の翌日から5年を経過した場合に消滅時効が成立するため、消滅時効が成立した場合、機構は、

内払調整等により年金の支給と損害賠償との調整を行うことができなくなったものとして処理(不該

当処理)することとなっている。

2 本院の検査結果

第三者行為事故を契機として障害厚生年金等を受給している受給権者について、平成29年度末現

在において年金の支給停止等の処理が行われていない事案(未処理事案)のうち、照会後5か月以上経

過しても回答がない事案2,655件及び28、29両年度において不該当処理を行った事案807件を対象と

して厚生労働本省及び機構本部において検査したところ、次の事態が見受けられた((1)ア、イ及び

(2)の事態には重複しているものがある。)。

(1) 督促等の手続に長期間を要していたり、同意書を取得できていなかったりしていて、損害賠

償金の受領状況等を把握できていないため、年金の支給と損害賠償との調整が行われていない

事態

ア 督促等の手続に長期間を要しており、損害賠償金の受領状況等を把握できていない事態

事務処理要領において、再照会、督促、最終督促及び職権による支給停止については、具

体的な事務手続は定められていない。未処理事案2,655件について、照会、再照会及び督促の

実施状況をみたところ、再照会及び督促に長期間を要しており、事務処理要領に定められた
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照会、再照会及び督促の回答期限等を単純に通算すると、第三者行為事故状況届の受付から

おおむね12か月経過した後に督促の実施に至ることになるが、その2倍となる24か月(2年)以

上を経過しているのに照会、再照会及び督促しか実施していない事案が967件(調整の対象と

なる年金支給額計14億0171万円)見受けられた。また、督促を実施した事案についても、最終

督促や職権による支給停止は実施されていなかった。さらに、上記967件の中には、既に支給

した年金の返還請求権について消滅時効が成立していると思料される事案が7件(調整の対象

となる年金支給額計1646万円)含まれていた。

イ 損害賠償金を受領したことは把握できているものの、受給権者から同意書を取得できて

いないため損害保険会社等に確認書類の提出を求めることができず、損害賠償金の総額や

その内訳を把握できていない事態

前記の2,655件について、確認書類の提出状況をみると、機構において、損害賠償金を受領

したことを把握できているにもかかわらず、受給権者から同意書の提出を受けていないため、

損害保険会社等に対して確認書類の提出を求めることができていない事案が345件(調整の対

象となる年金支給額計4億2202万円)見受けられた。

(2) 損害賠償金の受領状況は把握できているものの、医療費等実支出額を把握できていないため、

年金の支給と損害賠償との調整が行われていない事態

機構が支給停止期間を定めるために必要な医療費等実支出額は、受給権者から報告を受けない

限り把握することができない。

前記の2,655件の未処理事案について、年金の支給と第三者からの損害賠償との調整状況をみる

と、機構が照会や同意書等に基づいて損害賠償金の総額及びその内訳を把握できているものの、

医療費等実支出額について受給権者から回答がないため、支給停止期間を定めることができてい

ない事案が50件(調整の対象となる年金支給額計6308万円)見受けられた。また、前記の不該当処

理が行われた事案807件について、同様に、医療費等実支出額について受給権者から回答がないた

め、年金の支給停止期間を定めることができなかった事案が126件(調整の対象となる年金支給額

計2億3216万円)見受けられた。

3 本院が要求する是正の処置及び求める是正改善の処置並びに表示する意見及び要求する改善の

処置

機構において、第三者行為事故に係る損害について、督促等の手続に長期間を要している事案に

ついて、速やかに次の段階の手続をとるよう是正の処置を要求するとともに、年金の支給と第三者

からの損害賠償との調整が適切に行われるよう、次のとおり是正改善の処置を求め並びに意見を表

示し及び改善の処置を要求する。

ア 機構において、再照会、督促、最終督促及び職権による支給停止について具体的な手続を事

務処理要領に定めるとともに、当該事務処理要領に基づき、再照会等を適切に行うよう担当部局

に周知徹底すること(会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めるもの)

イ 機構において、受給権者から同意書を第三者行為事故状況届と併せて提出させるなど、年金

の支給開始前に同意書を取得する手続を整備することなどについて検討すること(同法第36条の規

定により意見を表示するもの)

ウ 機構において、損害賠償金の受領が明らかになっているにもかかわらず、医療費等実支出額

について受給権者が回答しない場合には、一旦医療費等実支出額がないものとして支給停止期間

を設定して、年金の支給と第三者からの損害賠償との調整を行うなどの手続を整備することにつ

いて検討すること(同法第36条の規定により意見を表示するもの)

エ 同省において、機構における第三者行為事故に係る年金の支給停止等の事務が適切に実施さ

れるよう、アからウまでについて、機構に対して必要な指導監督を行うこと(同法第36条の規定に

より改善の処置を要求するもの)
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－厚生労働省－
     

データ入力等の請負等業務における監督、検収等について(厚生労働大臣宛て)

事実と異なる検査調書等に基づいて代金を支払っていた請負契約の支払額(支出) １６８５万円

厚生労働省の承認の手続をとらずに業務の一部を下請けさせていた

請負契約の支払額(支出) ２億２００７万円

1 請負契約等の概要

(1) 厚生労働省における契約の事務、監督及び検収の体制

厚生労働省は、契約の事務を会計法等に基づいて実施している。厚生労働本省が、国の事務、

事業等に係る役務について、業者に請け負わせ、又は委託する契約(請負契約等)により実施しよ

うとする場合、①それぞれの業務を所掌している部局等(事業実施部局)の担当者は、業務の内容、

履行期限等を明記した仕様書等を含む役務の調達の要求書を作成して、大臣官房会計課経理室(一

般会計予算による契約であって、会計課長が支出負担行為担当官となる場合。｢契約実施部局｣)に

送付し、②契約実施部局は、仕様の決定、予定価格の算定、入札の実施等した上で、請負人、契

約額等を決定し、支出負担行為担当官が契約を締結することとしている。

会計法等によれば、支出負担行為担当官は、工事又は製造その他の請負契約を締結した場合、

自ら又は補助者に命じて、契約の適正な履行を確保するために必要な監督をしなければならない

などとされている(監督を命ぜられた職員を｢監督職員｣)。また、請負契約又は物件の買入れその

他の契約について、自ら又は補助者に命じて、給付の完了の確認をするために必要な検査(検収)

をしなければならないなどとされている(検収を命ぜられた職員を｢検査職員｣)。同省は、契約ご

とに当該契約に係る事業実施部局の職員を監督職員又は検査職員に任命している。検査職員は、

検収を行った場合には、契約金額が200万円を超えない契約である場合等を除き、検査調書を作成

しなければならず、当該検査調書に基づかなければ支払ができないなどとされている。

(2) 再委託及び下請の取扱い、仕様書等に定める機密保持条項等

同省は、｢再委託の適正化を図るための措置について｣を発して、契約書、仕様書等に再委託の

適正化を図るための取扱いを記載することとしている。また、再委託の承認に係る手続として、

契約相手方から再委託の必要性、内容等を記載した承認申請書を提出させて、再委託を行う合理

的な理由、再委託の相手方が再委託される業務を履行する能力等を審査し、その結果を契約相手

方に通知することとなっている。同省は、これらの再委託に係る取扱いについて、請負契約で実

施する場合の下請についても同様の取扱いをしている。

同省は、仕様書等において、請負人又は受託者(請負人等)に開示する情報を機密情報とし、請

負人等に対して、機密情報を機密にしておくために合理的な安全保障の予防措置を執ること、機

密情報の複写は事前に書面にて事業実施部局の許可を得た場合を除き禁止することなどとし、ま

た、請負人等が当該契約において知り得た個人に関する情報その他の業務上の秘密に関して、こ

れを第三者に漏らしてはならないなどとしている。

2 本院の検査結果

平成25年度から29年度までの間に同本省が株式会社SAY企画(SAY企画)と締結した請負契約等73件、

支払額計7億5833万円及びSAY企画以外の6会社と締結したデータ入力等の請負契約等21件、支払額計

2億2710万円を対象として検査した。

(1) 履行期限までに業務が完了していなかったのに完了したとする事実と異なる検査調書等を作成

するなどして代金を支払っていた事態

同省が、25、27、28、29各年度に、雇用均等・児童家庭局(29年7月11日以降は子ども家庭局)及

び社会・援護局の所掌に係る業務についてSAY企画等4会社と請負契約を締結した5契約(支払額計

1685万円)の履行期限は、契約書において各年度末の3月31日等となっていた。そして、同省は、
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検査職員等が作成した検査調書等に基づいて、いずれの契約についても、履行期限までに業務が

適正に完了したとして、契約代金全額を支払っていた。

しかし、実際には、いずれの契約においても履行期限までに業務が完了していなかったにもか

かわらず、検査職員等(4名)は契約の内容に適合する給付が完了したことを確認したとする事実と

異なる検査調書等を作成するなどしており、同省は、これらの検査調書等に基づき契約代金全額

を支払っていた。

また、これら5契約については、いずれも契約締結日が9月以降となっており、中には年度末の

2月になって契約を締結したものがあるなど、事業実施部局において、仕様書等を含む役務を調達

するための要求書の作成に当たって契約の適正な履行を確保する上で履行期間等が十分なものと

なっているかを十分に検討する必要があったと認められる。さらに、当該履行期間を前提とする

のであれば、履行期限までに履行を完了するために請負人において十分な実施体制等を有してい

る必要があるが、事業実施部局は実施体制等の確認を十分に行っていなかった。

(2) 厚生労働省の承認の手続をとらずに業務の一部を下請けさせていた事態

同省が大臣官房統計情報部(30年7月31日以降は政策統括官(統計・情報政策・政策評価担当))及

び社会・援護局の所掌に係る業務についてSAY企画と請負契約を締結した4契約(支払額計2億2007

万円)について、SAY企画における関係資料を確認したところ、下請の承認の手続がとられていな

いのに、データ入力等の業務の一部を、中華人民共和国に所在する2業者、ベトナム社会主義共和

国に所在する1業者及び我が国に所在する1業者に下請けさせており、当該業者が入力したデータ

をSAY企画に納入させるなどしていた。

上記の事態は、前記の同省が監督及び検収を実効性のあるものにするために契約において付し

た条件に違反するものであって、契約の適正な履行の確保等の観点から適切ではない。また、前

記の4契約については、いずれも仕様書等において機密保持の条項が定められており、機密保持の

観点からも適切ではない。

前記の4契約については、いずれも仕様書等において、同省は請負人の事業所に赴いて履行体制

及び履行状況を確認する立入調査ができるとしている。しかし、前記4契約のうち3契約について

は、監督職員等は立入調査を行っておらず、契約の内容に従った履行が行われているか十分に把

握していなかった。

3 本院が求める是正改善の処置及び要求する改善の処置

同省において、会計法令等に従った適正な契約事務が実施され、契約の適正な履行等が確保され

るよう、次のとおり是正改善の処置を求め及び改善の処置を要求する。

ア 検査職員等に対して、研修の実施等により、適正な契約事務が実施されるよう会計法令の遵守

を周知徹底すること(会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めるもの)

イ 事業実施部局において、仕様書等を含む要求書の作成に当たって、業者の履行期間等が契約の

適正な履行を確保する上で十分なものとなっているか十分検討するとともに、落札等した業者に

対する実施体制の確認等を十分に行うことについて周知徹底すること(同法第34条の規定により是

正改善の処置を求めるもの)

ウ 契約実施部局において、入札の実施等に当たり、応札等しようとする業者及び落札等した業者

に対して、下請等に係る条項を含む契約条項を遵守するよう周知徹底すること(同法第34条の規定

により是正改善の処置を求めるもの)

エ 監督職員の立入調査等により、承認の手続をとることなく下請等が行われていないかを含む履

行体制、履行状況等を確認するよう、立入調査等の対象及び方法を定めて周知徹底すること(同法

第36条の規定により改善の処置を要求するもの)
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国民年金等事務取扱交付金による協力・連携事務の実施について(厚生労働大臣宛て)

指摘の背景となった実績に基づかずに

算定されるなどしていた算定額(支出) ３２億０６２２万円

過大となっていた算定額(支出) ２億０６１７万円

1 国民年金等事務取扱交付金の概要

厚生労働省は、国民年金法等に基づき市町村が行っている基礎年金に係る事務等(法定受託事務)

の処理に必要な費用及び法定受託事務に付随して、市町村が国と協力・連携して実施する事務(協力

・連携事務)に係る費用に対して、市町村に国民年金等事務取扱交付金を交付している。

交付金のうち、協力・連携事務に係る交付金(協力・連携交付金)の交付額は、国民年金等事務費

交付金等交付要綱(交付要綱)によれば、協力・連携を行う場合に各市町村において現に要した費用

の額を上限として、各市町村が行った協力・連携事務の件数(算定基礎件数)に所定の単価を乗ずる

などして算定した額とされている。

2 本院の検査結果

20都道府県の128市区町が平成27、28両年度に実施した協力・連携事務について交付された協力
(注)

・連携交付金27年度23億1758万円、28年度23億3039万円、計46億4797万円を対象として検査したと

ころ、次のような事態が見受けられた。

(注) 20都道府県 東京都、北海道、大阪府、岩手、宮城、山形、福島、埼玉、千葉、神奈
川、静岡、愛知、兵庫、奈良、鳥取、島根、広島、福岡、大分、沖縄各県

(1) 協力・連携交付金に係る算定額の算定が適切に行われていないもの

ア 年金制度等に関する被保険者等からの相談に対する対応

(ｱ) 推計により算出した相談件数を算定基礎件数としていたもの

128市区町が算定基礎件数として計上していた年金制度等に関する被保険者等からの来訪に

よる相談(来訪相談)及び電話による相談件数についてみたところ、44市区町が計上した27年

度2,066,883件、28年度2,101,422件、計4,168,305件は、実績件数ではなく、一定期間の相談

件数をサンプル調査した結果を基に算出したり、資格取得届等や免除・納付猶予申請書及び

学生納付特例申請書(免除申請書等)の届出の件数や相談窓口に設置した発券機から発券した

番号札の枚数に一定の率を乗じたり、根拠が明確でない1日当たりの相談件数に開庁日数を乗

じたりなどして推計により算出した相談件数となっていた。したがって、これに係る算定額

27年度7億4407万円、28年度7億5651万円、計15億0058万円は、実績件数に基づいて算定され

ておらず、適切とは認められない。

(ｲ) 法定受託事務である相談件数を算定基礎件数に含めていたもの

同省は、免除申請書等を受理する際に、免除等に係る制度について説明を行った場合の相

談は法定受託事務の範囲に含まれることから、協力・連携事務の相談件数として計上しない

こととしている。しかし、上記の取扱いについては、交付要綱等に明記されていない。

128市区町のうち(ｱ)の26市区町を除いた残りの102市区が来訪相談に係る算定基礎件数とし

て計上していた相談件数についてみたところ、83市区が計上した27年度2,336,364件、28年度

2,348,937件、計4,685,301件は、被保険者等から免除申請書等を受理する際に免除等に係る

制度について説明を行った件数を含めて計上しており、その中の免除等に係る制度について

の説明のみを行った件数を除いていなかった。したがって、これに係る算定額27年度8億410

9万円、28年度8億4561万円、計16億8670万円は、法定受託事務となる場合を算定基礎件数か

ら除外せずに算定されており、適切とは認められない。

イ 法定受託事務により提供された電話番号の情報提供件数を算定基礎件数に含めていたもの

市町村が法定受託事務として免除申請書等を同省から委任又は委託を受けて国民年金保険料

の徴収等に係る事務を行っている日本年金機構の年金事務所等に送付する際に、免除申請書等
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に記載された被保険者の電話番号も提供されており、この場合に提供される電話番号は、協力

・連携事務として別途提供されているものではないが、交付要綱等では、この場合の取扱いに

ついては明記されていない。27年度103市区町、28年度102市区町が算定基礎件数として計上し

ていた電話番号の情報提供件数についてみたところ、27年度68市区町、28年度70市区町が計上

した27年度1,427,196件、28年度1,530,130件、計2,957,326件には、法定受託事務として年金事

務所等に送付した免除申請書等に記載された電話番号をもって情報提供を行ったとしているも

のが含まれていた。そして、このうち、免除申請書等の送付件数の記録が残っていた27年度64

市区町、28年度68市区町においては、これに該当するものが27年度741,648件、28年度812,699

件、計1,554,347件あったため、これに係る算定額27年度8528万円、28年度9346万円、計1億78

74万円が過大となっていた。また、免除申請書等の送付件数の記録が残っていなかった27年度

4市、28年度2市が算定した算定額27年度1094万円、28年度800万円、計1894万円には、法定受託

事務となる電話番号の提供件数を基に算定した分が含まれていて、適切とは認められない。

(2) 機構が市町村に対して重複した対象者について所得情報の提供を依頼していたもの

機構に対する所得情報の提供について、市町村は、機構からの依頼に対して回答した件数を算

定基礎件数として計上することとされている。そして、機構本部は、各年金事務所に対して、市

町村に対して追加依頼を行う場合には、機構のシステムに所得情報が収録されていない者(未収録

者)を対象者として行うことなどと指示している。128市区町を管轄区域としている121年金事務所

における所得情報の提供依頼の状況についてみたところ、27年度78年金事務所、28年度80年金事

務所、計84年金事務所は、27年度83市区町、28年度85市区町、計92市区町に対して追加依頼を行

っており、そのうち27年度22年金事務所、28年度25年金事務所、計31年金事務所は、追加依頼の

対象者を未収録者に限定せずに、既収録者を含めて所得情報の提供依頼を行っていた。そして、

追加依頼の対象者を未収録者に限定していた残りの27年度56年金事務所、28年度55年金事務所、

計62年金事務所について、1回目と2回目の依頼の対象者数を比較すると、2回目の依頼の対象者数

は、既収録者分が除かれるため、1回目より27年度平均61.4％、28年度平均62.6％減少していた

(このような割合を｢減少率｣)。一方、上記の31年金事務所について、同様の比較をすると、追加

依頼の対象者数は、既収録者分が含まれるため、減少率は27年度平均0.5％、28年度平均-3.0％と

なっていた。31年金事務所について、未収録者のみを対象者として所得情報の提供を管轄区域の

38市区町に対して依頼したとして、上記を踏まえて対象者の減少率を60.0％として追加依頼分の

算定基礎件数を試算すると、27年度282,185件、28年度360,934件となることから、これを基に算

定額を算定すると、27年度1101万円、28年度1641万円、計2743万円過大となっていた。

3 本院が求める是正改善の処置及び要求する改善の処置

同省において、協力・連携交付金の算定が適切に行われるよう、次のとおり是正改善の処置を求

め及び改善の処置を要求する。

ア 市町村に対して、算定基礎件数には協力・連携事務を行った実績件数を計上することを周知徹

底すること(会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めるもの)

イ 市町村が免除申請書等の提出を受けた際に免除等に係る制度についてのみ説明を行った場合の

相談及び市町村が年金事務所等に送付した免除申請書等に記載された電話番号は算定基礎件数に

含めないことを交付要綱等に明示すること(同法第36条の規定により改善の処置を要求するもの)

ウ 地方厚生(支)局に対して、交付申請書の審査の際に、算定額について｢国民年金事務に係る市町

村との協力・連携算定基礎表｣の根拠資料の確認等を十分に行うよう周知徹底すること(同法第34

条の規定により是正改善の処置を求めるもの)

エ 機構に対して、所得情報の追加依頼を行う場合は未収録者分を対象とすることについて各年金

事務所に周知徹底するよう指示すること(同法第36条の規定により改善の処置を要求するもの)
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労災診療費の算定における労災治療計画加算について(厚生労働大臣宛て)

入院診療計画書をもって労災治療計画書に代えるなどしていた

労災治療計画加算に係る労災診療費の支払額(支出) ８９５７万円

(前掲73ページ参照)

1 労災診療費の算定における労災治療計画加算の概要等

厚生労働省は、労働者災害補償保険法に基づき、業務上の事由又は通勤により負傷し又は疾病に

かかった労働者(傷病労働者)に対して療養の給付を行っている。

この療養の給付は、傷病労働者の請求により、都道府県労働局長の指定する医療機関又は労災病

院等(これらを｢指定医療機関等｣)において、診察、処置、手術等(診療)を行うものである。そして、

診療を行った指定医療機関等は、都道府県労働局(労働局)に対して診療に要した費用(労災診療費)

を請求することとなっており、労働局が請求内容を審査した上で支払額を決定して、これにより、

厚生労働本省が労災診療費を支払うこととなっている。

労災診療費は、｢労災診療費算定基準について｣(算定基準)等に基づき算定することとなっている。

算定基準によれば、労災診療費は、①原則として、健康保険法等に基づく保険診療に要する費用の

額の算定に用いる｢診療報酬の算定方法｣の別表第一医科診療報酬点数表(健保点数表)等により算定

した診療報酬点数に12円(法人税等が非課税となっている公立病院等については11円50銭)を乗じて

算定すること、②初診料、入院基本料、手術料等の特定の診療項目については、健保点数表の所定

の点数とは異なる点数、金額、算定項目等を別に定めて、これにより算定することとされている。

｢基本診療料の施設基準等｣及び｢基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いに

ついて｣(施設基準等通知)によれば、保険医療機関において、患者の入院の際に、医師、看護師その

他必要に応じて関係職種が共同して総合的な診療計画(入院診療計画)を策定し、患者等に対して、

文書により病名、症状、治療計画、検査内容及び日程、手術内容及び日程、推定される入院期間等

について、入院後7日以内に説明を行うことなどとされている(入院診療計画書)。

そして、健保点数表等によれば、入院診療計画が策定され、原則として患者等に上記の説明が行

われている場合に限り、入院している患者について、入院基本料又は特定入院料(入院基本料等)と

して、1日につき所定の点数を算定することとされている。

労災診療費の算定においては、上記の入院基本料等に加えて、算定基準等により、傷病労働者を

できる限り早く治癒に導き、社会復帰をさせる必要があるため、これに適した治療計画を策定する

必要があることを考慮して、労災診療費独自の算定項目として、労災治療計画加算が定められてい

る。

｢労災診療費算定マニュアル｣(算定マニュアル)等によれば、労災治療計画加算については、指定

医療機関等において、傷病労働者の入院の際に、医師、看護師その他関係職種が共同して総合的な

治療計画を策定し、医師が労災治療計画書又はこれに準ずる文書を傷病労働者に交付して、傷病名

及び傷病の部位、症状、治療計画、検査内容及び日程、手術内容及び日程、推定される入院期間、

入院中の注意事項、退院時において見込まれる回復の程度等について、入院後7日以内に説明を行っ

た場合、1回の入院につき1回限り100点を入院基本料等に加算できることとされている。

2 本院の検査結果

検査したところ、全47労働局において、次のような事態が見受けられた。

(1) 労災治療計画書の作成状況

労災治療計画加算に係る労災診療費を算定していた76,714件(労災治療計画加算に係る労災診療

費の支払額8957万円)について、労災治療計画書の作成状況をみると、指定医療機関等が算定基準

等に定められた労災治療計画書を作成していたのは全体の3.2％に当たる2,518件(同297万円)にす

ぎず、全体の96.2％に当たる73,818件(同8616万円)については、健保点数表等に基づいて作成し

た入院診療計画書をもって労災治療計画書に代えていた。このように、実際には、大多数の指定
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医療機関等では改めて労災治療計画書を作成せず、健康保険法等に基づく保険診療と労災診療と

で特段異なった取扱いをしていなかった。また、残りの378件(同43万円)については、労災治療計

画書及び入院診療計画書のいずれも作成していなかった。

(2) 労災治療計画書の記載項目及び記載状況

算定マニュアルに定められた労災治療計画書の書式と施設基準等通知に定められた入院診療計

画書の書式とを比較すると、いずれの書式においても、病名、症状、治療計画、検査内容及び日

程、手術内容及び日程、推定される入院期間等が記載項目となっており、労災治療計画書の記載

項目と入院診療計画書の記載項目の多くは同一であった。

また、労災治療計画書には、上記記載項目のほかに独自の記載項目として、｢傷病部位｣｢入院中

の注意事項｣及び｢退院時において回復が見込まれる程度｣があるが、このうち｢傷病部位｣について

は、通常、医学的所見を記載する文書においては、傷病部位は傷病名と合わせて記述されること

から、実質的には労災治療計画書独自の項目とはなっていないと認められた。現に、検査した労

災治療計画書においても、内科疾患、精神疾患等の傷病部位を特定できない傷病労働者以外の傷

病労働者に係る傷病名欄には、傷病部位を冠した傷病名が記載されていた。

また、｢入院中の注意事項｣及び｢退院時において回復が見込まれる程度｣の両項目の記載状況を

みると、指定医療機関等が労災治療計画書を作成していた前記の2,518件中850件(33.7％)におい

ては、いずれの項目についても記載がなかった。そして、残りの1,668件においては、いずれかの

項目について何らかの記載があったものの、その記載内容は、いずれも、｢特になし｣｢不明｣等の

実質的な内容が乏しいものであったり、｢安静｣｢禁煙｣等の労災診療に限らず入院中の患者が通常

指示されるようなものであったりしていた。

このように、労災治療計画書を作成している場合であっても、書式上、その多くの記載項目が

入院診療計画書の記載項目と同一であり、また、労災治療計画書独自の記載項目についても、実

際には記載がなかったり、労災診療に限らず入院中の患者が通常指示されるような内容の記載で

あったりするなどしていた。

このような労災治療計画書の作成の実態等からみて、前記の76,714件(労災治療計画加算に係る労

災診療費の支払額8957万円)については、入院基本料等に加えて労災治療計画加算を設けた趣旨がい

かされていないと認められる。

3 本院が表示する意見

労災診療費の支払額は毎年度多額に上っており、その支払は労働者を使用する事業主から徴収し

た労働者災害補償保険の保険料等を原資として行われることから、同省は、その算定が適切なもの

となるよう、各算定項目の内容等を不断に見直していくことが求められている。

ついては、同本省において、労災診療費の算定における労災治療計画加算について、労災治療計

画書の作成の実態等を踏まえて、労災治療計画加算を設けた趣旨をいかした運用が可能であるか改

めて検討し、その結果を踏まえて廃止を含めた抜本的な見直しを行うよう意見を表示する。
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－厚生労働省、独立行政法人福祉医療機構－
        

独立行政法人福祉医療機構の労災年金担保貸付勘定における政府出資金の規模について(厚生労働大

臣及び独立行政法人福祉医療機構理事長宛て)

将来も貸付金の原資に使用されることが見込まれない政府出資金の額(試算額)

(支出) ７億３０９２万円

1 労災年金担保貸付事業等の概要

(1) 政府出資金に係る事業の概要

独立行政法人福祉医療機構は、独立行政法人福祉医療機構法(機構法)に基づき、政府出資金(平

成29年度末現在、43億9764万円)を原資として労災年金担保貸付事業(労災貸付事業)を行っており、

労災年金担保貸付勘定を設けて経理している。機構法等によれば、労災貸付事業は、労働者災害

補償保険法に基づく年金たる給付の受給権者に対し、その受給権を担保として小口の資金の貸付

けを行うものとされている。そして、貸付金の償還期間は、4年以内とされている。

(2) 不要財産の国庫納付、国の基本方針、機構の中期目標等

独立行政法人通則法(通則法)によれば、独立行政法人は、業務の見直し、社会経済情勢の変化

その他の事由により、その保有する重要な財産であって主務省令で定めるものが将来にわたり業

務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められる場合には、当該財産(不要財産)を処分し

なければならないこととされている。そして、独立行政法人は、不要財産であって、政府からの

出資又は支出に係るものについては、遅滞なく、これを国庫に納付することとなっている。

22年12月の｢独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針｣(基本方針)によれば、独立行政法

人の資産等については、国の資産を有効かつ効率的に活用する観点から、保有する必要性がある

かなどについて厳しく検証し、不要と認められるものについては速やかに国庫納付を行うことと

されている。そして、基本方針において、労災貸付事業は廃止することとし、労災年金担保貸付

勘定に係る政府出資金等については、業務廃止後、不要資産として国庫納付することとされてい

る。厚生労働省は、25年3月に、年金担保貸付事業廃止計画を策定し、労災貸付事業の円滑な廃止

に向けて、事業規模縮小等の措置を段階的に進め、28年度に具体的な廃止時期を判断することと

し、機構は、これに基づき、26年12月に貸付限度額を引き下げるなどした。

30年2月、厚生労働大臣が機構に指示した第4期中期目標において、労災貸付事業は、33年度末

を目途に新規貸付けを終了することとし、新規貸付終了時期等に関する周知を図ることなどとさ

れた。また、不要財産については速やかに国庫納付することが指示された。そして、機構は、第

4期中期目標を達成するために、第4期中期計画を策定し、労災貸付事業については、上記の第4期

中期目標と同様の内容とし、また、労災年金担保貸付勘定に係る政府出資金等について、業務廃

止後、金銭納付により国庫納付するとして、30年3月に、同大臣の認可を受けている。

(3) 厚生労働省及び機構に対する26年10月の意見表示への対応

本院は、26年10月、機構の労災年金担保貸付勘定における政府出資金について、必要額を超え

て保有されていると認められる政府出資金を不要財産として速やかに国庫に納付することにより、

政府出資金が適切な規模のものとなるよう、同大臣及び機構理事長に対して、会計検査院法第36

条の規定により意見を表示した。そして、同省及び機構は、27年3月、政府出資金14億3359万円を

国庫に納付する処置を講じた。

2 本院の検査結果

(1) 労災貸付事業の実績の推移

労災年金担保貸付勘定に係る政府出資金について、機構は、27年3月に国庫に納付した後、国庫

納付を行っていない。一方、機構は、労災貸付事業の規模の縮小を図るために、前記のとおり26

年12月に、貸付限度額を引き下げるなどの措置を講じている。
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そこで、国庫納付の前後における労災貸付事業の実績を比較すると、貸付残高は、29年度末に

は13億5164万円と大幅に減少してきており(26年度末比55.3％減)、政府出資金43億9764万円から

貸付残高を差し引いた貸付けに使用されていない政府出資金の額は29年度末30億4599万円と大幅

に増加している(同121.8％増)。

(2) 政府出資金の国庫納付に関する厚生労働省及び機構の方針等

同省は、労災貸付事業の政府出資金については、基本方針で示された業務廃止後に不要資産を

国庫納付することを基本に対応している。そして、機構も、基本方針等を踏まえると、業務の廃

止前に国庫納付することはできないとしている。

しかし、同省は新規貸付けの終了時期について33年度末を目途としている。このため、既往の

貸付金の回収業務等が完了して業務が廃止されるのは更にその後となり、その間、貸付けに使用

される見込みがない政府出資金が機構において保有されたままになる。したがって、同省及び機

構は、労災年金担保貸付勘定に係る政府出資金の額が適切な規模となっているかについて、一時

的な貸付需要の増加等も考慮しつつ、通則法及び基本方針の趣旨を踏まえて適時に検討する必要

があると認められる。

(3) 政府出資金の必要額の試算等

同省が実施した労災年金担保貸付に関する調査によれば、初めて貸付けを利用したとしている

者は全体の11.4％であり、残りの88.6％の利用者は2回目以上であるとされており、ほとんどの利

用者が繰り返し貸付けを受けている状況となっていた。これを踏まえて、仮に、29年度末貸付残

高13億5164万円のうち上記の88.6％に相当する額が当該利用者に対する貸付けとして再び使用さ

れるなどとすると、これに係る必要額は29億9389万円となる。さらに、過去に廃止された他の貸

付事業において、廃止直前に貸付需要が増加した実績があることを踏まえて、仮に29年度貸付実

績額9億2217万円のうち前記の11.4％に相当する額が初めて貸付けを利用する者に使用されたとし

た上で、貸付額の増加割合が上記の他の貸付事業における増加実績と同程度であるとすると、現

在貸付けを利用していない者に係る貸付需要に対応するための必要額は6億7281万円となる。これ

に上記の29億9389万円を合わせると、必要な政府出資金の額は36億6671万円と試算される。

したがって、29年度末の政府出資金43億9764万円のうち、36億6671万円を上回る7億3092万円に

係る資産については、将来も貸付金の原資に使用されることが見込まれないと認められる。

さらに、新規貸付けを終了する33年度末までの間については、今後の新規貸付額の実績を考慮

すれば、必要となる政府出資金の額をより正確に算出することが可能となることから、今後も資

産規模について事業規模に見合うものとなるよう適時適切に検証する必要があると認められる。

また、33年度末から業務廃止までの間については、貸付金の回収が行われていくのみとなること

から、回収された額を段階的に国庫に納付することができることになると認められる。

3 本院が表示する意見

同省及び機構において、政府出資金を事業規模に見合った資産規模とするよう、次のとおり意見

を表示する。

ア 同省において、労災貸付事業の実績及び今後の事業規模を考慮するなどして真に必要となる政

府出資金の額を検討し、必要額を超えて保有されていると認められる政府出資金については、機

構において、通則法に基づき、不要財産として速やかに国庫に納付すること

イ 同省において、今後、業務廃止までの間、労災貸付事業の実施に必要となる政府出資金の規模

を事業規模に見合うものとなるよう必要となる政府出資金の額の算出方法を検討してこれに基づ

き適時適切に検証を行い、必要額を超えて保有されていると認められる政府出資金については、

不要財産として国庫に納付することができる仕組みを整備すること、また、機構において、その

仕組みに沿って、適切に不要財産を国庫に納付することとすること



- 190 -

－厚生労働省－
       

地域支援事業交付金における介護自立支援事業に係る交付金交付対象者について(厚生労働大臣宛

て)

継続的なサービス受給者に係る慰労金支給対象者に係る

介護自立支援事業の対象経費の実支出額に対する交付金相当額(支出) ３億４７３４万円

1 介護自立支援事業の概要等

(1) 地域支援事業の概要

厚生労働省は、市町村(特別区、広域連合及び一部事務組合を含む。)が実施する地域支援事業

に対して地域支援事業交付金を交付している。

地域支援事業は、任意事業等の3事業から構成されている。

上記3事業のうち任意事業は、地域支援事業実施要綱(実施要綱)によれば、家族介護支援事業等

の3事業から構成されている。

このうち家族介護支援事業は、介護自立支援事業等の6事業から構成されている。そして、介護

自立支援事業は、｢介護サービスを受けていない中重度の要介護者を現に介護している家族を慰労

するための事業｣とされている。

(2) 介護自立支援事業の新設と慰労金支給事業

介護自立支援事業は、平成28年1月に同省が実施要綱の改正を行い、その前身に当たる家族介護

継続支援事業(介護の慰労のための金品の贈呈)を改定して新設したものである。

市町村は、従来、高齢者等の要介護者を介護している家族を慰労するなどのために、条例等で

定める要件を満たす高齢者等を介護している家族に金品(慰労金)を支給する事業(｢慰労金支給事

業｣。また、慰労金の支給対象となる家族を｢慰労金支給対象者｣)を実施していた。

そして、任意事業については、地域の実情に応じ、創意工夫を生かした多様な事業形態が可能

とされており、改正前の実施要綱では、家族介護継続支援事業の一つの例として、｢介護の慰労の

ための金品の贈呈｣と記載されているのみで、具体的な事業内容は定められていなかったことから、

同事業の対象者に介護サービスを受けている要介護者(サービス受給者)に係る慰労金支給対象者

を含めることも可能であった。

その後、同省は、27年度に実施要綱を改正して、介護自立支援事業に係る交付金の交付対象者

を、｢介護サービスを受けていない中重度の要介護者を現に介護している家族｣とした(介護自立支

援事業に係る交付金の交付対象となる家族を｢交付金交付対象者｣)。同省は、交付金交付対象者が

介護する要介護者について｢介護サービスを受けていない｣という条件を設けた趣旨を、交付金交

付対象者への交付金の交付と当該交付金交付対象者が介護する要介護者が継続的に介護サービス

を受けることによる当該要介護者本人に対する保険給付との同一家族内での重複(交付金と保険給

付との重複)を避け、介護保険制度の下で、介護自立支援事業と介護サービスとの整合を図ること

であるとしている。

そして、同省は、上記条件の取扱いについて、任意事業は、実施要綱において、地域の実情に

応じ、創意工夫を生かした多様な事業形態が可能とされていることを踏まえ、例えば慰労金支給

対象者の病気等の事情により、その間、要介護者が短期入所生活介護を利用するなど、要介護者
(注1)

が年間10日以内の範囲で一時的に介護サービスを受けることを許容する一方、介護サービスを受

けた日数の合計が年間10日を超える要介護者(継続的なサービス受給者)に係る慰労金支給対象者

を交付金交付対象者に含めることは想定していないとしている。

(注1) 短期入所生活介護 居宅の要介護者が介護老人福祉施設等に短期間入所して受ける
入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練

2 本院の検査結果
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27年度又は28年度に慰労金支給事業の実施に要した経費を介護自立支援事業の対象経費の実支出

額に算入して交付金の交付を受けていた18府県の157市町村等が実施した介護自立支援事業(27、28
(注2)

両年度の慰労金支給事業の実施に要した経費計10億5755万円、交付金相当額計4億1244万円)を対象

として検査した。

検査の対象とした18府県の157市町村等の介護自立支援事業の実施状況を確認したところ、18府県

の91市町等は、介護サービスを受けていないことを慰労金支給対象者の要件としていたり、事業実

績報告において、慰労金支給対象者のうち、サービス受給者に係る慰労金支給対象者を交付金交付

対象者に含めないこととしていたりしていた。

一方、16府県の66市町村等(27、28両年度の慰労金支給事業の実施に要した経費計9億8224万円、
(注3)

交付金相当額計3億8307万円)は、サービス受給者に係る慰労金支給対象者延べ71,622人を含めた延

べ74,633人を交付金交付対象者としていた。

そして、サービス受給者に係る慰労金支給対象者延べ71,622人が介護する要介護者延べ17,103人

について、過去1年間に当該要介護者が介護サービスを受けた日数を確認したところ、年間10日以内

の範囲で一時的に介護サービスを受けていた要介護者は延べ819人(4.7％)となっており、残りの延

べ16,284人(95.2％)は、継続的なサービス受給者に該当していた。また、当該要介護者延べ16,284

人の介護サービスを受けた日数の平均値は140であり、10日ごとに区切った場合の最頻値は101から

110となっていた。

このように、66市町村等では、同省が交付金交付対象者に含めることを想定していなかった継続

的なサービス受給者延べ16,284人に係る慰労金支給対象者延べ67,732人を交付金交付対象者に含め

ていることから、交付金と保険給付との重複が生じていて、介護保険制度の下で介護自立支援事業

と介護サービスとの整合が十分に図られていなかった。

上記の66市町村等について、継続的なサービス受給者に係る慰労金支給対象者延べ67,732人に支

給した慰労金に係る27、28両年度の慰労金支給事業の実施に要した経費計8億9063万円を控除して介

護自立支援事業の対象経費の実支出額を算定すると計9161万円となり、前記の計9億8224万円と比べ

て8億9063万円の差を生ずる。そして、これに基づいて算定される交付金相当額は計3572万円となり、

66市町村等が交付を受けた交付金計3億8307万円と3億4734万円の差が生ずることとなる。

(注2) 18府県 京都、大阪両府、福島、茨城、栃木、埼玉、千葉、新潟、山梨、長野、静
岡、山口、徳島、香川、高知、福岡、大分、鹿児島各県

(注3) 16府県 京都府、福島、茨城、栃木、埼玉、千葉、新潟、山梨、長野、静岡、山口、
徳島、香川、福岡、大分、鹿児島各県

3 本院が要求する改善の処置

同省において、介護保険制度の下で、介護自立支援事業と介護サービスとの整合を図るために、

要介護者が一時的に受けることができる介護サービスの範囲を、実施要綱に明記するなどして市町

村に周知するよう改善の処置を要求する。
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建設労働者確保育成助成金における助成金単価の設定について(厚生労働大臣宛て)

助成金支給額のうち助成対象額を上回っていた額(支出) ５億０８３７万円

(前掲64ページ参照)

1 建設労働者確保育成助成金の概要

厚生労働省は、雇用保険法、建設労働者の雇用の改善等に関する法律等に基づき、建設労働者の

雇用の安定並びに能力の開発及び向上を図るために、建設労働者を雇用して建設事業を行う事業主

(建設事業主)等に対して建設労働者確保育成助成金(建設助成金)を支給している。

建設助成金は、若年労働者の確保及び育成並びに技能継承に重点を置いた助成金として、平成25

年度に創設されたものであり、雇用関係助成金支給要領(支給要領)に規定する一定の取組を実施す

る建設事業主等に対して必要な助成を行うものである。そして、上記の取組として各種のコースが

設定されており、その一つとして｢認定訓練コース(賃金助成)｣が設定されている。

支給要領によれば、認定訓練コース(賃金助成)は、中小建設事業主が雇用する建設労働者の賃金

に対して助成を行うものであり、支給対象者は、雇用する建設労働者に職業能力開発促進法に基づ

く認定を受けた職業訓練等(認定訓練)を受けさせること、キャリア形成促進助成金(29年4月以降は
(注1)

人材開発支援助成金)又はキャリアアップ助成金(これらを｢キャリア形成促進助成金等｣)の支給を
(注2)

受けるものであることなどの要件に該当する中小建設事業主であることとされている。

同省は、認定訓練コース(賃金助成)について、賃金に対する助成の趣旨は、中小建設事業主が雇

用する建設労働者に認定訓練を有給で受講させる場合に、受講期間中に中小建設事業主が負担しな

ければならない受講者に係る賃金を国が助成することにより、技能の習得等の促進を図り、建設業

における若年労働者の確保及び育成等を図るものであるとしている。

そして、支給要領によれば、認定訓練コース(賃金助成)の支給額については、キャリア形成促進

助成金等の支給額に上乗せして、認定訓練コース(賃金助成)の算定対象となる認定訓練の受講者

(受講者)1人につき、26年度から28年度までは日額5,000円、29年度は生産性要件を満たしていない
(注3)

場合には日額4,750円、生産性要件を満たしている場合には日額6,000円(助成金単価)に、それぞれ

認定訓練を受けた日数(認定訓練を実施した日数のうち、キャリア形成促進助成金等の支給の対象

となった日数に限る。)を乗じて得た額とされており、また、各年度とも訓練開始日が属する年度

の助成金単価を適用することとされている。

認定訓練コース(賃金助成)の支給額は、28年度5億4007万円、29年度5億5349万円となっている。

(注1) キャリア形成促進助成金 労働者のキャリア形成を効果的に促進するために、雇用
する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための
職業訓練等を計画に沿って実施した事業主に対して、訓練期間中の賃金の一部等
を助成するもの

(注2) キャリアアップ助成金 有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、非
正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するために、職業訓練等を
計画に沿って実施した事業主に対して、訓練期間中の賃金の一部等を助成するも
の

(注3) 生産性要件 助成金を申請する事業所における申請を行う直近の会計年度における
労働生産性がその3年度前に比べて6％以上伸びていることなどの要件

2 本院の検査結果

28、29両年度(29年度は29年11月末現在)ともに支給実績がなかった山梨、沖縄両労働局を除く45

労働局が上記の両年度に支給決定をした認定訓練コース(賃金助成)について、受講者延べ3,388人

を任意に抽出し、これらを雇用する1,151事業主(28年度781事業主、29年度686事業主)に対する認

定訓練コース(賃金助成)の支給額計6億5640万円(28年度3億5000万円、29年度3億0640万円)を対象

として検査したところ、次のような事態が見受けられた。

同省は、認定訓練コース(賃金助成)の助成金単価について、賃金構造基本統計調査(賃金センサ

ス)における建設業の生産労働者に係る所定内給与額等を用いて次のような方法により設定してい
(注4)
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た。

(注4) 所定内給与額 事業所の就業規則等で定められた給与に関する支給条件及び算定方
法によって支給された基本給及び超過労働給与額を含まない諸手当

26年度から28年度までの間においては、直近の賃金センサスにおける所定内給与額等を基に、1

日当たりの賃金相当額(26年度12,629円、27年度12,655円、28年度12,786円)を算定し、これに同省

が助成金単価の設定の際に用いている助成率(5/6)を乗じた額から、キャリア形成促進助成金等の1

日当たりの支給相当額である5,600円を差し引くなどして、助成金単価を5,000円と設定していた。

また、29年度においては、28年度までと同様の方法により5,000円を算定した後に、生産性要件

を満たしていない場合には5％を減算(4,750円)し、生産性要件を満たしている場合には20％を加算

(6,000円)して助成金単価を設定していた。

そして、助成金単価の設定に当たっては、賃金センサスにおいて、企業規模別、年齢別等に公表

されている建設業の生産労働者に係る所定内給与額のうち、大企業も含めた全ての企業規模及び全

年齢の平均所定内給与額を用いていた。

しかし、前記のとおり、認定訓練コース(賃金助成)の支給対象者は中小建設事業主となっており、

助成金単価の設定の際に用いた企業規模とは異なるものとなっていた。また、賃金センサス上の建

設業の生産労働者の年齢構成は35歳以上の者が70％以上を占めているのに対して、45労働局におけ

る認定訓練の受講者延べ3,388人(28年度1,853人、29年度1,535人)の訓練受講時の年齢構成は、認

定訓練の内容が基礎的な講義が中心であり若年者層向けの研修として利用されていることが多いこ

となどから、34歳以下の者が80％以上を占めていて、助成金単価の設定の際に用いた年齢構成とも

異なるものとなっていた。

このように、同省が賃金センサスを基に設定した助成金単価は、事業主の企業規模及び受講者の

年齢構成からみて、受講者に係る中小建設事業主の賃金負担の実態に即したものとなっているか疑

義がある状況となっていた。

そこで、同省が設定した助成金単価に基づいて支給された認定訓練コース(賃金助成)の支給額と

キャリア形成促進助成金等の支給額とを合計した額(助成金合計額)が、受講者に係る中小建設事業

主の賃金負担の実態に即したものとなっているか確認するために、助成金合計額と、実際に中小建

設事業主が負担した当該受講者の受講日数に係る賃金相当額に前記の助成率5/6を乗じた額(助成対

象額)とを比較したところ、前記の1,151事業主に支給した助成金合計額は計13億8798万円(認定訓

練コース(賃金助成)6億5640万円、キャリア形成促進助成金等7億3158万円)であり、同1,151事業主

に係る助成対象額計8億7961万円を計5億0837万円上回っていて、助成対象額の約1.6倍の助成金を

交付することとなっていた。

認定訓練コース(賃金助成)の助成金単価の設定に当たり、支給対象となる事業主の企業規模及び

受講者の年齢構成の実態と異なる統計値を基に算定していて、支給した助成金合計額が訓練を受講

させるために実際に中小建設事業主が負担した賃金に基づく助成対象額を上回っている事態は賃金

に対する助成の趣旨からして適切ではなく、改善を図る要があると認められる。

3 本院が要求する改善の処置

同省において、支給要領を改正するなどして、助成金単価が受講者に係る中小建設事業主の賃金

負担の実態に即したものとなるよう改善の処置を要求する。
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－農林水産省－

国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業の実施について(農林水産大臣宛て)

データ転送装置等の管理が適切でないため防災情報が中央センターへ

転送されていない状況となっていた事業費(支出) ３億９２９１万円

指摘の背景となった雨量計の検定の有効期限が経過しているため観測情報を防災情報として

提供できない状況となっていた事業費(支出) ３億８５３８万円

1 事業の概要

(1) 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業の概要

農林水産省は、国の防災情報の充実と土地改良法等に基づき整備された国営造成土地改良施設

(国営施設)の被災や地域の被害の防止・軽減を目的として、国営施設から収集した防災情報を内

閣府の総合防災情報システム(内閣府防災情報システム)に提供するとともに、国から国営施設の

管理を受託した者(管理受託者)や国営施設が所在するなどする市町村(関係市町村)等に防災情報

を提供し、国営施設の的確な操作運用、関係市町村における迅速な初動態勢の整備等を図るため

に、国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業(防災ネット事業)を行っている。

(2) 防災ネットワークを構成する機器等とその管理等

防災ネットワークは、国営施設に設置された観測機器、国営施設を監視し制御する水管理制御

設備、同省が観測情報の提供対象として選定したダム、頭首工等(対象施設)が所在する各地区に
(注1)

設置された送信設備(データ転送装置)、千葉県柏市に所在する防災中央データセンター(中央セン

ター)のシステム機器等から構成されており、対象施設から水管理制御設備に送信された観測情報

のうち防災情報は、データ転送装置から通信事業者の提供する通信サービスを利用して、中央セ

ンターへ転送される。また、防災ネット事業により設置されたデータ転送装置等については、全

国に所在する国営施設を管理する土地改良調査管理事務所等(管理事務所等)が管理して、それら

の保守、修繕等を行うこととしている。

(注1) 頭首工 河川から必要な農業用水を用水路に引き入れるための施設

(3) 中央センターに転送される防災情報の概要

防災情報には、対象施設における水位、雨量等の計測情報のほか、ダム、頭首工等の設備の運

転を遠隔制御するために必要なゲートの開閉やポンプの稼働・停止等の状態監視情報がある。

また、中央センターに転送する防災情報の項目(転送項目)及び内閣府防災情報システムに提供

する防災情報の項目(内閣府提供項目)については、管理事務所等が管理受託者と協議し、地区内

の対象施設を決定した後に、同省から例示された項目の中から中央センターに転送可能な観測情

報を転送項目及び内閣府提供項目として選定し、それぞれデータ転送装置に登録している。

2 本院の検査結果

平成21年度から29年度までの間に支出した防災ネット事業に係る事業費計25億4202万円を対象と

して、農林水産本省、9農政局等において会計実地検査を行った。
(注2)

(注2) 9農政局等 東北、関東、北陸、東海、近畿、中国四国、九州各農政局、北海道開発
局、沖縄総合事務局

(1) データ転送装置等の管理が適切でないため、防災情報が中央センターへ転送されていない事態

28、29両年度における中央センターへの転送状況を確認したところ、地区内に設置されたデー

タ転送装置で転送することとしている防災情報が全て転送されていない状態(欠測)が180日以上連

続しているものが32地区、422項目(うち内閣府提供項目は32地区、134項目)、また、欠測を繰り

返すことにより転送項目の欠測が2年間の累計で365日以上生じているものが31地区、343項目(う

ち内閣府提供項目は31地区、120項目)、純計で35地区、436項目(うち内閣府提供項目は35地区、

142項目)見受けられた。
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そして、上記35地区のデータ転送装置等の設置に要した費用は計3億9291万円となっている。

(2) 雨量計の検定の有効期限が経過しているため、観測情報を防災情報として提供できない事態

政府機関等が気象観測に使用する雨量計については、気象業務法等に基づき、気象庁長官の登

録を受けた者が行う検定に合格したものでなければ使用してはならないなどとされており、雨量

計に係る検定の有効期間は5年となっている。

119地区の247か所に設置されている雨量計について検定の有効期限を確認したところ、管理事

務所等が検定の重要性を認識していなかったり、検定の有効期限を管理していなかったりしてい

たことなどにより、30年3月末現在で、50地区の116か所の雨量計が検定の有効期限を経過してお

り、このうち、検定の有効期限を経過して雨量計の観測情報を180日以上内閣府や関係市町村等に

防災情報として提供することができなかったものが、(1)の事態と重複している地区(14地区の19

か所)を除くと27地区の77か所(内閣府提供項目126項目)見受けられた。

そして、上記27地区のデータ転送装置等の設置に要した費用は計3億8538万円となっている。

3 本院が要求する是正の処置及び求める是正改善の処置

同省において、防災ネット事業の適切な運用を図るよう次のとおり是正の処置を要求し及び是正

改善の処置を求める。

ア データ転送装置の不具合等により防災情報が転送されていない事態について、速やかに原因を

調査して必要な措置を講ずること(会計検査院法第34条の規定により是正の処置を要求するもの)

イ 転送項目等やそれらの転送状況等の防災ネットワークの運用状況を適時適切に把握する体制を

整備するとともに、管理事務所等に対して、防災ネット事業における防災情報の重要性を周知徹

底し、データ転送装置等を適切に管理するよう指導すること(同法第34条の規定により是正改善の

処置を求めるもの)

ウ 管理事務所等に対して、気象業務法に基づく雨量計の検定の重要性を周知徹底するとともに、

対象施設に設置している雨量計の検定の有効期限を適切に管理するよう指導すること(同法第34条

の規定により是正改善の処置を求めるもの)
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毎木検知による検知業務の請負に係る費用の積算について(林野庁長官宛て)

低減できた毎木検知による検知業務の請負に係る費用の積算額(支出) ９６９０万円

1 事業の概要

(1) 国有林材の販売の概要

林野庁は、国有林野の管理経営に関する法律等に基づき、国土の保全その他国有林野の有する

公益的機能の維持増進を図るとともに、林産物を持続的かつ計画的に供給することなどを目標と

して、国有林野の適切かつ効率的な管理経営を行うこととしている。

そして、同庁は、国有林野の産物売払規程に基づき、国有林材を立木の状態で販売する立木販

売又は森林管理署等が製品生産事業により立木の伐採等を行い製品(丸太)を生産して販売する製

品販売のいずれかの方法により販売している。

(2) 毎木検知による検知業務の概要

森林管理署等は、製品販売を行う場合に、生産した丸太の数量等を確定させる検知業務を行っ

ており、主に、一般材については、生産した丸太の材積の計測、樹種別区分、品等・品質の区分

格付けなどを人が1本ごとに行う検知(毎木検知)又は自動選別機による検知を、低質材については、

丸太をまとめて集積した状態で体積を計測する層積検知又はトラックに積んだ状態で重量計によ

り重さを計測して体積に換算する重量検知を、それぞれ検知業務の請負者等に請け負わせるなど

して実施している。上記検知業務のうち毎木検知は、素材等検知業務請負要領準則等に基づき、

検知業務の請負者が丸太の生産現場である山元土場又は生産された丸太が運搬され集積された最

終土場(これらを｢土場｣)に赴き、それぞれの土場において、丸太1本ごとに、樹種別区分、日本農

林規格に基づく丸太の長さ及び直径の測定並びに品等・品質の区分格付けを行い、これらを検知

野帳に記録して、検知野帳の記載内容と丸太を照合できるように木材チョーク等で丸太の木口に

直径及び品等を表示するものである。

同庁は、検知業務の請負に係る費用の積算に当たり、各森林管理局に管内の実情を加味した素

材等検知業務請負要領等(積算基準)を定めさせており、積算基準については、実情に合わせて適

宜、見直すよう指示している。

2 本院の検査結果

平成28、29両年度に四国森林管理局及び6森林管理局の40森林管理署等が実施した毎木検知によ
(注1) (注2)

る検知業務の請負に関する契約計247件(契約金額計6億2270万円)を対象に検査したところ、次のよ

うな事態が見受けられた。

毎木検知による検知業務の請負に係る費用の積算については、各森林管理局が定めた積算基準に

おいて、生産する丸太の数量と1日当たりの毎木検知の標準作業量から検知業務に要する人日数を算

定して、これに労務賃金を乗ずるなどして算定することとなっている。そして、中部、近畿中国、

四国、九州各森林管理局の積算基準においては、1日当たりの毎木検知の標準作業量について、丸太

が土場に搬入された日の当日内に検知業務を行うことを前提として、1日当たりの生産現場から検知

業務を行う土場までの丸太の運搬作業量と同量としたり、1日当たりの検知業務を行った後に行われ

る丸太の積上作業量と同量としたりしていて、毎木検知の作業量の調査結果に基づいて設定してい

なかった。また、北海道、東北、関東各森林管理局においては、積算基準の改正の時期が古いこと

などから、1日当たりの毎木検知の標準作業量の調査方法や作業量を設定した根拠が残っておらず、

積算基準が長期間にわたって見直されていなかった。

一方、製品生産事業については、同庁が政策的に進めている森林作業道等の路網及び土場の整備

が進むなど作業状況が変化してきている。したがって、土場に一定程度の量の丸太を集積でき、か

つ、土場に搬入された日の当日内に毎木検知を行う必要がない場合には、数日分の運搬又は積上げ

を要する作業量について、1日で毎木検知を実施するなどすれば、1日当たりの毎木検知の作業量が

増えることが見込まれる。
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そこで、前記の毎木検知による検知業務の請負に関する契約247件について、森林管理署等を通じ

て、検知業務の請負者による毎木検知の実施頻度を調査したところ、四国、九州両森林管理局にお

ける契約32件については、実際に丸太が土場に搬入された日の当日内に検知業務を行わせていたが、

残りの北海道、東北、関東、中部、近畿中国各森林管理局(5森林管理局)の34森林管理署等における

契約215件のうち、29森林管理署等における契約152件については、一定程度の量の丸太が集積で
(注3)

きる土場等の場合には、検知業務を丸太が土場に搬入された日の当日内に行っておらず、一定程度

の量の丸太が土場に集積されてから数日分をまとめて適時に行うなど、集積された丸太の量に応じ

て効率的に毎木検知を行っていた。そして、集積された丸太の量に応じて毎木検知が実施されてい

た検知業務について、森林管理署等を通じて、作業日報、検知業務の請負者からの聴取等により把

握した実際に検知業務に要した人日数をみると、5森林管理局が定めた積算基準に示された標準作業

量を基に算出された人日数の22.1％から89.5％(5森林管理局の平均74.0％)となっていた。

そこで、上記の152件について、上記の調査で把握した作業量の平均値を標準作業量とみなして毎

木検知による検知業務の請負に係る費用を試算すると、28、29両年度の積算額はそれぞれ28年度計

1億5415万円、29年度計1億2088万円となり、29森林管理署等が積算していた積算額28年度計2億10

52万円、29年度計1億6148万円は、28年度計5630万円、29年度計4050万円、合計9690万円が低減でき

たと認められる。

(注1) 6森林管理局 北海道、東北、関東、中部、近畿中国、九州各森林管理局

(注2) 40森林管理署等 空知、胆振東部、日高北部、留萌南部、上川中部、上川南部、根
釧東部、青森、下北、三陸北部、盛岡、宮城北部、米代東部、秋田、福島、棚倉、
茨城、塩那、群馬、吾妻、静岡、天竜、富山、北信、中信、木曽、飛騨、岐阜、
鳥取、岡山、長崎、熊本、大分西部、大分、宮崎北部、屋久島各森林管理署、西
紋別、湯沢、白河各支署、愛知森林管理事務所

(注3) 29森林管理署等 空知、胆振東部、日高北部、上川中部、上川南部、根釧東部、下
北、盛岡、宮城北部、福島、棚倉、茨城、塩那、群馬、吾妻、静岡、天竜、富山、
北信、中信、木曽、飛騨、岐阜、鳥取、岡山各森林管理署、西紋別、湯沢、白河
各支署、愛知森林管理事務所

3 本院が求める是正改善の処置

同庁において、5森林管理局に対して、毎木検知による検知業務の請負に係る費用の積算に当たり、

集積された丸太の量に応じて毎木検知を効率的に実施できる土場について、毎木検知に要する作業

量の実態を把握して、これを積算基準に反映させて、経済的な積算を行わせるよう是正改善の処置

を求める。
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農業農村整備事業等により整備した小水力発電施設の売電収入に係る国庫納付制度の運用について

(農林水産大臣宛て)

指摘の背景となった国庫納付額算定の前提となる発電施設運営経費の妥当性が確認できない

8施設に係る国庫負担額及び国庫補助金額(支出) ６０億１６９２万円

国庫納付制度における取扱いを見直すべき渇水準備引当金に係る6施設の引当金残高に対して

国の負担割合等を乗じて算出した国費相当額(支出) ７６１０万円

国庫納付制度における取扱いを見直すべき建設改良積立金に係る8施設の積立金残高に対して

国の負担割合等を乗じて算出した国費相当額(支出) ７億８２３２万円

1 事業の概要

(1) 農業農村整備事業等における小水力発電施設の整備等の概要

農林水産省は、再生可能エネルギーの利用を促進し、土地改良施設の維持管理費の負担等を低

減するために、土地改良法等に基づき、昭和58年度以降、国営かんがい排水事業、地域用水環境

整備事業等の農業農村整備事業等により小水力発電施設等の導入を図っている。

そして、小水力発電施設においては発電した電気を電力会社に供給する事業(発電事業)が行わ

れており、その整備数は平成23年度末で27施設であったが、24年7月に固定価格買取制度が開始
(注1)

されて以降増加して、27年度末は75施設となっている。このうち、国の直轄事業として整備され

た発電施設は20施設で、国庫負担額は計75億0259万円、国庫補助事業として整備された発電施設

は55施設で国庫補助金額は計132億7930万円となっている。

(注1) 固定価格買取制度 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別
措置法等に基づき、再生可能エネルギーで発電した電気を電力会社が一定価格で
買い取るなどする制度

(2) 小水力発電施設の売電収入に係る国庫納付制度の概要

発電施設管理者は、売電収入等の収益が発電に関する管理運営に必要な費用(発電施設運営経

費)及び発電施設管理者が管理する発電施設以外の土地改良施設の操作に必要な費用(土地改良施

設維持管理費)の合計額を上回る場合において、その差額(国庫納付対象額)に国庫補助事業の実施

に係る国の補助率等を乗じた額(国庫納付額)を国庫に納付することとされている。

(3) 国庫納付の算定に係る土地改良区の会計処理等の概要

発電施設運営経費は、発電事業に要する人件費、施設修繕費、減価償却費、修繕や渇水に備え

る引当金の繰入額等の費用のほか、将来生ずる可能性がある特定の目的に支出するために、公営

電気事業に準じて、未処分利益剰金から任意に積み立てられる利益積立金、災害準備積立金及び

建設改良積立金(これらを｢発電事業積立金｣)の積立額から成るとされている。

2 本院の検査結果

小水力発電施設75施設のうち、土地改良区が発電施設管理者として27年度に売電を行っている50

施設(国庫負担額計65億6870万円、国庫補助金額計102億1365万円)を対象として、農林水産本省、

4農政局、16県等において、会計実地検査を行った。
(注2) (注3)

(注2) 4農政局 東北、北陸、近畿、九州各農政局

(注3) 16県 青森、新潟、富山、石川、福井、静岡、三重、兵庫、和歌山、岡山、広島、
徳島、福岡、大分、宮崎、鹿児島各県

(1) 7土地改良区の8施設における整備及び発電事業の実施状況

7土地改良区の8施設においては、固定価格買取制度の開始を契機に既存の小水力発電施設に係
(注4)

る売電単価が上昇し、これに伴う売電利益の全額が土地改良施設維持管理費や発電事業積立金の

積立額に充当されている状況が見受けられた。そして、全ての小水力発電施設において、売電利

益が国庫に納付された実績は30年3月末まで全くない状況となっていた。

(注4) 7土地改良区 馬淵川沿岸、安積疏水、会津宮川、五城、小矢部川上流用水、手取川
七ヶ用水、吉井川下流各土地改良区
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(2) 7土地改良区の8施設における国庫納付対象額の算定に係る会計処理

7土地改良区の8施設(国庫負担額及び国庫補助金額計60億1692万円)においては、固定資産台帳

が作成されていなかったり、積立金限度額が設定されていなかったりしていて、発電施設運営経

費の妥当性を確認できない状況となっていた。

(3) 小水力発電施設の国庫納付制度における渇水準備引当金及び建設改良積立金の取扱い

ア 渇水準備引当金

同省は、渇水準備引当金を公営電気事業に準じて計上できることとしているが、公営電気事
(注5)

業においては、23年に行われた地方公営企業会計基準の見直しに伴って引当金の要件が明確に

され、渇水準備引当金(6施設に係る渇水準備引当金の27年度末残高計1億3315万円(国費相当額

計7610万円))は26年度決算から計上を認めないこととされていることから、渇水準備引当金に

ついては、発電施設運営経費から除外するよう見直す必要があると認められる。

(注5) 渇水準備引当金 渇水により計画発電量を下回ったため売電収益が減少した場合に
おいて、その収益の減少又は費用の増加に対して、経理の変動を防止するための
引当金

イ 建設改良積立金

同省は、発電施設の更新等に要する経費(更新等事業費)の総額までを積立金限度額として建

設改良積立金を積み立てることができることとしているが、建設改良積立金には実質的な国の

負担となる国費相当額が含まれており、国庫補助事業等により発電施設の更新等を行う場合は、

建設改良積立金を事業費の自己負担分に充当できることとしていることから、実質的な国の負

担割合等が国庫補助事業の補助率を上回ることになっている。

また、建設改良積立金は、土地改良区の負担の実状に鑑みれば、あらかじめ更新等事業費の

総額を積み立てる必要性は低いと認められる。さらに、積立てに当たっては、発電施設の更新

等に要する資金の必要額や必要となる時期を勘案して計画的に積み立てられていない状況が見

受けられる。

したがって、建設改良積立金(8施設に係る建設改良積立金の27年度末残高13億6215万円(国費

相当額計7億8232万円))については、農業農村整備事業等の制度の枠組みと整合しつつ、発電施

設の更新等に要する資金需要を勘案した計画的な積立てがなされるよう、発電施設運営経費と

する範囲等を適切に見直す必要があると認められる。

3 本院が求める是正改善の処置並びに要求する改善の処置及び表示する意見

同省において、国庫納付制度について事業の目的に沿った適切な運用を図られるよう次のとおり

是正改善の処置を求め、並びに改善の処置を要求し及び意見を表示する。

ア 発電事業に係る運営状況を適切に把握して、必要に応じた指導ができる体制を整備し、土地改

良区に対して、国庫納付対象額の算定を手引に従った会計処理により適切に行うよう指導するこ

と(会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めるもの)

イ 渇水準備引当金については、公営電気事業に準ずるなどして発電施設運営経費から除外するよ

う見直すこと(同法第36条の規定により改善の処置を要求するもの)

ウ 建設改良積立金については、農業農村整備事業等の制度の枠組みと整合しつつ、発電施設の更

新等に要する資金需要を勘案した計画的な積立てがなされるよう、これを更新等事業費に充当す

る場合の取扱い、発電施設運営経費とする範囲等を見直すこと。そして、渇水準備引当金及び建

設改良積立金の見直しにより過大に引き当て又は積み立てた金額が算出される場合は、当該算出

額に係る国費相当額について、国庫納付を含めた国の負担の軽減に資する方策を講ずること(同法

第36条の規定により意見を表示するもの)
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農山漁村の活性化のために実施された事業の達成状況の評価等について(農林水産大臣宛て)

指摘の背景となった活性化計画目標が達成されていないのに、その原因分析等が行われていない

交付金交付額(支出) ２７億３６４０万円

指摘の背景となった活性化計画目標が活性化事業等により実現しようとする法律の目的と適切に

対応していない交付金交付額(支出) ３０億６６９２万円

1 事業の概要

(1) 活性化事業の概要

農林水産省は、｢農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律｣(法)等

に基づき、農山漁村の活性化を図るために、農山漁村における定住等及び農山漁村と都市との地

域間交流を促進する施策を推進している。

法によれば、都道府県等は、当該都道府県等の区域内の地域において定住等及び地域間交流を

促進することが農山漁村の活性化にとって有効かつ適切であると認められるものなどについて、

定住等及び地域間交流の促進による農山漁村の活性化に関する計画(活性化計画)を作成すること

ができるとされている。そして、国は、活性化計画を作成した都道府県等(計画主体)が、活性化

計画に基づく事業(活性化事業)等の実施をしようとするときは、交付金を交付することができる

とされ、同省は活性化事業を実施する計画主体に対して、農山漁村振興交付金(平成27年度以前は

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金。これらを｢交付金｣)を交付している。

農山漁村振興交付金実施要綱(要綱)等によれば、活性化事業の対象は、｢定住等の促進｣及び｢地

域間交流の促進｣という法の二つの目的に応じて区分されており、それぞれに対応した活性化事業

が定められている。

(2) 活性化事業に係る目標の設定

法によれば、活性化計画には、活性化事業、活性化事業と一体となってその効果を増大させる

ために必要な事業等を記載するとともに、活性化計画の目標(活性化計画目標)、活性化事業に関

連して実施される事業(関連事業)等を記載するよう努めることとされている。また、｢農山漁村の

活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律に基づく活性化計画制度の運用に関す

るガイドライン｣(ガイドライン)によれば、活性化計画目標は、活性化計画の達成状況等の評価に

用いるもので、原則として定量的な指標を用いて具体的に記述することが望ましいとされており、

居住者や滞在者の増加数等が適当な目標であると例示されている。

また、要綱等によれば、計画主体は、活性化事業の内容や活性化計画目標のうち活性化事業等

により達成される目標(事業目標)等を定めた事業実施計画等を作成し、農林水産大臣に提出する

こととされている。

(3) 活性化事業に係る国の審査等

要綱等によれば、計画主体は、同大臣に活性化計画を提出する場合、活性化計画の内容及び活

性化事業の適切性について自ら点検することとされ、同大臣は、活性化計画等の内容について、

活性化計画目標及び事業目標が適切に設定されているか、活性化事業の総合的な実施が活性化計

画目標及び事業目標の達成に資すると認められるかなどを審査した上で、交付金の交付対象とな

る活性化計画の決定を行うこととされている。

(4) 活性化事業に係る評価

要綱等によれば、計画主体は、活性化計画が終了する年度の翌年度以降に事業目標の達成状況

等について評価(事後評価)を行うことなどとされている。一方、活性化計画目標の達成状況等に

ついて、要綱等では事後評価と同様の評価を行うことは規定されていないが、ガイドラインによ

れば、活性化計画を作成するに当たり留意することが望ましい事項として、計画主体は活性化計

画について評価(自己評価)しておくこととされている。

2 本院の検査結果
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交付金制度を開始した19年度から28年度までに実施された活性化事業のうち、活性化計画の計画

期間が終了して事後評価が行われた1,223事業(428計画主体の活性化計画693計画。事業費計1364億

7685万円、交付金計734億9549万円)を対象として、活性化計画目標の達成状況を確認したところ、

活性化計画目標の定量的な評価が困難であるなどのものがあったため、達成状況を確認できたもの

は346計画(623事業)となっていた。これらについて、活性化計画目標と事業目標の達成状況を比較

したところ、事業目標が全て達成されている236計画(387事業)の27.1％に当たる64計画(100事業)に

ついて、活性化計画目標が達成されていなかったが、このうちの48計画(75事業。事業費計56億108

4万円、交付金計27億3640万円)について、これを作成した41計画主体は、自己評価を行うなど、活

性化計画目標の達成に向けた検討を行う上で重要となる原因分析等を行っていなかった。

そして、上記の41計画主体に、活性化計画目標が達成されていない理由を徴取したところ、活性

化事業の実施だけでは活性化計画目標を達成できなかったり、関連事業等との連携による相乗効果

が発揮されなかったりしていたため、関連事業等の実施や見直しにより、活性化事業が関連事業等

と相まってその効果を十分に発現するよう改善する余地があるとしているものが22計画(45.8％)見

受けられた。

また、活性化計画目標の設定状況をみたところ、29計画(60事業。事業費計61億7548万円、交付金

計30億6692万円)の活性化計画について、｢定住等の促進｣を目的とする活性化事業が実施されている

にもかかわらず、活性化計画目標が｢地域間交流の促進｣に係るものとなっていたり(25計画)、｢地域

間交流の促進｣を目的とする活性化事業が実施されているにもかかわらず、活性化計画目標が｢定住

等の促進｣に係るものとなっていたり(4計画)していて、活性化事業等により実現しようとする法の

二つの目的と活性化計画目標とが適切に対応していなかった。

そして、同省は、これらの活性化計画を審査の上、交付金の交付対象となるものとして決定して

いた。

3 本院が要求する改善の処置

同省において、活性化事業が適切かつ効果的に実施されるよう、次のとおり改善の処置を要求す

る。

ア 計画主体に対して、活性化計画目標を設定した場合は、事業目標が達成されている場合であっ

ても活性化計画目標の達成状況を確認して、達成されていない場合は、原因分析等を行い、活性

化事業の運営や関連事業等の実施に改善の余地はないかなどについて検討を行うよう指導すると

ともに、これを行う仕組みを設けること

イ 計画主体に対して、活性化計画目標を設定しようとする場合は、活性化計画目標の達成状況を

適切に評価できるようにするために、活性化計画目標が活性化事業等により実現しようとする法

の二つの目的に適切に対応しているかなどについて確認するよう指導するとともに、これを適切

に審査することとすること
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危険地区の山地災害対策の強化に資する治山事業の計画の適切な策定、ソフト対策との連携等につ

いて(林野庁長官宛て)

指摘の背景となった直轄治山事業のうち流域別調査の結果が反映されていない

施業施計画に基づき実施された治山施設の工事費(1)(支出) １２２億３８９４万円

指摘の背景となった直轄治山事業のうち流域別調査が長期間実施されないまま

策定された施業実施計画に基づき実施された治山施設の工事費(2)(支出) １８億７９４７万円

指摘の背景となった補助治山事業のうち危険地区調査の結果を活用して

総合的に判断して作成されたとはいえない事業箇所別実施計画に基づき

実施された予防治山事業に係る治山施設の工事費(3)(支出) ６１億９７０６万円

指摘の背景となった地域防災計画に危険地区対策の組入れが行われていない

市町村において実施された治山施設の工事費(4)(支出) 直轄治山事業 ３３８億０１２９万円

補助治山事業 １１７億０６２９万円

(1)から(4)までの純計(支出) 直轄治山事業 ４１１億２２１５万円

補助治山事業 １５６億４５２２万円

1 治山事業における山地災害対策の概要

(1) 治山事業の概要

治山事業は、森林法等に基づき、山地災害から国民の生命、財産等を守ることなどを目的とし

て、復旧治山事業や予防治山事業等により治山施設を整備するなどする事業である。林野庁は、

治山事業について、森林管理局において国有林直轄治山事業等(直轄治山事業)を、また、都道府

県も、国庫補助金等の交付を受けて、民有林における治山事業(補助治山事業)を実施している。

(2) 山地災害対策の取組方針、政府の基本目標等

治山事業に関して、政府は、国土強靱化基本計画において、いかなる災害等が発生しようとも、

人命の保護が最大限図られること、国民の財産及び公共施設に係る被害を最小化することなどの

基本目標を示している。そして、この基本目標の実現に向けて重点化を図る施策のうち、起きて

はならない農地・森林等の荒廃による被害の拡大への対策として、山地災害のおそれがある箇所

の把握結果に基づき、避難体制の整備等のソフト対策との連携を図りつつ、適切な間伐等の森林

整備や総合的かつ効果的な治山対策等、効果的・効率的な手法による災害に強い森林づくりを推

進することなどの方針を示している。そして、同庁は、｢山地災害対策に関する検討委員会｣を設

置して今後の山地災害対策の在り方について検討し、事前防災としての取組を効果的かつ効率的

に進めていくために、既に荒廃現象や崩壊の前兆現象がみられる森林のみならず、潜在的な崩壊

等の危険性のある森林も含めた形で、下流の保全対象に被害を与えるリスクや事業実施による効

果等を同一の尺度により判断した上で、事業実施後の保安林として適切な管理も含めて、事業を

計画していく必要があるとしている。

(3) 山地災害対策の概要

ア 治山事業の計画策定等

森林管理局は、直轄治山事業の実施に当たり、国有林野施業実施計画(施業実施計画)を、ま

た、都道府県は、補助治山事業の実施に当たり、箇所別の事業実施計画(事業箇所別実施計画)

を、それぞれ策定等して、治山事業を実施する箇所等や治山施設の整備計画を記載することと

なっている。

イ 治山事業に関する調査

同庁は、山地災害による保全対象への被害のおそれがある地区を山地災害危険地区(危険地

区)として把握して、地域住民への周知や警戒避難体制の向上に資するとともに、治山事業の実

施に当たっての目安として活用して、山地災害の未然防止に資することとしている。そして、

同庁は、危険地区及びその実態を把握するための調査(危険地区調査)の調査方法等に関する要
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領を必要の都度定めて、同庁所管の国有林等については森林管理局が、民有林等については都

道府県がそれぞれ危険地区調査を行い、危険度(高い方から順にＡ、Ｂ及びＣに区分)の判定を

行うこととしている。

同庁は、｢山地災害危険地対策の推進について｣(山地災害通知)等を発し、森林管理局及び都

道府県において危険地区に関する資料を関係市町村に提供して市町村の地域防災計画に危険地

区対策を組み入れるよう指導している。また、森林管理局は、直轄治山事業の実施に当たり、

危険地区調査に加え、原則として5年ごとに治山流域別調査(流域別調査)を行い、当該箇所が危

険地区に該当する場合は、危険地区調査の危険度等も合わせて総合的に判断して、整備すべき

治山施設を記載することとなっている。

2 本院の検査結果

7森林管理局の43森林管理署等及び22都道府県の65事業主体が平成27、28両年度に実施した治山施

設工事の契約件数計3,137件(直轄治山事業549件(工事費計696億9094万円)、補助治山事業2,588件

(工事費計896億3005万円、国庫補助金等交付額計470億5653万円))を対象として検査したところ、次

のような事態が見受けられた。

(1) 適切に策定等されていない治山事業の計画に基づき治山施設の工事が実施されていた事態

ア 直轄治山事業において、適切に策定されていない施業実施計画に基づき治山施設の工事が実

施されていた事態

(ｱ) 流域別調査の結果が反映されていない施業実施計画に基づき治山施設の工事が実施されて

いた事態

7森林管理局の43森林管理署等の危険度Ａと判定されていた危険地区939地区のうち28年度

末時点で治山施設が整備されていない249地区について、流域別調査の結果で整備すべき治山

施設の種類及び施工の優先度が記載されているか確認したところ、77地区について、流域別

調査の結果が記載されていたが施業実施計画に治山施設の整備計画等が記載されておらず、

流域別調査の結果が活用されていなかった。そして、7森林管理局の23森林管理署等は、27、
(注1)

28両年度に、流域別調査の結果が反映されていない施業実施計画に基づき、直轄治山事業に

係る治山施設工事を152件(工事費122億3894万円)実施していた。

(注1) 23森林管理署等 宗谷、後志、津軽、三八上北、岩手南部、仙台、磐城、日光、利
根沼田、中越、中信、南信、富山、飛騨、岐阜、滋賀、島根、広島、四万十、北
薩、鹿児島各森林管理署、奈良、香川両森林管理事務所

(ｲ) 流域別調査が長期間実施されておらず、危険地区調査の結果が活用されないまま策定され

た施業実施計画に基づき治山施設の工事が実施されていた事態

前記の939地区について、流域別調査が原則どおり5年ごとに実施されているか確認したと

ころ、129地区について、前回の流域別調査から10年以上実施しておらず、流域別調査の結果

の治山施設の種類及び施工の優先度が直近の危険地区調査の結果を活用して更新されたもの

となっていなかった。そして、3森林管理局の11森林管理署等は、27、28両年度に、流域別
(注2)

調査を適時適切に実施していない10施業実施計画に基づき、直轄治山事業に係る治山施設工

事を47件(工事費18億7947万円)実施していた。

(注2) 11森林管理署等 宗谷、根釧西部、根釧東部、後志、津軽、三八上北、岩手南部、
山形、置賜各森林管理署、遠野森林管理署支署、山梨森林管理事務所

イ 補助治山事業において、危険地区調査の結果を活用して総合的に判断して作成されたとはい

えない事業箇所別実施計画に基づき治山施設の工事が実施されていた事態

13都道府県は、事業箇所別実施計画の作成に当たり、計画箇所に係る選定基準等を定めて
(注3)

おらず、選定に危険度を活用するかは補助治山事業の担当者等に委ねており、さらに、当該担

当者等が計画箇所を選定した理由を記載した資料もないため、全ての候補箇所について危険度

を活用して判断していたか不明な状況であるなどとしていた。そして、13都道府県は、27、2

8両年度に、現地の山地荒廃の状況等と合わせて危険地区調査の結果を活用して総合的に判断し
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て作成されたとはいえない事業箇所別実施計画に基づき、予防治山事業に係る治山施設工事計

443件(工事費122億7688万円、国庫補助金等交付額61億9706万円)を実施していた。

(注3) 13都道府県 東京都、北海道、京都府、栃木、群馬、千葉、岐阜、静岡、愛知、鳥
取、徳島、高知、宮崎各県

(2) 市町村の地域防災計画におけるソフト対策との連携が図られないまま治山施設の工事が実施さ

れていた事態

森林管理局及び都道府県は、危険地区に関する資料として、危険地区調査の結果が整理された

危険地区の一覧表、危険地区の位置等が記載された1/50000の地図、保全対象の位置等が記載され

た1/5000の地図等を作成しており、山地災害通知に基づき、これらの資料のうち危険地区の一覧

表及び危険地区の位置等が記載された地図(山地災害通知資料)を市町村に提供している。そこで、

危険地区が所在する市町村における地域防災計画への危険地区対策の組入れ状況をみたところ、

43森林管理署等管内の284市町村のうち213市町村及び22都道府県内の767市町村のうち213市町村

では、地域防災計画に危険地区の位置等の情報や避難場所等の安全の確保等に必要な情報を記載

するなど地域防災計画への危険地区対策の組入れが行われていなかった。その理由について、一

部の市町村は、山地災害通知資料の地図には保全対象の位置等が明確に示されていないことを挙

げており、保全対象の位置等が記載された地図の提供を受けていないことが大きな要因になって

いると認められる。そして、7森林管理局の32森林管理署等は、上記213市町村のうち84市町村
(注4)

において、27、28両年度に、直轄治山事業に係る治山施設の工事を345件(工事費338億0129万

円)実施していた。また、15都道府県は、上記の213市町村のうち120市町村において、27、28両
(注5)

年度に、補助治山事業に係る治山施設の工事を634件(工事費217億6062万円、国庫補助金等交付額

117億0629万円)実施していた。

(注4) 32森林管理署等 留萌北部、宗谷、網走西部、根釧西部、根釧東部、十勝西部、後
志、三八上北、岩手南部、仙台、山形、置賜、磐城、日光、中信、南信、木曽、
富山、飛騨、岐阜、東濃、石川、滋賀、鳥取、島根、広島、四万十、北薩各森林
管理署、遠野、村上、南木曽、都城各森林管理署支署

(注5) 15都道府県 東京都、北海道、京都府、山形、群馬、千葉、長野、岐阜、静岡、愛
知、島根、高知、佐賀、宮崎、鹿児島各県

3 本院が要求する改善の処置

同庁において、事前防災としての治山事業の計画等がより効果的なものとなり、山地災害から国

民の生命、財産等を守ることなどを目的とする治山事業がより効果的なものとなるよう、次のとお

り改善の処置を要求する。

ア 森林管理局に対して、施業実施計画の策定に当たり、流域別調査の結果を施業実施計画に反映

するよう指示すること、また、流域別調査を適時適切に実施して山地荒廃の実態や治山施設の整

備の必要性を把握するよう指示すること

イ 都道府県に対して、予防治山事業に係る事業箇所別実施計画の作成に当たり、危険度が低い箇

所を計画箇所とする場合には当該箇所を優先しなければならない理由等を具体的に明示すること

を徹底するなどして計画箇所を現地の荒廃状況等と合わせて危険度を活用して総合的に判断して

選定するよう周知すること

ウ 森林管理局及び都道府県が山地災害対策に関係する市町村に対して提供する危険地区に関する

資料として、山地災害通知資料以外に、危険地区の山地災害により被害が生ずる保全対象の位置

等を示した1/5000の地図等も提供するよう山地災害通知を改訂すること
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米穀周年供給・需要拡大支援事業の実施について(農林水産大臣宛て)

割高となっていた金利倉敷料に係る国庫補助金交付額(支出) ６３６０万円

指摘の背景となった適切な目標を設定していない

事業実施主体に対する国庫補助金交付額(1)(支出) ３億７５６０万円

指摘の背景となった目標に対する取組の達成状況が適切に把握されていない

事業実施主体に対する国庫補助金交付額(2)(支出) ９４０１万円

(1)及び(2)の純計 ４億５７２１万円

1 事業の概要

農林水産省は、平成27年度から、米穀周年供給・需要拡大支援事業実施要綱(実施要綱)等に基づ

き、米穀周年供給・需要拡大支援事業(周年事業)を実施している。実施要綱等によると、周年事業

は、需要に応じた米の生産・販売が行われる環境を整備するため、豊作等の影響により必要が生じ

た場合に、主食用米を長期計画的に販売する取組(長期販売の取組)や業務用向けなどへの販売促進

等を図る取組(業務用向けの取組)等を行う集荷業者等を支援するものである。

長期販売の取組は、豊作の影響により主食用として作付・収穫された米穀の供給が需要を上回る

ことになった場合等に、当該米穀を生産年の翌年11月から翌々年の3月まで長期計画的に販売するも

ので、一般的な販売よりも販売代金の回収が遅れることなどに伴う経費が生ずることから、同省は、

周年事業において、当該取組の実施に伴って生ずる経費について支援を行うこととしている。この

うち、金利倉敷料は、長期販売の取組において、販売時期が遅れることに伴い増加することになる

金融機関等への支払利息の1/2に相当する額(金利相当額)等であり、その基本単価は、実施要領にお

いて、補助対象となる米穀の保管期間に応じた販売数量1ｔ当たりの金額が設定され、事業実施主体

は、事業を実施して実績報告書を作成する際に、金利倉敷料の基本単価に長期販売の取組を行った

各月の販売数量を乗ずるなどして金利倉敷料を算定し、これと同額の国庫補助金の交付を受けるこ

ととされている。

業務用向けの取組は、主食用米の外食・中食等への販売を拡大するための商品開発や販売促進等

を実施するものであり、同省は、周年事業において、事業実施主体が販売促進等のために実施した

広告宣伝、委託等に要した経費について支援を行うこととしている。支援に当たっては、家庭用向

けの消費拡大のみを目的としている取組は補助の対象に含めないこととなっている。

実施要綱等によれば、事業実施主体は、周年事業を実施しようとするときは、事業の取組内容等

を記載した事業実施計画等を地方農政局長等に提出して、その承認を受けることとされ、また、事

業実施後は、事業実施計画に基づく取組の実施状況及び評価について、事業実施状況等報告を作成

して、地方農政局長等へ報告することとされている。そして、事業実施状況等報告には、事業実施

計画に基づく取組の評価として、取組によって生じた米穀の契約進捗等の成果を記載するよう例示

されている一方で、事業実施計画には、事業を実施するに当たっての取組の目標について設定する

こととはされていない。

2 本院の検査結果

31事業実施主体が27年度から29年度までの間に実施した90事業(事業費計60億3571万円、国庫補助

金交付額計28億8677万円)を対象として検査したところ、次のような事態が見受けられた。

(1) 事業実施主体の借入金の基となる実際の単価及び借入利率を適用することとしていないため、

借入れの実態を反映しないまま国庫補助金を交付している事態

同省は、金利相当額については、主食用米である銘柄ごとの相対取引価格の平均単価14,089円

/60㎏(制定時平均単価)に、短期プライムレートの利率1.475％を乗ずるなどして算出していた。

そして、これに保管経費を加えた単価を560円/ｔ・月と設定し、これに月数を乗じて金利倉敷料

の基本単価を算定していた。

しかし、14事業実施主体が27年度から29年度までの間に実施した長期販売の取組に係る借入れ
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の実態を確認したところ、各事業実施主体は、同省が制定時平均単価の算定に用いた相対取引価

格ではなく、各事業実施主体が生産者から集荷する際に支払う金額として銘柄ごとに定めている

概算金の単価を基に借入金の額を算定して借入れを行っていた。そして、14事業実施主体が実施

した長期販売の取組で対象となった銘柄ごとの概算金の単価を確認したところ、14事業実施主体

の延べ83銘柄の概算金の単価は8,700円/60㎏から17,200円/60㎏までとなっていて、制定時平均単

価14,089円/60kgを上回る銘柄も一部でみられたものの、14事業実施主体の延べ62銘柄においては、

概算金の単価が制定時平均単価を下回っていた。また、14事業実施主体の26事業に係る借入れに

おいては、金融機関等との契約によって定められた0.23％から1.55％までの借入利率が適用され

ており、短期プライムレートの利率1.475%よりも高い借入利率も一部でみられたものの、14事業

実施主体の22事業においては、短期プライムレートの利率よりも低い借入利率で資金を借り入れ

ていた。

そこで、14事業実施主体が借入金の算定に用いた概算金の単価及び実際の借入利率に基づいて

金利倉敷料を試算したところ、計6億2017万円となり、同省が交付した国庫補助金計6億8377万円

はこれと比べて6360万円割高になっていた。

(2) 取組の効果を的確に把握できるように目標を設定していなかったり、評価が目標と整合したも

のとなっていなかったりしている事態

同省は、28年度以降、外部有識者から業務用向けの取組については定量的な目標を設定するこ

とが必要との意見があったことから、業務用向けの取組を実施する事業実施主体に対して、定量

的に把握可能な目標を設定し評価するよう各地方農政局等を通じて口頭での指導を行っている。

そこで、29年度の業務用向けの取組の目標の設定及び評価の報告状況についてみたところ、業務

用向けの取組28事業においては、米穀の販売数量等を目標として設定していた。しかし、このう

ち10事業実施主体が実施した11事業(事業費計8億8723万円、国庫補助金交付額計3億7560万円)に

ついては、目標に掲げた米穀の販売数量等の数値が、業務用向けの販売数量等ではなく家庭用向

けの販売数量等を含む集荷数量全体に対する販売数量等となっていて、実施した業務用向けの取

組の事業効果を的確に把握できる目標とはなっていなかった。

また、業務用向けの取組28事業のうち5事業実施主体が実施した5事業(事業費計1億9106万円、

国庫補助金交付額計9401万円)において、新規取引の商談件数の対前年比を目標として設定してい

るのに、商談件数ではなく販売実績数量で評価を行っていたり、集荷数量に占める複数年契約等

の割合の対前年比を目標として設定しているのに、複数年契約等の割合ではなく集荷数量で評価

を行っていたりするなど、目標で設定した指標と異なる指標等に基づいて取組の評価が行われて

いた。そして、地方農政局等は、目標との整合が取れていない評価が記載された事業実施状況等

報告を受領していたのに、その内容について指導等を行っていなかった。

3 本院が要求する改善の処置

同省において、周年事業が経済的かつ効果的に実施されるよう、次のとおり改善の処置を要求す

る。

ア 長期販売の取組に対する支援に当たり、事業実施主体の借入れの実態を反映した金利相当額に

基づいた国庫補助金を交付するようにすること

イ 業務用向けの取組に対する支援に当たり、実施要領に目標の設定及び評価に関する事項を定め

るとともに、事業実施主体に対して、事業実施計画に目標を適切に設定し、事業実施状況等報告

において目標に対する評価を適切に行うよう指導すること。また、地方農政局等に対して、事業

実施状況等報告の確認を適切に行うよう指示すること
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－経済産業省－

再生可能エネルギー熱利用加速化支援対策事業の実施状況等について(資源エネルギー庁長官宛て)

実際に使用した燃料のバイオマス依存率が60％未満となっている3事業に対する

国庫補助金交付額(1)(支出) ５７４３万円

長期にわたり稼働を停止していたり、達成率が低調となっていたりしている34事業に対する

国庫補助金交付額(2)(支出) ９億５９５６万円

(1)及び(2)の純計(支出) １０億０４８６万円

1 再生可能エネルギー熱利用加速化支援対策事業等の概要

(1) 再生可能エネルギー熱利用加速化支援対策事業の概要

資源エネルギー庁は、安定的かつ適切なエネルギー需給構造の構築を図ることなどを目的とし

て、平成23年度から27年度までの間に、民間事業者等が事業主体となって、太陽熱、地中熱、バ

イオマス熱等の再生可能エネルギー熱を利用する設備等(再エネ熱利用等設備)を導入する再生可

能エネルギー熱利用加速化支援対策事業(再エネ熱加速化事業)に要する経費の一部を補助するた

め、公募により一般社団法人新エネルギー導入促進協議会を補助事業者として選定して補助金を

交付している。そして、協議会は、公募要領等を定めるなどして、事業主体が実施する再エネ熱

加速化事業に要する経費の一部に補助金(再エネ熱加速化補助金)を交付している。

再エネ熱加速化事業の公募要領等には、次のような内容が定められている。

ア 再エネ熱利用等設備を導入しようとする民間事業者等は、交付申請書、実施計画書等の交付

申請書類を協議会に提出することとなっており、実施計画書には、再エネ熱利用等設備から供

給される熱量等(再エネ熱量等)の計画値等を記載することとなっている。

また、バイオマス熱利用設備を導入する場合には、実施計画書に燃料の種類及びバイオマス

依存率を記載するとともに、燃料の調達先、調達量等の燃料調達に関する書類及びバイオマス
(注)

依存率の計算根拠を添付することとなっており、当該設備で使用する燃料のバイオマス依存率

が60％以上であることが補助の要件となっている。

(注) バイオマス依存率 燃料を燃焼させることにより生ずる発熱量の総和に対する燃料に
含まれる紙くず、木くず等のバイオマス(動植物に由来する有機物)を燃焼させるこ
とにより生ずる発熱量の割合。なお、燃料に含まれる廃プラスチック類、ゴムくず
等は非バイオマスとされている。

イ 事業主体は、事業実施年度の次年度から4年間、毎月の再エネ熱利用等設備の稼働時間、再エ

ネ熱量等の実績値、当該設備で使用した燃料のバイオマス依存率等を記載した1年間の利用状況

報告書を提出することとなっており、再エネ熱量等の計画値と実績値のかい離が大きい場合に
．．

は、協議会からその原因について調査・報告を求められる場合があるとされている。

(2) 再生可能エネルギー事業者支援事業等の概要

同庁は、28年度以降も、民間事業者が事業主体となって再エネ熱利用等設備を導入する再生可

能エネルギー事業者支援事業等(事業者支援事業)に要する経費の一部を補助するため、公募によ

り選定された補助事業者に補助金を交付しており、当該補助事業者は、公募要領等を定めるなど

して、協議会と同様の手続により、事業主体が実施する事業者支援事業に要する経費の一部に補

助金を交付している。

2 本院の検査結果

(1) バイオマス熱利用設備で使用した燃料のバイオマス依存率が60％未満となっている事態

バイオマス熱利用設備を導入した46事業についてみたところ、4事業において、事業主体が協議

会に提出した実施計画書及び各年度の利用状況報告書には、いずれも当該設備の使用燃料が木質

チップであり、バイオマス依存率は100％であると記載されていたのに、実際には、木質チップよ

りも発熱量が高いことなどから、非バイオマスである廃プラスチック類とバイオマスである紙く
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ず等とを混合した固形燃料(RPF)が使用されており、バイオマス依存率が不明な状況となっていた。

そこで、上記の4事業で使用したRPFの原料の構成割合を調査したところ、24年度から26年度ま

での間にバイオマス熱利用設備を導入した3事業(3事業主体、再エネ熱加速化補助金交付額計574

3万円)において、いずれも廃プラスチック類の割合が60％となっており、これを発熱量に換算し

てバイオマス依存率を算出すると最大でも46.8％となり、補助の要件とされている60％を下回る

状況となっていた。

そして、これら3事業について、協議会は、利用状況報告書の提出時に実際に使用した燃料のバ

イオマス依存率の計算根拠を裏付ける資料を提出させることとしていなかったことなどから、利

用状況報告書に記載されたバイオマス依存率が適切かどうかについて十分に確認することができ

ない状況となっていた。

(2) 再エネ熱利用等設備が長期にわたり稼働を停止していたり、達成率が低調となっていたりして

いる事態

ア 長期にわたり稼働を停止している事態

23年度から26年度までの間にバイオマス熱利用設備を導入した7事業(6事業主体、同計7005万

円)において、事業主体が、設備が故障したのに修理を行っていなかったりしていたことなどか

ら、30年3月末時点で1年4か月から3年7か月までの長期にわたり稼働を停止していた。

イ 達成率が低調となっている事態

23年度から27年度までの間に地中熱利用設備、バイオマス熱利用設備等の再エネ熱利用等設

備を導入した27事業(23事業主体、同計8億8950万円)において、事業主体が、再エネ熱利用等設

備よりも灯油、電気等をエネルギー源とする設備を優先的に使用していたことなどから、28年

度の再エネ熱量等の計画値に対する実績値の割合(達成率)が1.8％から49.1％と低調になってい

て、23年度から25年度までの間に設備を導入した13事業のうち12事業については3年連続で50％

未満となっていた。

ウ 協議会による利用状況報告書の確認、原因の把握、事業主体に対する改善指導等の状況

長期にわたり稼働を停止していたり達成率が低調となっていたりしていた34事業のうち6事業

は、事業主体が、利用状況報告書の提出に当たり、稼働状況や達成率について事実と異なる内

容を記載して報告していた。しかし、協議会は、再エネ熱加速化事業の公募要領等において、

利用状況報告書の提出時に稼働状況等に関する記載内容を裏付ける資料を提出させることとし

ていなかったことなどから、その記載内容が適切かどうかについて十分に確認することができ

ない状況となっていた。

また、上記の34事業に対する協議会による原因把握や改善指導等の状況をみたところ、協議

会は、29事業についてはその原因を把握していたが、事態の改善に向けた具体的な取組の内容

も把握していたのは2事業のみで、当該2事業についても、協議会は、その後の状況を把握して

おらず、改善指導等が十分に行われているとは認められない状況となっていた。

なお、(1)及び(2)の事態について、重複分を除くと、36事業(30事業主体、同計10億0486万円)と

なる。

3 本院が要求する是正の処置及び求める是正改善の処置並びに要求する改善の処置

同庁において、再エネ熱加速化事業及び事業者支援事業で導入した再エネ熱利用等設備が適切に

利用されるとともに、事業の効果が十分に発現するよう、次のとおり是正の処置を要求し及び是正

改善の処置を求め、並びに改善の処置を要求する。

ア 協議会に対して、バイオマス熱利用設備で使用した燃料のバイオマス依存率が60％未満となっ

ている3事業に係る事業主体には、補助の要件を満たした適切な燃料を使用するよう指導等を行い、

その後の状況を適切に把握するよう指導すること(会計検査院法第34条の規定により是正の処置を

要求するもの)

イ 協議会及び事業者支援事業の補助事業者に対して、バイオマス熱利用設備については、バイオ
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マス依存率が60％以上となる燃料を使用する必要があることを事業主体に改めて周知させるとと

もに、利用状況報告書の提出時に実際に使用した燃料のバイオマス依存率の計算根拠を裏付ける

資料を提出することなどについて事務連絡を発出するなどして事業主体等に周知させて、使用し

た燃料が補助の要件を満たしているかを確実に確認することとするよう指導すること(同法第34条

の規定により是正改善の処置を求めるもの)

ウ 協議会及び事業者支援事業の補助事業者に対して、利用状況報告書の提出時に事業主体が設備

の稼働状況等に関する記載内容を裏付ける資料を提出することについて事務連絡を発出するなど

して事業主体等に周知させて、再エネ熱利用等設備の稼働状況や達成率を適切に把握することと

するよう指導すること(同法第34条の規定により是正改善の処置を求めるもの)

エ 協議会及び事業者支援事業の補助事業者に対して、再エネ熱利用等設備が稼働を停止していた

り、達成率が低調となっていたりしている場合には、事業主体がその原因を分析した上で、設備

の稼働等に向けた取組方針や達成率を向上させるための改善計画を提出する必要があることにつ

いて事務連絡を発出するなどして事業主体等に周知させて、改善計画等の提出を受けた際には、

その進捗状況を適切に把握するなどの改善指導等を行うこととするよう指導すること(同法第36条

の規定により改善の処置を要求するもの)
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－国土交通省－

一般国道等の路面下空洞対策に係る費用の負担について(国土交通大臣宛て)

指摘の背景となった直轄事業に係る調査業務の金額(支出) ２５億１８８５万円

指摘の背景となった交付金事業に係る調査業務の交付金交付額(支出) ７億７２１０万円

1 一般国道等の路面下空洞対策の概要

(1) 一般国道等の路面下空洞対策

国土交通省は、道路法等に基づき、道路を常時良好な状態に保つようにその維持・修繕を実施

することとして、トンネル、橋りょう、舗装等の道路を構成する施設等の別に維持又は修繕に関

する技術的基準を定めており、道路管理者である同省及び地方公共団体は、これらの技術的基準

に基づくなどして道路の状況を点検している。

道路では地下水等が原因で道路の路面下に空洞が発生することがあり、発生した空洞が拡大す

るなどして路面近くにまで進行すると、交通荷重等の影響により道路が陥没するなどして、事故

につながるおそれがある。同省が公表している｢道路の陥没発生件数とその要因｣によると、国が

管理する国道で発生した道路の陥没は平成27年度153か所、28年度116か所、計269か所となってい

る。

同省は、上記のような状況を踏まえて、道路の陥没の発生を未然に防止することを目的に、国

が実施する直轄事業又は地方公共団体が実施する交付金事業として、陥没の原因となる路面下の

空洞を早期に発見するための路面下空洞調査業務(調査業務)を実施している。

一方、道路の路面下には、地方公共団体や民間企業等が道路管理者の許可を受けた上水道管、

下水道管、ガス管等(｢路面下占用物件｣、路面下占用物件を設置している地方公共団体や民間企業

等を｢占用企業者｣)が多数埋設されている。路面下占用物件の破損等が原因で路面下に空洞が発生

するなどしている事例もあることから、同省は、道路管理者による占用物件の安全確認を徹底す

ることとして、26年3月に、地方整備局等に対して｢道路管理者による占用物件の安全確認の徹底

について｣(通知)を発している。通知によれば、道路の占用許可に当たっては、｢道路占用者は、

占用物件を常時良好な状態に保つように管理し、もって道路の構造又は交通に支障を及ぼさない

よう努めなければならないこと｣などを占用許可の条件に付すことを徹底することとされている。

(2) 調査業務

調査業務は、直轄事業においては、地方整備局ごとに設置されている技術事務所等が、2年度か

ら地方整備局等管内の国道事務所等が管理している道路を対象として実施している。また、交付

金事業においては、25年2月に同省が主として市町村が路面陥没危険箇所調査等を実施する際の参

考資料として作成した｢総点検実施要領(案)【舗装編】(参考資料)｣を公表したことなどを契機と

して、多くの地方公共団体が25年度以降に調査業務を実施している。調査業務は、レーダー技術

を用いるなどして路面下の状況を調査するものであり、一般的に、次のような手順により実施さ

れている。

① 技術事務所等又は地方公共団体から調査業務を受託した調査会社(受注者)は、一次調査とし

て、対象となる道路の全延長を地中レーダーを搭載した探査車で走行移動しながら探査データ

を取得し、技術事務所等又は地方公共団体は、その探査データを基に、空洞が発生している箇

所及びその可能性のある箇所を判定する。

② 受注者は、①において空洞が発生している可能性があると判定された箇所を対象として、ハ

ンディ型地中レーダーを用いるなどして二次調査を行い、空洞が発生している可能性が高いと

判定した場合には、削孔してスコープ等で空洞の有無、土被り、空洞の大きさなどを確認する。

③ 受注者は、上記の調査結果を取りまとめて、技術事務所等又は地方公共団体に報告する。

2 本院の検査結果
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10技術事務所等、13道府県及び47市区町の計70事業主体が28、29両年度に実施した調査業務計15
(注1) (注2) (注3)

4件(直轄事業22件、交付金事業132件)、契約金額計42億1223万円(直轄事業計25億1885万円、交付金

事業計16億9338万円(交付金交付額計7億7210万円))を対象として検査したところ、次のような事態

が見受けられた。

70事業主体が実施した調査業務154件の結果についてみると、調査業務106件(直轄事業17件、交付

金事業89件)において、1,309か所の空洞が発見されていた。そして、1,309か所の空洞の発生原因に

ついてみると、空洞の発生原因となった施設(原因施設)が特定されていない箇所が調査業務84件(直

轄事業14件、交付金事業70件)において828か所あり、発見された空洞の箇所数に対する割合は63.3

％となっている一方、原因施設が特定されている箇所は調査業務63件(直轄事業11件、交付金事業5

2件)において481か所、同36.7％となっていた。なお、この63件のうち41件については、原因施設が

特定されていない空洞も発見されており上記の調査業務84件と重複している。

原因施設が特定されている箇所を原因施設別に分類すると、道路排水施設等の道路施設が210か所、

同16.0％、路面下占用物件が193か所、同14.7％となっており、路面下占用物件が原因施設である空

洞が一定割合で発見されている。なお、前記の国が管理する国道で発生した道路の陥没計269か所の

うち、路面下占用物件の破損等が発生原因である陥没は、計44か所と全体の16.4％となっており、

陥没の発生原因についても路面下占用物件が一定割合を占めている。

そこで、調査業務に要した費用の占用企業者の負担状況についてみると、70事業主体のうち、関

東技術事務所、横浜、名古屋両市の計3事業主体は、調査業務の対象となった路面下占用物件の延長

に応ずるなどした割合に基づき調査業務に係る費用の一部を占用企業者に負担させていたが、68事

業主体は、調査業務に要する費用を全く負担させていなかった。
(注4)

しかし、占用企業者は、路面下占用物件を常時良好な状態に保つよう管理し、もって道路の構造

又は交通に支障を及ぼさないように努めなければならないことなどが占用許可の条件とされている

のに、事業主体が実施している調査業務において路面下占用物件が原因施設である空洞が一定割合

で発見されていること、同省は路面下占用物件の破損等が原因となる空洞や陥没の発生対策として

調査業務を実施することが有効であるとしていること及び事業主体が既に直轄事業又は交付金事業

として調査業務を実施していることに鑑みると、調査業務は占用許可の条件の適切な履行に資する

こととなることから、事業主体は、占用企業者に応分の負担を求める必要があると認められる。

(注1) 10技術事務所等 北海道開発局、東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国、九
州各技術事務所、沖縄総合事務局

(注2) 13道府県 北海道、大阪府、千葉、神奈川、山梨、山口、愛媛、高知、福岡、長崎、
熊本、大分、宮崎各県

(注3) 47市区町 登別、市川、我孫子、武蔵野、調布、小平、福生、多摩、横浜、相模原、
藤沢、茅ヶ崎、秦野、綾瀬、新潟、三条、甲府、名古屋、豊橋、蒲郡、尾張旭、
堺、東大阪、宝塚、和歌山、下関、岩国、長門、周南、高知、北九州、久留米、
飯塚、柳川、古賀、佐世保、熊本、宮崎、沖縄各市、新宿、江東、品川、渋谷、
杉並各区、岩内郡岩内、中郡大磯、泉南郡熊取各町

(注4) 関東技術事務所は、調査業務を実施している道路のうち、東京、横浜両国道事務所が
管理している道路の全部又は一部については、調査業務に係る費用の一部を占用
企業者に負担させているが、その他の道路については、調査業務に係る費用を占
用企業者に全く負担させていないことから、68事業主体にも含めている。

3 本院が表示する意見

同省において、調査業務に要した費用について、占用企業者に応分の負担を求めるための指針等

を整備して、これを技術事務所等及び道路の占用許可を行っている国道事務所等に対して周知する

ことにより、国道事務所等が指針等に基づき関係者との合意形成を図り、占用企業者に応分の負担

を求めるよう、また、地方公共団体に対しても同様な助言をするよう意見を表示する。
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－環境省－

委託事業により取得した物品の管理等について(原子力規制委員会委員長宛て)

管理が適切に行われておらず、その状況が正確に物品管理簿に反映されていないなどしている

委託事業物品等の取得価格等(収入支出外) １８億２４３２万円

無償貸付された上で収益事業等に使用されている委託事業物品のうち、

利用記録があるものの使用料相当額(収入) ５８２３万円

指摘の背景となった無償貸付された上で収益事業等に使用されている委託事業物品のうち、

利用記録がないものの取得価格(収入支出外) ８億０１０３万円

1 制度の概要

(1) 委託事業の概要

原子力規制委員会は、環境放射能の影響調査や放射線に関する技術研究等のために、毎年度、

都道府県や研究機関等と委託契約を締結して多数の事業を実施しており、受託者は、委託費によ

り必要な測定装置等の物品(委託事業物品)を取得している。委託契約書等によれば、受託者は、

委託事業物品について、取得財産管理台帳を備えて、善良な管理者の注意をもって管理すること

などとされている。

(2) 国における物品の管理等

物品管理法等によれば、物品とは、国が所有する動産のうち国有財産等以外のものなどとされ

ており、国の物品の管理については、物品管理簿を備えて品目ごとに、物品の異動数量、現在高

等を記録することなどとされている。取得価格が50万円以上の機械及び器具(重要物品)について

は、その取得価格を記録することとされており、この取得価格には、据付工事費等の附帯費用を

含めないことになっている。そして、各省各庁の長は、重要物品について、毎会計年度末の物品

管理簿に基づいて、物品増減及び現在額報告書(物品報告書)を作成することとされている。

(3) 委託事業終了後の委託事業物品の無償貸付等の手続

原子力規制庁の事務連絡によれば、委託事業の執行担当課は、毎年度の委託事業終了後に、委

託事業物品の活用方法を検討し、受託者に対して、委託事業物品の所有権を委員会に移転するよ

う指示する旨の通知書を送付することなどとされている。その後、執行担当課は、財産取得通知

書を物品管理官の補助者である物品管理係に提出し、物品管理係は、当該通知書に基づき、所有

権の移転が行われた委託事業物品を委員会の物品管理簿に記録することとされている。また、東

日本大震災復興特別会計(復興特会)の予算により取得した委託事業物品(復興特会委託事業物品)

については、復興庁の事務連絡｢復興費用で取得した物品の帰属する会計について｣に基づき、専

ら復興事業の用に供する物品を除き、所有権移転時に復興特会に属する物品として一度整理した

上で、同一年度内に一般会計への管理換を行わなければならない。

委託事業物品の活用方法のうち無償貸付は、財政法により国の財産が適正な対価なくして貸し

付けてはならないなどとされていることの例外として、物品の無償貸付及び譲与等に関する法律

に基づいて行われるものである。委員会においては、｢環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲

与に関する省令｣等に基づき、受託者に対して、継続使用する委託事業物品を善良な管理者の注意

をもって管理すること、貸付けの目的以外の目的のために使用しないことなどの条件を付して、

委託事業物品を無償で貸し付けることとしている。そして、受託者が委託事業物品を使用する見

込みがなくなった場合には、速やかにその旨の報告をさせることとしている。

2 本院の検査結果

検査に当たっては、平成29年3月末時点において、委員会の委託事業を実施している47都道府県、

公益財団法人日本分析センター(センター)及び国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(これらを

｢都道府県等｣)に無償貸付されているとして委員会の物品管理簿に記録されている委託事業物品のう
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ち重要物品1,871個、復興特会の物品管理簿に記録されている全ての委託事業物品のうち重要物品1

61個並びに都道府県等が備えている取得財産管理台帳等に記録されている委託事業物品のうち取得

価格が50万円以上の物品1,671個(これらの純計2,146個、取得価格計184億4604万円)を対象として会

計実地検査を行った。

(1) 委託事業物品等について、管理が適切に行われておらず、物品管理簿が国の物品の現況を反映

した正確なものとなっていないなどの事態

ア 無償貸付等の手続を経ないまま都道府県等に継続使用させるなどしている委託事業物品が物

品管理簿に記録されていないなどの事態

委託事業物品87個(取得価格計5億6740万円)が物品管理簿に記録されていなかった。このうち

72個(同5億4833万円)について確認したところ、43個(同4億3176万円)は、執行担当課が都道府

県等に対して委託事業物品の所有権を委員会に移転するよう指示する旨の通知書を送付してい

なかったため、無償貸付等の手続を経ないまま都道府県等に使用させていて、物品管理簿に記

録されておらず、29個(同1億1657万円)は、無償貸付等の手続を経て使用されていたが、執行担

当課が物品管理係に財産取得通知書を提出していなかったことから物品管理簿に記録されてい

なかった。このほか、委員会は、委託事業物品5個(取得価格計3337万円)について、取得価格を

誤って記録するなどして、物品管理簿上の価格が計3231万円過大となっていた。

イ 廃棄された委託事業物品が物品管理簿に記録されたままとなっているなどの事態

委託事業物品等について、都道府県等において、27個(取得価格計6526万円)が耐用年数の経

過後に廃棄されているのに、物品管理簿に記録されたままとなっていた。また、43個(取得価格

等計1億6367万円)が使用される見込みがないまま1年以上の長期間にわたり保管されていたが、

都道府県等から使用する見込みがなくなった旨の報告がなかったことなどから、物品管理係が

このような事態を把握しておらず、委員会において、活用方法の検討を行って有効活用を図る

などすることができない状況となっていた。

ウ 複数の機器で構成されている委託事業物品の構成機器ごとの更新状況が物品管理簿に正確に

反映されていない事態

ゲルマニウム半導体方式放射能検査機器(放射能検査機器)は、各種の機器で構成されており、

都道府県等は、構成機器ごとの故障等に合わせて各構成機器の更新を委員会の委託事業により

行っている。しかし、委員会は、構成機器ごとの更新状況や取得価格を把握することとしてい

なかったため、放射能検査機器の構成機器41個(取得価格相当額計1億6228万円)について、その

更新状況を正確に物品管理簿に反映していない状況となっていた。

エ 物品管理の対象とならないものを物品管理簿に記録して管理するなどしている事態

測定庫等5個(取得価格計6637万円)は物品管理法上の物品に該当せず、国有財産として管理す

べきものと認められるのに、委員会は、物品として物品管理簿に記録していた。また、放射能

検査機器73個の取得価格には、据付工事費等の附帯費用6916万円が含まれていた。

オ 復興特会から一般会計に管理換することとされている物品が復興特会に属する物品として管

理されるなどしている事態

復興特会の物品管理簿に記録されている委託事業物品161個(取得価格計6億1079万円)は、事

業又は使用場所を特定せずに使用できる放射線測定器等であって、専ら復興事業の用に供する

物品ではないのに、委員会は、これらを復興特会で管理していた。このうち129個(同3億9843万

円)は、一般会計への管理換をするなどしておらず、32個(同2億1235万円)は、一般会計及び復

興特会の両会計の物品管理簿に重複して記録されている状況となっており、さらに、このうち

1個(取得価格8704万円)は、エネルギー対策特別会計の物品管理簿にも記録されていた。

アからオまでのとおり、委員会の委託事業物品等443個(取得価格等計18億2432万円)について、

管理が適切に行われておらず、物品管理簿、ひいては物品報告書が国の物品の現況を反映した正

確なものとなっていないなどしている状況となっていた。
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(2) 無償貸付された委託事業物品が委託事業に使用されていない時間にセンターの収益事業等に使

用されている事態

センターは、委員会から無償貸付された委託事業物品のうち234個(取得価格計13億0597万円)に

ついて、委託事業に使用していない時間に有償で受託した収益事業等の業務に使用していた。委

員会は、受託者に対して、委託事業物品を収益事業等に使用することを希望する場合にこれを報

告させることとしていなかったため、センターが委託事業物品を収益事業等に使用している事実

を把握していなかった。前記のとおり、無償貸付は、貸付けの目的以外の目的に使用しないこと

を条件として行われていることから、委託事業物品を無償貸付した上で収益事業等に使用させる

ことは適切とは認められず、財政法上、国の財産を貸し付ける場合には適正な対価によることが

原則とされていることから、無償貸付ではなく、有償貸付とする必要があったと認められる。そ

こで、上記234個のうち利用記録の存在する37個(同5億0493万円)について、25年度から29年度ま

での間における利用状況に基づき、収益事業等のための使用に係る使用料相当額を算定したとこ

ろ、表のとおり、5823万円となっていた。

表 センターが収益事業等に使用していた委託事業物品及びその使用料相当額
単位：個、円)(

(注) ｢金額｣の( )内は、取得価格である。

3 本院が要求する是正の処置及び求める是正改善の処置

委員会において、物品管理簿に正確に記録されていないなどの委託事業物品のうち重要物品等に

ついて、現況を把握して物品管理簿等を適切なものとするよう必要な処置を執ったり、都道府県等

において使用される見込みがないまま長期間保管されているものについては、速やかにその活用方

法の検討を行ったりするよう是正の処置を要求するとともに、受託者に継続使用させる委託事業物

品等の管理が適切に行われるよう、次のとおり是正改善の処置を求める。

ア 委託事業の執行担当課に対して、委託事業終了の際に、受託者が継続使用を希望する委託事業

物品について、所有権移転を指示する通知書を速やかに受託者に送付したり、財産取得通知書を

速やかに物品管理係に提出したりして、必要な情報を物品管理係と共有して無償貸付等の手続を

適時適切に行うよう周知徹底を図ること

イ 受託者に対して、無償貸付の条件に従い、委託事業物品を善良な管理者の注意をもって適切に

管理し、委託事業物品を使用する見込みがなくなった場合には、委員会に対して速やかにその旨

を報告するよう周知徹底を図るなどして、委員会において活用方法の検討が適時適切に行われる

ようにすること

ウ 委託事業物品の取扱いに関する事務連絡等に、複数の機器で構成される委託事業物品について、

その構成機器ごとの更新状況や取得価格を把握して物品管理を適切に行う必要性及びその具体的

な方法、物品管理の対象とすべきものの範囲、その取得価格の考え方等並びに復興特会委託事業

物品の属する会計の取扱いを記載して、これらの内容を関係者に周知すること

エ 受託者に対して無償貸付された委託事業物品を貸付けの目的以外の目的のために使用しないこ

との周知徹底を図るとともに、受託者が貸付けの目的である委託事業に使用していない時間に収

益事業等に使用することを希望する場合には、その報告をさせることとした上で、収益事業等に

使用させないこととしたり、必要なものについては有償貸付としたりすること

平成25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 計

個数 17 13 4 4 4 4 4 4

金額 (1億2237万) (9177万) (3059万) 17万 27万 21万 32万 20万 118万

個数 217 184 33 27 27 29 28 32

金額 (11億8360万) (7億0926万) (4億7433万) 1356万 885万 1169万 1414万 878万 5704万

個数 234 197 37 31 31 33 32 36

金額 (13億0597万) (8億0103万) (5億0493万) 1373万 912万 1191万 1446万 899万 5823万

一般会計

エネルギー
特会

計

会計名

センターが収
益事業等に使
用していた委
託事業物品

うち利用記
録が存在し
ないもの

うち利用記
録が存在す
るもの

使用料相当額
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循環型社会形成推進交付金事業により整備する汚泥再生処理センターにおける資源化設備の機器の

処理能力の決定について(環境大臣宛て)

実際の処理実績に見合った設計とした場合に

低減できた資源化設備の機器費に対する交付金相当額(支出) １億８６３７万円

1 事業の概要

(1) 循環型社会形成推進交付金事業の概要

環境省は、循環型社会形成推進基本法等に基づき、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷が

できる限り低減される社会を形成するなどのための施策を総合的かつ計画的に推進している。そ

して、有機性廃棄物リサイクル推進施設等の廃棄物処理施設の整備を実施する市町村、一部事務

組合、広域連合等(事業主体)に対して、循環型社会形成推進交付金交付要綱等に基づき、循環型

社会形成推進交付金を交付している。

(2) 汚泥再生処理センターの概要等

上記の有機性廃棄物リサイクル推進施設のうち、汚泥再生処理センター(センター)は、公共下

水道等が整備されていない地域等において、くみ取りし尿等(し尿等)を処理し、し尿等に含まれ
．

る資源を回収する廃棄物処理施設である。そして、センターは、搬入されたし尿等を水と汚泥と
．

に分離し、分離した水を処理するなどして河川等に放流する水処理設備と、水処理設備で分離さ

れた汚泥を乾燥するなどして堆肥、助燃剤等を製造するなどする資源化設備等から構成されてい

る。

し尿等を処理する施設の中には資源化設備を備えていないものもあるが、事業主体が既存のし
．

尿等を処理する施設の更新等を行おうとする場合、同省は、前記の交付要綱等において、水処理

設備だけでなく、上記のとおり、資源化設備も備えたセンターとする場合に限って交付金の交付

対象とすることとしている。

センターの整備に当たり、事業主体は、｢汚泥再生処理センター等施設整備の計画・設計要領｣

(計画・設計要領)等に基づき水処理設備、資源化設備等の機器の処理能力を決定している。計画

・設計要領によれば、水処理設備の機器の処理能力の決定に当たっては、過去のし尿等の収集実
．

績を基に、1人当たりのし尿等の排出量を算出し、これに予測される将来の収集人口を乗じた上で、
．

収集量の季節等による変動に備えて15％程度の余裕を見込むこととされている。一方、資源化設

備については、前記のとおり、水処理設備で分離される汚泥を乾燥するなどして資源化すること

から、その機器の処理能力の決定に当たっては、水処理設備で分離される汚泥量(汚泥量)を推計

することとされている。そして、汚泥量については、し尿等に含まれる汚泥成分の濃度が簡易水

洗便所の普及状況等により地域によって差異があることから、原則として、センターで処理する

し尿等に含まれる汚泥成分の濃度を示す浮遊物質量等の値(汚泥性状値)の実態調査を行い、その
． (注1)

調査結果に基づいて推計することとされている。

(注1) 浮遊物質量等の値 水中に浮遊する不溶解性物質量の濃度(単位：mg/Ｌ)

2 本院の検査結果

14都道県管内の28事業主体が交付金の交付を受けて平成17年度から28年度までの間に整備した28
(注2) (注3)

センター(事業費計437億4517万円、交付対象事業費計323億6103万円、交付金交付額計117億3477万

円)の水処理設備及び資源化設備を対象として検査した。

注2) 14都道県 東京都、北海道、岩手、宮城、茨城、福井、山梨、岐阜、静岡、奈良、(
広島、愛媛、長崎、大分各県

注3) 28事業主体 日野市、大島町、三宅村、八丈町、渡島西部広域事務組合、釜石大(
槌地区行政事務組合、登米市、大崎地域広域行政事務組合、常陸太田市、坂井地
区広域連合、南巨摩郡南部町、岐阜市、磐田市、伊豆市、五條市、三原市、福山
市、三次市、安芸高田市、江田島市、広島中央環境衛生組合、今治市、島原市、
対馬市、壱岐市、西海市、雲仙市、竹田市
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前記28センターの水処理設備と資源化設備について、設備の機器の処理能力に対する28年度に実

際に処理したし尿等の量の割合及び汚泥量の割合(それぞれ｢処理実績｣)をみたところ、水処理設備
．

の処理実績については、全ての水処理設備が70％以上となっていた。そして、水処理設備の機器の

処理能力の決定に当たって、前記のとおり季節等による変動に備えて15％程度の余裕を見込むこと

とされていることや、センターの稼働後に人口減少によりし尿等の収集量が少なくなっていること
．

などを考慮すると、水処理設備の処理能力は、おおむね適切なものとなっていると考えられる。一

方、資源化設備の処理実績については、水処理設備と同様に70％以上となっているものは12設備に

とどまっており、残りの16設備は70％未満となっていた。

資源化設備は、前記のとおり、水処理設備でし尿等と分離された汚泥を資源化するものであり、
．

水処理設備で処理するし尿等の減少に伴って処理する汚泥量も減少することから、資源化設備の処
．

理能力が適切に決定されていれば、資源化設備の処理実績は、水処理設備の処理実績と近似したも

のになると考えられる。しかし、処理実績が70％未満となっていた資源化設備を有する16施設につ

いて、施設ごとの処理実績をみると、資源化設備の処理実績は、水処理設備の処理実績の22.2％か

ら81.2％までにとどまっており、水処理設備の処理実績と比べて低くなっていた。このように、資

源化設備の処理実績のみが低調となっているのは、実際の汚泥量が資源化設備の機器の処理能力を

決定する際に推計した量よりも少なくなっていることによると考えられる。

そこで、これら16資源化設備の機器の処理能力の決定に当たり、汚泥量をどのように推計してい

るかみたところ、16事業主体は、いずれも、汚泥性状値について、実態調査によることなく計画・

設計要領に参考として記載されている全国調査の結果(参考値)等を用いていて、地域による汚泥性

状値の差異を考慮しないまま汚泥量を推計していた。

しかし、前記のとおり、計画・設計要領によれば、汚泥量は、原則として、汚泥性状値の実態調

査の結果に基づいて推計することとされている。そして、16資源化設備のうち、28年度の汚泥性状

値を確認できた11設備についてみると、資源化設備の機器の処理能力の算定に用いた参考値等が7,

812 から13,336 までとなっているのに対して、実績値は2,419 から7,992 までとmg/Ｌ mg/Ｌ mg/Ｌ mg/Ｌ

なっていて、11設備のいずれにおいても参考値等よりも低くなっていた。

また、上記16資源化設備の主要な機器である汚泥脱水機、発酵機等(これらを｢主要機器｣)71機器

(機器費計40億4962万円、交付金相当額計14億5136万円)について、実際に整備された機器よりも小

さい処理能力で28年度の汚泥量の処理が可能であったか確認したところ、13事業主体の13資源化設
(注4)

備(機器費計29億6995万円、交付金相当額計10億6992万円)については、処理能力が小さい機器とす

ることや機器の数量を減らすことが可能であったと認められた。

これらのことから、13事業主体の13資源化設備の主要機器に係る費用を修正計算すると計24億83

98万円(交付金相当額計8億8354万円)となり、計4億8590万円(交付金相当額計1億8637万円)が低減で

きたと認められる。

注4) 13事業主体 大島町、三宅村、八丈町、登米市、大崎地域広域行政事務組合、坂(
井地区広域連合、岐阜市、磐田市、三次市、安芸高田市、島原市、壱岐市、雲仙
市

3 本院が求める是正改善の処置

同省において、循環型社会形成推進交付金事業により整備するセンターの資源化設備について、

汚泥量の実態に見合った処理能力の機器が整備されるようにするために、し尿等の汚泥性状値の実

態調査を適切に行うなどして処理する汚泥量を適切に推計することなどを事業主体に対して周知す

るよう是正改善の処置を求める。
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－防衛省－
       

防衛装備品等に係るコストデータを一元的に管理して分析等を行うパイロットモデルシステムの整

備等について(防衛装備庁長官宛て)

指摘の背景となったCDBシステムの整備等に要した経費(支出) ２億３３７３万円

1 制度の概要

(1) 防衛装備品等の調達の概要

防衛装備庁(平成27年9月30日以前は装備施設本部)は、防衛装備品及びその修理等の役務(これ

らを｢防衛装備品等｣)の調達を民間企業と契約を締結することなどにより実施している。

同庁は、防衛装備品等の調達に当たり、直接材料費、加工費、直接経費等の構成要素ごとに積

み上げるなどして原価を算定して、これに一定の適正利益等を付加する原価計算方式により予定

価格を算定するなどしている。このような防衛装備品等については、民間企業が提出した見積資

料等に基づくなどして各費用等を算定している。

そして、原価計算方式により予定価格を算定した契約には、契約の履行に要するなどした費用

が原価として妥当であるか否かを審査するための原価監査を行い、契約代金を確定する原価監査

付条項を付した監査付契約がある。また、原価監査を行わない一般確定契約等であっても、当該

契約の基本条項に基づき、契約相手方に対して、契約の履行に要するなどした費用の確認を行う

原価調査を実施することができるとされている。

(2) CDBシステムの概要

ア CDBシステムの整備の目的等

同庁は、予定価格の算定を特定の民間企業が提出した見積資料等に大きく依存している状況

となっていることから、防衛装備品等に係るコストのデータベースを民間企業の協力の下に構

築するなどとして、見積資料等の妥当性の検証等を行うなどのために、計算価格や原価監査等
(注)

により得られた実際の製造原価(製造原価)等のコストデータを一元的に管理して分析等を行う

ライフサイクルコスト・コストデータベース・パイロットモデル(CDBシステム)を整備し、28年

度からコストデータを入力して試験的な運用を開始している。そして、入力したコストデータ

を比較、分析等することによりCDBシステムが上記目的の達成に有用であるかの検証等を行った

上で、34年度から本格的な運用を目指すとしている。

(注) 計算価格 予定価格の決定の基準とする価格として計算される価格

イ CDBシステムの機能

同庁は、WBS(Work Breakdown Structure。防衛装備品等の場合は、製造等に係る作業を分解

し、各作業に対して、コストデータの費目別の内訳が存在する構造としたもの)のレベル1(契約

単位)より更に細分化をした製造原価や計算価格といったコストデータを入力してデータベース

として蓄積し、入力した製造原価と計算価格とを比較して差異の要因分析を行ったり、製造原

価を統計的な手法を用いて分析したりすることにより、見積資料等の妥当性の検証等を行うコ

スト管理機能等を備えるものとして開発している。

(3) 製造原価の取得に係る取組の状況

同庁は、24年及び26年に契約事務に関する達の一部を改正する達を発して、一般競争契約又は

指名競争契約の場合には原則として一般確定契約によることとしている。そのため、23年度に計

278件行われていた監査付契約は、29年度には計88件に減少しており、これに伴い原価監査により

民間企業から製造原価を取得する機会が大幅に減少している。

そして、同庁は、製造原価を取得する機会を増加させるために積極的に原価調査を行い、原価

調査により得られた製造原価もCDBシステムへの入力の対象にすることとしている。

2 本院の検査結果
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同庁が26年度から29年度までの間に締結したCDBシステムの整備及び運用に係る9契約(支払金額計

2億3373万円)を対象として検査したところ、次のような事態が見受けられた。

(1) CDBシステムのコスト管理機能に係る仕様及びコストデータの入力の状況

同庁ではシステム開発の過程において生じた問題を組織として共有して対応を検討できる体制

となっておらず、WBSのレベル1より更に細分化した製造原価の取得方法に係る民間企業との調整

やコストデータの分析手法に係る具体的な検討が十分に行われないまま、コスト管理機能の担当

部署がシステム設計を進めていた。

そのため、CDBシステムのコスト管理機能では、計算価格又は製造原価のいずれか一方しか入力

できず、コストデータの比較を行うことができなかったり、分析の対象となるコストデータが、

入力した計算価格や製造原価ではなく契約情報を管理する他のシステムから自動的に取得される

契約金額の総額となっており、入力したコストデータの分析を行うことができなかったりしてい

て、CDBシステムのコスト管理機能の有用性の検証等を行うことができない状況となっていた。ま

た、原価計算方式により予定価格を算定している契約に係るコストデータの30年5月末時点におけ

る入力状況を確認したところ、契約の履行が完了し、コストデータの入力が完了している契約計

1,322件のうち計1,232件(93.1％)に係るコストデータがこれまでの原価監査等により取得した契

約単位となっており、分析に適するとされるWBSのレベル1より更に細分化したものとなっておら

ず、コスト管理機能において求められるコストデータの分析に適したデータベースになっていな

かった。

(2) 製造原価の取得状況

前記のとおり、コスト管理機能については、民間企業との調整や分析手法の検討が十分に行わ

れていなかったことから、同庁は、原価調査に係る庁内の担当部署に対して原価調査を積極的に

行うよう指示をしていなかった。そのため、25年度以降の原価調査の実施実績は、25、26両年度

はいずれも0件、27年度以降も年平均7件にとどまっており、CDBシステムへの入力の対象にするこ

ととしている製造原価を取得する機会が十分に確保されていなかった。

このように、CDBシステムのコスト管理機能について、入力したコストデータの比較や分析を行う

ことができるシステムとなっていなかったり、入力したコストデータの多くが分析に適するとされ

るWBSのレベル1より更に細分化したものとなっておらず、コスト管理機能において求められるコス

トデータの分析に適したデータベースになっていなかったり、原価調査の実施実績が低調で、製造

原価を取得する機会が十分に確保されていなかったりしていて、入力したコストデータの比較や分

析を行って見積資料等の妥当性の検証等を行うことによりその有用性の検証等を行うというコスト

管理機能の整備目的が十分に達成されていない事態は適切ではなく、改善の要があると認められる。

3 本院が表示する意見

同庁において、CDBシステムのコスト管理機能について、その整備目的が十分に達成されるよう、

次のとおり意見を表示する。

ア 製造原価の取得方法やコストデータの分析手法について、組織として問題を共有して対応を検

討できる体制を整備した上で、コストデータの分析に適した製造原価を取得するための方策につ

いて民間企業等と調整して、コストデータの具体的な分析手法を十分に検討すること

イ アを踏まえて、入力したコストデータの比較や分析を行って見積資料等の妥当性の検証等を行

うことによりCDBシステムの有用性の検証等が可能となるシステムの在り方について検討し、CDB

システムの仕様の見直しについても検討すること、また、製造原価の取得の機会を十分に確保す

るために、原価調査を積極的に行う体制を整備すること
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－日本中央競馬会－

畜産振興事業に係る助成金の交付額の算定について(日本中央競馬会理事長宛て)

過大に交付されている交付金額及び開差が生じている交付金額(支出) ４６６７万円

1 畜産振興事業の概要等

(1) 畜産振興事業の概要

日本中央競馬会(JRA)は、日本中央競馬会法等に基づき、畜産の技術の研究開発に係る事業等

(畜産振興事業)について助成することを業務とする法人(特定法人)に対して、当該助成に必要な

資金の全部又は一部に充てるため、日本中央競馬会畜産振興交付金を交付しており、平成24年度

から28年度までの間の交付額は計79億3671万円となっている。この交付金は、勝馬投票券収入か

ら払戻金を支払ったり、国庫納付金を納付したりするなどした後の毎事業年度の利益剰余金を積

み立てて造成した特別振興資金を財源としている。特定法人である公益財団法人全国競馬・畜産

振興会(振興会)は、この交付金の交付を受けて、日本中央競馬会畜産振興交付金交付要綱、日本

中央競馬会畜産振興事業公募要領(公募要領)等に基づき、畜産振興事業を行う者(実施主体)に対

して、助成対象経費に所定の率(助成率)を乗ずるなどして助成金(交付金同額)を交付している。

(2) 公募要領の内容等

JRAは、畜産振興事業に対する助成の実施に当たり、毎年度、公募要領を作成して、公募要領等

に基づき、実施主体が実施しようとする事業の公募・選考・採択を行っている。公募要領によれ

ば、助成対象経費の範囲は、畜産振興事業の実施に直接必要な資産の取得費、賃借料、委託費等

の経費等とされているものの、具体的な資産の取得費、賃借料及び委託費の範囲等は明示されて

おらず、賃借料として助成の対象となるリース料の算定方法も示されていない。

助成率については、少額案件等を除き、通常案件は8/10以内に設定されているが、資産の取得

費に適用する助成率については5/10以内に設定されている。JRAによれば、実施主体が取得した資

産を事業終了後も継続して自らの業務に使用することを想定して資産の取得費の助成率を通常案

件より低く設定したとしている。

2 本院の検査結果

(1) 実施主体が実質的に負担していない委託費を助成対象経費に計上していた事態

委託費等を助成対象とした13実施主体の36事業のうち3実施主体が24年度から27年度までの間に

実施した4事業(事業費計2億2723万円、交付金計1億8178万円)について、JRAは、振興会が、事業

の一部を委託するのに要した経費計9264万円を助成対象として、これに対する助成金計7411万円

を交付するため同額の交付金を交付していた。

しかし、上記の委託に係る契約書等によれば、委託に要した経費計9264万円のうち、本来、3実

施主体が負担することとなる計1852万円と同額を委託先が負担することとされており、実際に委

託先が同額を負担していた。

したがって、前記の4事業に係る委託に要した経費について、3実施主体が実際に負担した額に

より交付金を算定すると計1億6696万円となり、交付された交付金との差額1482万円が過大に交付

されていたと認められる。

(2) 事業終了後も自らの業務で継続して使用する期間に係る分析装置等のリース料を助成対象経費

に計上していた事態

リース料を助成対象とした5実施主体の11事業のうち4実施主体が24、25、27、28各年度に実施

した5事業(事業費計4億4700万円、交付金計3億8918万円)について、JRAは、振興会が、分析装置

等のリース料計4118万円を助成対象として、これに対する助成金計3142万円を交付するため同額

の交付金を交付していた。そして、4実施主体は、当該分析装置等のリース物件について、事業終

了後もリース会社から低額で再リースしたり、低額で買い取ったりして、自らの業務で継続して
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使用するなどしていた。

4実施主体におけるリース料の算定についてみると、公募要領等に助成対象経費となるリース料

の算定方法が明示されていないことなどから、分析装置等の物品の使用可能年数として一般的に

認められている｢減価償却資産の耐用年数等に関する省令｣に定められた期間(法定耐用年数)等の

合理的な基準に基づく期間(48か月から96か月)よりも短い期間(23か月から60か月)をリース期間

として設定して算定したリース料を助成対象経費に計上するなどしていた。

しかし、上記のように、実施主体が、事業終了後に、当該分析装置等を自らの業務で継続して

使用する場合に、法定耐用年数等の合理的な基準に基づく期間より短い期間をリース期間として

設定して算定したリース料を助成対象経費とすることは、実施主体が本来負担すべきリース料を

JRAが負担していることになる。

したがって、前記の5事業に係るリース料について、それぞれのリース物件の使用可能年数とし

て合理的な期間である法定耐用年数によるなどして交付金を算定すると計1524万円となり、交付

された交付金と比べて1617万円の開差を生ずることとなる。

(3) 資産の取得費に当たるソフトウェアの開発費について、通常案件の助成率を適用していた事態

ソフトウェアの開発費を助成対象とした3実施主体の7事業のうち2実施主体が24年度から28年度

までの間に実施した4事業(事業費計1億8982万円、交付金計1億5177万円)について、JRAは、振興

会が、ソフトウェアの開発費計5228万円を助成対象として、助成率8/10を乗じて算定した助成金

計4182万円を交付するため同額の交付金を交付していた。

そして、2実施主体は、開発したソフトウェアを資産としてそれぞれ貸借対照表に計上した上で、

事業終了後も自らの業務で継続して使用していた。

しかし、JRAは、資産の取得費について通常案件より低い助成率を設定しているものの、公募要

領等において、ソフトウェアの開発費が当該助成率を適用する資産の取得費に当たるかどうかを

判断するための基準を明確にしていなかったため、2実施主体は、4事業におけるソフトウェアの

開発費に、通常案件の助成率を適用していた。

したがって、上記の4事業に係るソフトウェアの開発費について、資産の取得費に適用する助成

率5/10を乗じて交付金を算定すると計2614万円となり、交付された交付金と比べて1568万円の開

差を生ずることとなる。

3 本院が求める是正改善の処置及び要求する改善の処置

JRAにおいて、交付金の交付に当たり、助成金の算定が適切に行われるよう、次のとおり是正改善

の処置を求め、及び改善の処置を要求する。

ア 事業の一部を委託して実施する場合は、実施主体が実質的に負担していない経費は助成の対象

とならないことを公募要領等に明示して助成対象経費の範囲を明確にすること(会計検査院法第3

4条の規定により是正改善の処置を求めるもの)

イ 事業終了後も助成対象となるリース物件を実施主体が自らの業務で継続して使用する場合は、

公募要領等に法定耐用年数等の合理的な基準に基づいてリース期間を設定することを明示するこ

と(同法第36条の規定により改善の処置を要求するもの)

ウ ソフトウェアの開発費が通常案件より低く設定した助成率を適用する資産の取得費に当たるか

どうかを判断するための基準を公募要領等に明確に定めること(同法第36条の規定により改善の処

置を要求するもの)
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－東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社－

道路構造物の点検等について(東日本、中日本、西日本各高速道路株式会社代表取締役社長宛て)

指摘の背景となった点検の実施、点検等に係る情報の記録、

維持管理計画等の検討案作成等の業務に係る契約金額(支出)

東会社５４９億９８１２万円、中会社２７８億９０６４万円、西会社３０６億８１１７万円

1 道路構造物の詳細点検等の概要

(1) 3会社が管理する道路構造物の状況

東日本高速道路株式会社(東会社)、中日本高速道路株式会社(中会社)及び西日本高速道路株式

会社(西会社。これらを｢3会社｣)は、管理する橋りょう、トンネル等の道路構造物(構造物)の状況

を的確に把握して評価し、補修等を計画的に実施するために、各社制定の保全点検要領(点検要

領)等に基づき、構造物の点検等を実施している。点検等の業務のうち、現場における点検、点検

等に係る情報の記録、構造物の維持管理計画等の検討案の作成については、保全点検業務を実施

している株式会社ネクスコ・エンジニアリング北海道等12社(エンジニアリング会社)に委託して
（注）

おり、点検結果等に基づく維持管理計画等の策定は3会社が行っている。

注) 12社 東会社の委託先であるネクスコ・エンジニアリング北海道、ネクスコ・エン(
ジニアリング東北、ネクスコ東日本エンジニアリング、ネクスコ・エンジニアリン
グ新潟、東京湾横断道路の各株式会社、中会社の委託先である中日本ハイウェイ・
エンジニアリング東京、中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋両株式会社、
西会社の委託先である西日本高速道路エンジニアリング関西、西日本高速道路エン
ジニアリング中国、西日本高速道路エンジニアリング四国、西日本高速道路エンジ
ニアリング九州、西日本高速道路総合サービス沖縄各株式会社

(2) 道路法施行規則の改正による点検の実施等の義務化と3会社の点検要領等の改訂

3会社は、平成26年の道路法施行規則の改正を踏まえ、同年7月及び27年4月に点検要領等の改訂

を行い、構造物の健全性の把握や安全な道路交通の確保等を目的に5年に1回の頻度で実施する点

検(詳細点検)における近接目視について、構造物の変状の状態を肉眼により把握し、評価が行え

る距離まで接近して目視を行う方法に改め、接近、肉眼による目視、触診や打音が物理的に困難

な箇所(点検困難箇所)の点検の手法について、近接目視等と同等の成果が得られるようにファイ

バースコープ等により対応することを示した。

(3) 点検要領に基づく変状の判定並びに点検結果及び補修結果の記録

点検要領によれば、点検で発見された構造物の変状箇所は、変状の状況に応じて区分され、こ

のうち｢AA｣は、変状が著しく、構造物等の安全性、使用性、耐久性等の機能面への影響が非常に

高いと判断され、速やかな対策が必要な場合の判定区分とされており、補修等の対策を最も優先

すべきものとなっている。

また、点検要領等によれば、詳細点検で確認された構造物の変状箇所の状況等の点検結果及び

当該変状箇所の補修結果(これらを｢点検・補修結果｣)の情報は、点検管理システム等(システム)

に記録され、一元化して管理、蓄積されることとされている。

(4) 点検結果等に基づいた維持管理計画等の策定

点検要領等によれば、3会社の各支社管内の各管理事務所等は、構造物の点検結果に基づく要補

修箇所の把握及び補修等の対策の優先順位付けを行い、エンジニアリング会社が作成した維持管

理計画等の検討案を踏まえて維持管理計画等を立案し、対策判定検討会等を年1回以上開催して、

維持管理計画等を策定することとされている。

2 本院の検査結果

3会社の12支社が、28、29両年度に構造物の詳細点検(橋りょう9,554橋、トンネル794トンネ

ル)、維持管理計画等についてエンジニアリング会社との間で締結した契約、東会社計10件(契約

金額計549億9812万円)、中会社計8件(同計278億9064万円)、西会社計10件(同計306億8117万円)及
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び30年3月末時点において速やかな対策が必要な場合の判定区分である｢AA｣としてシステムに記録

されている変状箇所計6,669か所(27年度以前の点検において｢AA｣と判定された変状箇所を含

む。)を有する橋りょう及びトンネルの維持管理等を対象として検査したところ、次のような事態

が見受けられた。

(1) 点検困難箇所における点検が十分に行われていないもの

点検要領によれば、点検困難箇所の点検の手法については、前記のとおり、近接目視等と同等

の成果が得られるようにファイバースコープ等を用いることが示されているが、点検箇所の状況

に応じたファイバースコープ等の具体的な使用方法等は示されていない。そこで、28、29両年度

に詳細点検を実施したトンネルのうち、トンネル側壁部に浮かし張り内装板(内装板)が設置され

ている110トンネルについて、内装板を裏側から支えており表面からは見えない取付金具等(取付

金具等)の点検困難箇所の点検方法を確認したところ、110トンネル全てについて、ファイバース

コープ等を用いた確認を行っていなかった。このうち44トンネルについては、内装板付近から漏

水等が発生している箇所があり、取付金具等に悪影響を及ぼしている可能性があると思料された。

(2) 点検・補修結果が適切に記録されていないもの

28、29両年度に詳細点検を実施した橋りょう及びトンネルについてエンジニアリング会社が行

った点検・補修結果のシステムへの記録の状況を確認したところ、詳細点検時の変状状況写真及

び補修写真の全部又は一部がシステムに記録されていなかった箇所が、それぞれ計121,060か所

(橋りょう92,414か所、トンネル28,646か所)及び計31,678か所(橋りょう21,563か所、トンネル1

0,115か所)見受けられた。

(3) 点検結果を踏まえた補修等が実施されていないもの

3会社が管理する橋りょう及びトンネルにおいて、30年3月末時点で判定区分が｢AA｣としてシス

テムに記録されている変状箇所計6,669か所についてみると、補修等の工事契約が同時点で未締結

となっている変状箇所が計4,579か所あり、このうち268か所は29年度末に策定された30年3月末時

点の維持管理計画等に反映されていなかった。

上記の補修等の工事契約が未締結となっている｢AA｣判定の変状箇所4,579か所の点検実施年度に

ついてみると、｢AA｣と判定されてから2年以上経過していて長期間補修等が実施されていない箇所

が計1,474か所見受けられた。

また、補修等の工事契約が未締結となっている｢AA｣判定の変状箇所4,579か所のうち維持管理計

画等に反映されている4,311か所の補修等の予定年度についてみると、30年3月末から更に2年経過

した32年度以降となっていて、補修等が実施されるまでに長期を要する見込みとなっている箇所

が計1,850か所見受けられた。

そして、補修等の予定年度が32年度以降となっている｢AA｣判定の変状箇所1,850か所について、

変状が発生している部材や変状の内容を確認したところ、橋りょうの伸縮装置内部の止水材の損

傷等により漏水が発生し、橋桁の端部等の他の部材に悪影響を及ぼすなどしている変状箇所が東

会社37か所、中会社321か所、西会社109か所、計467か所見受けられた。

維持管理計画等の立案・見直しや補修等の対策の実施について、3会社の本社は、支社からの報

告等を通じて、｢AA｣と判定された変状箇所の未補修件数やその推移等を把握することになってお

り、これらを把握していた。しかし、変状箇所ごとの変状の内容、補修等が遅れている理由、構

造物に与える影響等については把握しておらず、支社及び管理事務所等に対して、維持管理計画

等を見直して早期に補修等するための具体的な方策を講ずるよう、指示するなどしていなかった。

3 本院が要求する是正の処置及び求める是正改善の処置並びに表示する意見

3会社において、点検要領等に基づく点検により構造物の状態を確実に把握するとともに、点検結

果を維持管理計画等に適切に反映して補修等の対策を的確に実施し、メンテナンスサイクルの確実

な運用等が図られるよう、次のとおり是正の処置を要求し及び是正改善の処置を求め、並びに意見

を表示する。
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ア 本社において、点検困難箇所に係る点検においてファイバースコープ等が使用されるよう、具

体的な使用方法等をマニュアル等に定めるなどして、支社及び管理事務所等に周知すること(会計

検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めるもの)

イ 本社において、支社及び管理事務所等に対して指示するなどして、現在、システムに記録され

ていない変状状況写真や補修写真について、エンジニアリング会社が詳細点検時に撮影するなど

した写真をシステムに記録させること(同法第34条の規定により是正の処置を要求するもの)

ウ 本社において、点検要領等を改訂するなどして変状状況写真や補修写真の全てを適切にシステ

ムに記録させることとし、さらに、エンジニアリング会社によるシステムへの記録に関する履行

確認を確実に行うよう支社及び管理事務所等に周知徹底を図ること(同法第34条の規定により是正

改善の処置を求めるもの)

エ 本社において、｢AA｣と判定されている変状箇所について、定期的に変状の内容、補修等の対策

に係る進捗状況等を支社から報告させるなどしてその状況を的確に把握するとともに、支社及び

管理事務所等に対して指示するなどして、点検結果を維持管理計画等に適切に反映させるなど補

修等の対策を的確かつ速やかに実施できる体制を整備すること(同法第36条の規定により意見を表

示するもの)
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－日本年金機構－
       

日本年金機構による地方公共団体情報システム機構に対する本人確認情報の照会に係る情報提供手

数料の支払について(日本年金機構理事長宛て)

節減できた情報提供手数料支払額(支出) ６億３３７３万円

1 本人確認情報の照会の概要等

(1) 本人確認情報の照会の概要

日本年金機構は、日本年金機構法、国民年金法等に基づき、厚生労働省から委任又は委託を受

けた各種年金の支給に係る事務を行っている。各種年金は、年金の給付を受ける権利を有する者

からの請求に基づいて、裁定により支給されることとなっており、この請求は、必要事項を記載
(注1)

した請求書(年金請求書)を機構に提出することにより行われることとなっている(年金の給付を受

ける権利を有する者のうち裁定を受けた者を｢受給権者｣)。

機構は、上記各種年金の支給に係る事務の一環として、受給権者の生存等を確認するために、

住民基本台帳法等に基づき、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)に対して、住民票に記載され

ている受給権者の住所、氏名、性別、生年月日、住民票の記載の事由、記載の修正の事由及び消

除の事由(転入、転出、死亡等。｢異動事由｣)、異動事由が生じた年月日(異動年月日)等の情報(本

人確認情報)の照会を実施してその提供を受けている。

(注1) 裁定 厚生労働大臣が年金の給付を受ける権利があることを確認すること

(2) 月次照会及び年次照会の概要

ア 月次照会

平成23年4月の国民年金法等の改正及び同年7月の国民年金法施行規則等の改正により、機構

は、J-LISから本人確認情報の提供を受けることができる受給権者については、死亡の届出及び

住所変更の届出の提出を受けることを省略できることとされたことから、同年7月以降、月次照

会を実施している。

そして、機構は、受給権者の死亡、住所変更等の異動状況を確認するために、毎月、J-LISか

ら、受給権者のうち前月の照会日から当月の照会日の前日までの間に本人確認情報に変更があ

った者について、その変更に係る本人確認情報の提供を受けることにしている。

イ 年次照会

機構は、18年10月の国民年金法施行規則等の改正により、J-LISから本人確認情報の提供を受

けることができる受給権者については、現況届(受給権者の生存確認を行うために、受給権者が

機構に提出することとされている届書)に代えて、本人確認情報により生存確認を行うこととな

ったことから、同月以降、年6回、J-LISに対して本人確認情報の照会を実施していた。その後、

23年7月の月次照会の開始に伴い、上記の年6回行っていた照会を年1回行うことにして、年次照

会を実施している。

そして、機構は、受給権者の生存確認を行うために、年1回(毎年2月下旬から3月上旬)、死亡

を確認したことにより年金の支払を保留する処理がされた者等を除く全ての受給権者を対象と

して、照会日の前日時点における対象者の状況について｢死亡｣、｢不明｣又は｢生存｣のいずれか

で示した情報等の提供を受けることにしている。

(3) J-LISに対する情報提供手数料の支払状況

機構、同省及びJ-LISの三者は、本人確認情報の提供に関して、協定を締結しており、機構は、

この協定に基づき、28、29両年度に、J-LISに対して情報提供手数料として、月次照会については

計28億4610万円、年次照会については計6億7337万円、合計35億1947万円を支払っている。

2 本院の検査結果

機構が年次照会により提供を受けている｢死亡｣、｢不明｣及び｢生存｣の情報について、J-LISがどの
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ように判定しているかを確認したところ、本人確認情報のうちの異動事由及び異動年月日により、

次のとおり判定していた。

ア ｢死亡｣は、異動事由が死亡であり、異動年月日が特定できる場合

イ ｢不明｣は、異動事由が職権消除等である場合、又は、異動事由が死亡であるが異動年月日が特
(注2)

定できない場合

ウ ｢生存｣は、ア、イ以外の場合

(注2) 職権消除等 転出及び死亡以外の事由に基づき住民票の消除を行った場合に住民票
に記載される異動事由

しかし、上記の異動事由及び異動年月日は、月次照会によって機構が提供を受けている情報であ

り、機構においてこれを活用することにより、J-LISに対して年次照会を実施することなく、自ら

｢死亡｣、｢不明｣及び｢生存｣を判定し把握することが可能である。ただし、例えば、年金請求書を提

出して新たに年金の裁定を受けた新規裁定者が、裁定後初めて実施される月次照会によって本人確

認情報を得ることができる期間より前に死亡するなどしている場合には、当該月次照会では死亡等

の状況に変更がないため死亡等を把握することができない。したがって、年次照会の対象者の範囲

を新規裁定者等に限定することにより、本人確認情報の照会に係る事務を経済的かつ効率的に行う

必要があると認められる。

そこで、同省の統計資料に計上された28年3月から30年2月までの新規裁定者数を用いるなどして、

28、29両年度において年次照会を実施する必要があったと認められるものに係る情報提供手数料の

支払額を試算すると、計3963万円となり、前記の28、29両年度における実際の支払額計6億7337万円

を計6億3373万円節減できたと認められる。

3 本院が求める是正改善の処置

機構において、受給権者の本人確認情報の照会に係る事務をより経済的かつ効率的に行うために、

月次照会により提供を受ける本人確認情報を活用することにより、年次照会の対象者の範囲を新規

裁定者等に限定して、情報提供手数料支払額の節減を図るよう是正改善の処置を求める。
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－国立研究開発法人森林研究・整備機構－
        

水源林造成事業における保育(搬出)間伐に係る収益分収対象額の算定について(国立研究開発法人森

林研究・整備機構理事長宛て)

造林地所有者及び造林者に対して負担を求めるべき額(収入及び支出) ６億１２０６万円

1 水源林造成事業等の概要

(1) 水源林造成事業の概要

国立研究開発法人森林研究・整備機構は、水源をかん養するための森林の造成に関する業務(水源

林造成事業)等を行っている。機構は、水源林造成事業の実施に当たり、分収林特別措置法に基づき、

分収造林契約を締結している。分収造林契約は、一定の土地の造林に関し、機構が造林に要する費用

を負担する者として、土地の所有者(造林地所有者)及び造林を行う者(造林者)と三者で締結する契約

(造林地所有者と造林者が同一で二者で契約を締結する場合がある。)である。

分収林特別措置法等において、各契約当事者は、一定の割合により、造林による収益を分収する

(収益分収)こととされ、収益分収は、造林木の売払代金から売払いに要した費用を控除した額につい

て行うこととされている。そして、収益分収の対象となる造林木は、保育により成木となった主伐木

と間伐により生ずる間伐木等となっている。

機構は、造林者が行う施業に係る植栽費、補植費、保育費等の費用を負担することとされ、この

うち、保育費は、植栽した造林木を育成するための費用であり、機構が保育費として負担する施業は、

下刈、つる切、除伐、間伐等とされている。

(2) 間伐の概要

間伐は、適正な立木密度に調整し、健全な森林を形成するために行う造林木の伐採である。

機構は、平成19年度までは、立木販売の方法による間伐(利用間伐)を実施し、買受者が伐倒、搬

出等に係る費用を負担する一方、利用間伐ができない場合においては、機構が選木や伐倒に係る費用

を保育費により負担する間伐(保育間伐)を実施しており、基本的に保育間伐により伐倒等された造林

木は搬出されず現地に残置されていた。

20年度以降は、保育費の対象範囲が拡大し、伐倒等に要する費用に加えて、一定の長さに切断し

て丸太に加工する施業(造材)や一定の箇所へ集積する施業及び丸太を林内から車両が通行可能な作業

道まで運び出し集積する施業(集材)に要する費用が保育費として認められることになった(保育(搬

出)間伐)。そして、機構が搬出可能と判断した造林木については、利用間伐のほか、保育(搬出)間伐

において伐倒等、造材、集材が実施され、これら施業により丸太となった造林木は搬出され、素材販

売の方式により販売が行われるようになった。なお、26年度以降は、基本的に利用間伐は行われず、

保育(搬出)間伐により素材販売が行われている。

(3) 保育(搬出)間伐に係る収益分収対象額

利用間伐の場合には、丸太の市場価格から、立木の状態から丸太とするまでの伐倒、造材、集

材の費用を控除するなどして販売評価額を算定し、販売評価額を基に作成した予定価格により入

札等を行い、その落札額等が造林木の売払代金となる。一方、保育(搬出)間伐の場合には、伐倒

等、造材、集材の費用は、保育費として機構が負担して丸太となった造林木を販売することから、

販売評価額の算定の段階で造林木の売払代金からこれら費用は控除されず、売払いに要した費用

にも含まれていない。

そして、機構は、売買代金等配分計算書を作成して、造林木の売払代金及び売払いに要した費

用を、同計算書においてそれぞれ｢売買代金等｣と｢販売経費等｣とし、売買代金等から販売経費等

を控除して収益分収対象額を算出している。この収益分収対象額に、機構、造林地所有者及び造

林者の収益分収割合を乗じたものが、それぞれの分収額となる。
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2 本院の検査結果

機構森林整備センター6整備局及び32水源林整備事務所が実施した25年度から29年度までの保育(搬
(注1) (注2)

出)間伐に係る造林木の売払代金43億5529万円及びこれに対応する保育(搬出)間伐に係る保育費39億736

2万円を対象として検査したところ、次のような事態が見受けられた。

(注1) 6整備局 東北北海道、関東、中部、近畿北陸、中国四国、九州各整備局

(注2) 32水源林整備事務所 札幌、青森、盛岡、秋田、山形、福島、宇都宮、前橋、新潟、
甲府、静岡、富山、長野、岐阜、津、金沢、福井、神戸、奈良、和歌山、鳥取、
松江、広島、山口、徳島、松山、高知、佐賀、熊本、大分、宮崎、鹿児島各水源
林整備事務所

(1) 保育(搬出)間伐の作業工程

機構が、保育費として負担する保育(搬出)間伐の作業工程は、①伐倒等を行った造林木を、林地

保全等の観点から、伐倒地点から一定の箇所へ集積する、②伐倒等された造林木を一定の長さに切断

するなどして丸太に加工する(造材)、③造材された丸太を林内からトラック等の車両が通行可能な作

業道まで運び出し集積する(丸太の移動等)となっていた。

しかし、上記の作業工程のうち、丸太の移動等については、販売を前提に丸太を搬出しやすい

トラック等の車両が通行可能な作業道等に運び出して集積するものであることから、機構のみが

その費用を負担する性質の施業ではなく、売払いに要した費用として造林地所有者及び造林者に

も負担を求めるべき施業である。このため、収益分収対象額の算定に当たっては、売払いに要し

た費用として、造林木の売払代金からこれに係る費用を控除すべきと認められる。

(2) 丸太の移動費用を売払いに要した費用に計上した場合の試算

25年度から29年度までの保育(搬出)間伐に係る収益分収の状況についてみたところ、機構の分収額

は計13億9226万円となっており、また、25年度から29年度までの丸太の移動等に係る費用(丸太の移

動費用)について、機構が承認した実施計画書等に基づき試算したところ、丸太の移動費用は計11億7

654万円となっていた。そして、丸太の移動費用のうち売払いに要した費用に計上すべき額(売払費用

計上額)について、丸太の移動費用が収益分収対象額を下回る場合はその移動費用の額を、丸太の移

動費用が収益分収対象額を上回る場合はその上回る部分に相当する額を除いた丸太の移動費用の額を

算出するなどして試算したところ、計11億3891万円となっていた。

収益分収対象額の算定に当たり、上記の売払費用計上額11億3891万円を売払いに要した費用に含め

て機構の分収額を試算すると、13億9226万円から8億6542万円となり5億2684万円減少することになる。

この5億2684万円は、売払費用計上額11億3891万円を収益分収割合に応じて三者で負担することによ

り、機構が新たに負担することになる額である。このため、保育費として負担しないこととなる11億

3891万円と、機構が売払いに要した費用として新たに負担することになる5億2684万円との差額6億12

06万円について、造林地所有者及び造林者に対して負担を求めるべきものと認められる。

3 本院が要求する改善の処置

機構において、内規を改正するなどして、丸太の移動費用を保育費として負担するのではなく、収益

分収対象額の算定に当たっては、機構のみが負担していた丸太の移動費用を売払いに要した費用に含め

ることとし、機構、造林地所有者及び造林者の三者で当該費用を負担するよう改善の処置を要求する。
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(３) 過年度の検査報告において意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

～目 次～

【府省・団体名】 ＜件 名＞ ページ

内 閣 府（内閣府本府）

・子ども・子育て支援全国総合システムの運用状況について

･･････････ ２３５(平成28年度決算検査報告掲記：36条 意見表示事項)

内 閣 府（金融庁）

・預金保険機構の金融機能早期健全化勘定における利益剰余金につい

て

(平成27年度決算検査報告掲記：36条 意見表示事項) ･･････････ ２３５

総 務 省

地域公共ネットワーク等強じん化事業費補助金及び無線システム普・

及支援事業費等補助金により防災を目的として通信設備等を整備す

る事業における設備機器等の耐震性の確保について

( ) ･･････････ ２３５平成28年度決算検査報告掲記：36条 処置要求事項

外 務 省

・政府開発援助の効果の発現について

(平成28年度決算検査報告掲記：36条 意見表示事項) ･･････････ ２３６

国際熱帯木材機関における財務損失の発生を踏まえた国際機関等か・

ら提出される決算書の確認体制の整備等について

(平成28年度決算検査報告掲記：36条 意見表示事項) ･･････････ ２３６

文部科学省

高等学校等就学支援金の受給資格の認定等について・

(平成27年度決算検査報告掲記：34条 処置要求事項・36条 意見

表示事項) ････････････････････････････････････････････････ ２３７

・公立学校施設の新増改築事業における資格面積の算定について

･･････････ ２３８(平成28年度決算検査報告掲記：34条 処置要求事項)
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【府省・団体名】 ＜件 名＞ ページ

文部科学省

・中期目標期間終了時の会計処理の結果として、国立大学法人に留保

されている資金の取扱いについて

(平成28年度決算検査報告掲記：36条 処置要求事項) ･･････････ ２３８

厚生労働省

・生活福祉資金貸付事業の実施のために保有されている資金の規模等

について

･･････････ ２３８(平成27年度決算検査報告掲記：36条 意見表示事項)

国民年金法及び厚生年金保険法に基づく遺族年金の支給について・

･･････････ ２３９(平成28年度決算検査報告掲記：34条 処置要求事項)

・国民年金保険料の強制徴収業務等について

････ ２３９(平成28年度決算検査報告掲記：34条・36条 処置要求事項)

・有料老人ホーム等の入居者が利用する訪問介護に係る介護給付費の

算定について

(平成28年度決算検査報告掲記：36条 意見表示事項) ･･････････ ２４０

・労働移動支援助成金のうち再就職支援奨励金に係る制度の運用につ

いて

(平成28年度決算検査報告掲記：36条 処置要求事項) ･･････････ ２４０

農林水産省

・家畜導入事業に係る基金の国庫補助金相当額の返納について

(平成23年度決算検査報告掲記：34条 処置要求事項) ･･････････ ２４０

・6次産業化ネットワーク活動交付金等による事業のフォローアップ

について

････ ２４１(平成28年度決算検査報告掲記：34条・36条 処置要求事項)

国際熱帯木材機関における財務損失の発生を踏まえた国際機関等か・

ら提出される決算書の確認体制の整備等について

(平成28年度決算検査報告掲記：36条 意見表示事項) ･･････････ （２３６ページ参照）
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【府省・団体名】 ＜件 名＞ ページ

農林水産省

農林水産物・食品の輸出促進事業の評価等について・

(平成28年度決算検査報告掲記：36条 処置要求事項) ･･････････ ２４１

・鳥獣被害防止総合対策交付金事業における侵入防止柵の設置等につ

いて

(平成28年度決算検査報告掲記：36条 処置要求事項) ･･････････ ２４２

・HACCP対応のための施設改修等支援事業における施設認定の取得状

況について

･･････････ ２４２(平成28年度決算検査報告掲記：36条 処置要求事項)

経済産業省

研究開発プロジェクト等に関する委託事業により取得した物品の管・

について理

(平成28年度決算検査報告掲記：34条・36条 処置要求事項) ････ ２４３

・独立行政法人中小企業基盤整備機構の出資承継勘定における政府出

資金の規模について

(平成28年度決算検査報告掲記：36条 意見表示事項) ･･････････ ２４３

国土交通省

・公営住宅等整備事業等における二重床下地に係る工事費の積算につ

いて

(平成28年度決算検査報告掲記：34条 処置要求事項) ･･････････ ２４３

地域間幹線系統確保事業における輸送量の算定について・

(平成28年度決算検査報告掲記：36条 処置要求事項) ･･････････ ２４４

環 境 省

・防災拠点施設に整備する太陽光発電設備等の設計等について

･･････････ ２４４(平成28年度決算検査報告掲記：34条 処置要求事項)

・会議開催等業務に係る契約における仕様書等の変更手続等について

･･････････ ２４４(平成28年度決算検査報告掲記：34条 処置要求事項)
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【府省・団体名】 ＜件 名＞ ページ

環 境 省

・ について除染工事等に適用される共通仮設費率及び現場管理費率

･･････････ ２４４(平成28年度決算検査報告掲記：34条 処置要求事項)

防 衛 省

・防衛施設周辺放送受信事業補助金の補助対象区域について

(平成23年度決算検査報告掲記：36条 意見表示事項) ･･････････ ２４５

有償援助調達における防衛装備品の不具合及び計算書の誤りに対す・

る是正措置の要求並びに計算書と受領検査調書との照合の適切な実

施について

(平成28年度決算検査報告掲記：34条 処置要求事項・36条 意見

表示事項) ････････････････････････････････････････････････ ２４５

全国健康保険協会

・健康保険の傷病手当金の支給における厚生年金保険の障害厚生年金

との併給調整について

･･････････ ２４６(平成28年度決算検査報告掲記：34条 処置要求事項)

日本年金機構

・国民年金保険料の強制徴収業務等について

････ （２３９ページ参照）(平成28年度決算検査報告掲記：34条・36条 処置要求事項)

国立研究開発法人産業技術総合研究所

・事務用品等の調達について

･･････････ ２４６(平成28年度決算検査報告掲記：34条 処置要求事項)

独立行政法人国際協力機構

・政府開発援助の効果の発現について

(平成27年度決算検査報告掲記：36条 意見表示事項) ･･････････ （２３６ページ参照）

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構

・国家備蓄施設における備蓄機器の部品の調達等について

(平成28年度決算検査報告掲記：36条 処置要求事項) ･･････････ ２４６
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【府省・団体名】 ＜件 名＞ ページ

独立行政法人中小企業基盤整備機構

・独立行政法人中小企業基盤整備機構の出資承継勘定における政府出

資金の規模について

(平成28年度決算検査報告掲記：36条 意見表示事項) ･･････････ （２４３ページ参照）

独立行政法人都市再生機構

・賃貸住宅事業の保全工事に係る会計処理について

(平成25年度決算検査報告掲記：36条 意見表示事項) ･･････････ ２４７
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○内閣府(内閣府本府)

・子ども・子育て支援全国総合システムの運用状況について(内閣総理大臣宛て)

(平成28年度決算検査報告掲記：36条 意見表示事項)

内閣府は、次のような処置を講じていた。

ア 平成29年11月から30年6月にかけて子ども・子育て支援新制度(新制度)の更なる充実等の検討に

向けた分析等、国民に対する説明責任等を果たすための公表及びそれらのために必要な登録情報

の範囲について検討して、新制度の更なる充実等の検討に向けた分析等については既存の調査等

により情報を収集して実施することとし、国民に対する説明責任等を果たすための公表について

は独立行政法人福祉医療機構が運営しているシステムにより行うこととし、同システムに都道府

県等から認可等を受けた保育所等で市町村(特別区を含む。)から財政支援の対象となることの確

認を受けた施設の設置者等が施設の基本情報を入力して都道府県等が確認等した上で、インター

ネット上で公表することとした。そして、子ども・子育て支援全国総合システム(総合システム)

に登録する情報については、市町村等における交付申請等に関する業務の効率化に必要な項目及

び業務管理に必要な項目に限ることとした。

イ アの検討と併せて、29年12月から30年3月にかけて市町村に対するアンケート調査、都道府県等

に対する聞き取り調査及び市町村等における交付申請等の業務の実態等に関する調査研究を行い、

市町村等における業務の実態等や総合システムの運用状況を把握したり、登録が進まない要因を

分析したりした。

一方、同府は、登録情報の具体的な範囲、総合システムへの入力、出力方式等、総合システムの

運用等については、総合システムの更新等に合わせて、引き続き見直しなどを行っていくこととし

ている。

○内閣府(金融庁)

・預金保険機構の金融機能早期健全化勘定における利益剰余金について(内閣府特命担当大臣宛て)

(平成27年度決算検査報告掲記：36条 意見表示事項)

金融庁は、預金保険機構の金融機能早期健全化勘定の利益剰余金について、金融システムの安定

化のために巨額の国民負担が確定しているというこれまでの経緯や、他の勘定に欠損金や含み損等

が発生していること、金融資本市場の状況等によりその含み損等は変動することなどを総合的に踏

まえつつ、財政当局とも協議をしながら、所要の検討を行っている。

○総務省

・地域公共ネットワーク等強じん化事業費補助金及び無線システム普及支援事業費等補助金により防

災を目的として通信設備等を整備する事業における設備機器等の耐震性の確保について(総務大臣宛

て)

(平成28年度決算検査報告掲記：36条 処置要求事項)

総務省は、平成29年12月に各総合通信局等に対して事務連絡を発して、各総合通信局等を通じて

補助金の交付申請者等に対して防災を目的として整備する通信設備等を構成する設備機器と収容架

(これらを｢設備機器等｣)の耐震性を確保するための検討事例や耐震設計上の留意点等を示すととも

に、30年6月までに、補助事業の執行に当たり事業主体が参照すべきマニュアルを改定して上記事務

連絡の内容を記載するなどして、事業主体に設備機器等の耐震性を確保するための検討を行わせる

処置を講じていた。
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○外務省、独立行政法人国際協力機構

・政府開発援助の効果の発現について(外務大臣及び独立行政法人国際協力機構理事長宛て)

(平成28年度決算検査報告掲記：36条 意見表示事項)

外務省及び独立行政法人国際協力機構は、次のような処置を講じていた。

ア 診療所建設計画について、同省は、事業実施機関に対して、速やかに工事を再開させて診療所

を完成させるよう働きかけを行った。その結果、事業実施機関は、中断されたままとなっていた

診療所の工事に着手した。また、同省は、平成30年6月に在外公館に対して通知を発して、草の根

・人間の安全保障無償資金協力(草の根無償)で建物の設計を伴う建築工事を行う事業を実施する

場合、建物の設計を行う者の専門的能力の有無及び建築工事に係る施工管理等の体制について確

認することにより、適切な設計や施工管理が実施されるよう事業実施機関に要請することとした。

イ 橋りょう建設計画について、同省は、事業実施機関に対して、橋りょうの完成等に向けて、設

計を見直したり、建設場所等に関する建設計画の見直しについて検討したりなどするよう働きか

けを行った。その結果、事業実施機関は、橋りょう崩壊の原因を究明するための調査結果に基づ

き、橋台の根入れ深さを見直すなどして、橋りょうの改修計画を進めることとした。また、同省

は、30年6月に在外公館に対して通知を発して、草の根無償で大雨による洪水が多発している場所

に橋りょうを建設する計画の申請を受けた場合、橋りょうの建設場所等に関する建設計画につい

て検証を十分に行うこととした。

ウ 飲食業職業訓練施設建設計画について、同省は、事業実施機関に対して、職業訓練施設等を事

業の目的に沿って使用するよう働きかけを行った。その結果、事業実施機関は、職業訓練施設等

を事業の目的に沿って使用することとする年間計画を策定し、若者や女性を対象とした調理指導

等を実施した。また、同省は、30年6月に在外公館に対して通知を発して、草の根無償で事業実施

後の現況調査により職業訓練施設が事業の目的に沿って使用されていないことを確認した場合、

事業の目的に沿って使用するよう事業実施機関へ働きかけを十分に行うことなどとした。

エ 下水処理施設整備事業について、機構は、事業実施機関等との間で、幹線管渠等の整備の完了
きょ

に向けて必要な資金を確保することや、遊休施設を適切に維持管理することについて協議等を行

った。その結果、事業実施機関等は、中断されていた幹線管渠等の整備に係る融資契約の再開に

向けて手続を進めるとともに、一部の幹線管渠等について新たな資金を確保して整備を再開した。

そして、機構は、引き続き事業の進捗及び遊休施設の適切な維持管理が図られるよう事業実施機

関等と協議等を行っていくこととし、事業実施機関等との間で、定期的な事業の状況の確認を継

続することなどについて合意した。また、機構は、30年6月に関係部署に対して通知を発して、有

償資金協力で事業実施後に幹線管渠等の整備の遅れにより下水処理場を含む事業全体の効果の発

現が不十分となっている場合、事業の進捗及び完了を促進するよう事業実施機関と十分に協議等

を行うこととした。

○外務省、農林水産省

・国際熱帯木材機関における財務損失の発生を踏まえた国際機関等から提出される決算書の確認体制

の整備等について(外務大臣及び林野庁長官宛て)

(平成28年度決算検査報告掲記：36条 意見表示事項)

外務省及び林野庁は、次のような処置を講じていた。

ア 外務省は平成29年11月に、林野庁は30年1月に、それぞれ担当部局に対して通知文書を発出する

などして、国際機関等から提出される決算書を十分に確認することの重要性を各担当者に周知す

るとともに、提出された決算書について確認すべき項目を取りまとめた資料を作成し、同資料を

チェックリストとして活用することなどにより国際機関等の決算書を基に我が国の分担金及び拠
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出金が適切に使用されたかを確認することとした。

イ アの通知文書により、国際機関等から提出された決算書の内容の確認を行った結果、疑義があ

るなどの場合は、国際機関等の理事会等への出席に際して我が国としてどのように対応すべきか

をあらかじめ取りまとめるなどして、国際機関等に対して必要な働きかけを行うこととするよう

各担当者に周知した。

ウ 国際熱帯木材機関(ITTO)の財務損失による影響を最小限に抑えるよう費用の見直しを含む調整

が行われた結果、我が国を含む各加盟国の拠出金事業への影響額は縮減され、我が国の拠出金事

業のうち実施中の29事業の全てが継続して実施されることとなるとともに、開始されていなかっ

た3事業のうち2事業についても実施されることとなった。また、ITTO事務局が実施する拠出金事

業の管理等を監視するために、我が国の拠出金事業に関する支払状況報告をITTO事務局から定期

的に受領して確認することなどにより、事業の進捗状況等を適時に確認することとした。

○文部科学省

・高等学校等就学支援金の受給資格の認定等について(文部科学大臣宛て)

(平成27年度決算検査報告掲記：34条 処置要求事項・36条 意見表示事項)

文部科学省は、次のような処置を講じていた。

ア 平成29年3月に高等学校等就学支援金事務処理要領を改正するなどして、都道府県知事又は都道

府県教育委員会(これらを｢知事等｣)が高等学校等就学支援金(就学支援金)の受給資格を有するこ

との認定及び確認並びに支給額の決定(これらを｢受給資格の認定等｣)に当たり高等学校等の設置

者(学校設置者)に受給資格認定申請書等の確認作業を委託する場合には、学校設置者における確

認結果が法令にのっとって適切に確認されたものとなっているか抽出して調査するなどして確認

結果の妥当性についての検証を行い、確認作業が適正かつ確実に実施されるよう指導監督するこ

とについて、同事務処理要領に明記した上で、その内容を都道府県に周知徹底した。

イ 同月に同事務処理要領を改正するなどして、就学支援金を充てるべき授業料債権が存在しない

場合の就学支援金の学校設置者から生徒への引渡しについて、知事等は、特段の事情がある場合

を除き速やかに生徒に引き渡すよう学校設置者への指導を行うとともに、学校設置者に引渡し状

況の報告を求めるなどして就学支援金が生徒に適時適切に引き渡されることを確保することにつ

いて、同事務処理要領に明記した上で、その内容を都道府県に周知徹底した。

ウ 国外に在住している保護者等の収入の把握方法やその収入を考慮した受給資格の認定等の方法

について、29年4月に設けた外部有識者からなる会議の議論も踏まえ、他の所得制限を導入してい

る負担軽減制度における国外に在住している保護者等の収入の把握方法や各国の所得証明書類に

おける証明内容等の情報を収集するとともに、就学支援金の受給資格の認定等においてどのよう

な対応が可能かなどの検討を行ったり、保護者等の国外での収入を証明できる書類を用いた所得

判定方法の検討を行ったりした。

同省では、この検討の結果等を踏まえ、｢新しい経済政策パッケージ｣による就学支援金の拡充

等の際に、国外に在住する保護者等の収入の把握方法やその収入を考慮した就学支援金の受給資

格の認定等の方法を含めた所得判定方法について、より公平な所得判断基準の設定に向けた検討

を行っていくこととしている。
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○文部科学省

・公立学校施設の新増改築事業における資格面積の算定について(文部科学大臣宛て)

(平成28年度決算検査報告掲記：34条 処置要求事項)

文部科学省は、平成30年2月及び同年4月に事務連絡を発出するなどして、次のような処置を講じ

ていた。

ア 新増改築事業における国庫補助を受ける資格のある面積(資格面積)の算定が適切に行われてい

るかを確認するためのチェックシートを作成して、都道府県教育委員会等に対して周知した。そ

して、都道府県教育委員会等を通じて、事業主体に対してもこれを周知した。

イ 事業主体に対して、交付決定が行われるまでの初期の段階に、チェックシートを用いて資格面

積の確認を行わせることとした。また、同省等において、交付申請書の審査時までに、事業主体

が記入したチェックシートを用いて資格面積の確認を行うこととした。

ウ 事業主体に対して、実績報告時に、改めてチェックシートを用いて資格面積の確認を行わせる

こととした。また、都道府県教育委員会等に対して、実績報告書の審査時にチェックシートを用

いて資格面積の確認を行わせるなどすることとした。

エ 事業主体が適切な資格面積を容易に算定することができるよう、資格面積を算定するために必

要な各制度を網羅した留意点等をチェックシートの記入例に集約して、都道府県教育委員会等及

び事業主体に周知した。

・中期目標期間終了時の会計処理の結果として、国立大学法人に留保されている資金の取扱いについ

て(文部科学大臣宛て)

(平成28年度決算検査報告掲記：36条 処置要求事項)

文部科学省は、平成30年2月に各国立大学法人に対して事務連絡を発して、中期目標期間終了時の

会計処理において全額収益に振り替えられた運営費交付金債務の額に相当する額等の資金が次の中

期目標期間への繰越等の対象とならずに国立大学法人に留保された場合については、その資金が特

定の業務の財源等であったことを踏まえて当該業務の財源に充てるなど、その取扱いを明確にして

周知した。そして、同月に国立大学法人岐阜大学及び国立大学法人島根大学に対して事務連絡を発

して、両大学に留保されている資金については、上記の取扱いに従って特定の業務の財源等になる

こととなるようにする処置を講じていた。

○厚生労働省

・生活福祉資金貸付事業の実施のために保有されている資金の規模等について(厚生労働大臣宛て)

(平成27年度決算検査報告掲記：36条 意見表示事項)

厚生労働省は、平成30年7月までに次のような処置を講じていた。

ア 貸付事業の実施主体である都道府県の社会福祉協議会(社協)から意見を徴するなどした上で貸

付資金として貸し出されることなく保有されている資金(保有資金)の額について適切な評価を行

うための判断基準を作成し、都道府県に対して通知を発して周知するとともに、都道府県に対し

て、各都道府県社協における保有資金の額を十分に把握するための情報を明示した上で、適切な

評価を実施させ、同省に対して評価に係る適時の報告等を行わせるなどの仕組みを整備した。

イ 都道府県社協の保有資金の額がアの判断基準に照らして適正な規模を上回っていると認められ

る場合には、国庫補助金相当額の一部について国庫に返還させることができるように、国庫補助

金の交付要綱を改正するとともに、都道府県に対してその旨を周知した。
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・国民年金法及び厚生年金保険法に基づく遺族年金の支給について(厚生労働大臣宛て)

(平成28年度決算検査報告掲記：34条 処置要求事項)

厚生労働省は、平成30年1月に国民年金法施行規則等を改正するなどして、住民票に記載されてい

る遺族年金の受給権者(受給権者)の住所、氏名等の本人確認情報や必要に応じて戸籍謄本等を活用

するなどして受給権者の受給権を適切に確認するための手続を定めて日本年金機構に示すとともに、

同年2月に機構に対して通知を発するなどして、当該手続に基づき受給権者の遺族年金の受給権の消

滅の原因となる死亡又は婚姻等の事由(失権事由)に該当した日(失権日)及び失権事由を適時かつ的

確に把握するよう指導した。

また、同省は、遺族年金の受給権は婚姻等をしたときは消滅すること、失権日、失権事由等を記

載した届書(失権届)には実際の失権日を記載して所定の期限までに提出する必要があることなどに

ついて、29年11月以降、機構のホームページに明記させたり、機構から受給権者に対して当該事項

を記載したパンフレットを送付させたりするなどして、機構を通じて受給権者に対する周知徹底を

図った。

一方、同省は、失権事由に該当している受給権者の特定を進めて失権事由に該当しているのに失

権届を提出していなかった受給権者及び失権届に事実と相違する失権日を記載していた受給権者の

一部については、既に消滅時効が成立しているものなどを除き、機構に対して既に返還の手続を行

わせており、引き続き、失権事由に該当している受給権者の特定を進めた上で、返還の手続を行わ

せることとしている。

〇厚生労働省、日本年金機構

・国民年金保険料の強制徴収業務等について(厚生労働大臣及び日本年金機構理事長宛て)

(平成28年度決算検査報告掲記：34条・36条 処置要求事項)

厚生労働省及び日本年金機構は、次のような処置を講じていた。

ア 機構は、平成29年10月までに、既に消滅時効が完成しているものなどを除き、未納期間が25か

月を超えている国民年金保険料(保険料)について督促を行い、差押えによる未納者等の生活の維

持又は事業の継続に影響が少ない差押可能財産が判明しているものについて差押えを行い、未納

となっている延滞金について延滞金の納付督励及び滞納処分(延滞金の納付督励等)を行った。

イ 機構は、29年10月に滞納整理関係事務処理要領等(要領等)を改正して未納期間が25か月を超え

ている未納保険料について督促状を発行する作業手順等を明記するとともに、当該要領等に基づ

き、時効中断により保険料を徴収することができる場合には全ての未納期間に係る未納保険料に

ついて督促を適切に行うよう、各種会議等において各年金事務所に周知徹底した。

ウ 機構は、29年9月に各年金事務所に対して指示文書を発出して、未納者等がその生活の維持又は

事業の継続に影響が少ない差押可能財産を保有していることを把握した場合には、特段の理由が

ない限り、要領等に基づき速やかに差押えを行うよう周知徹底した。

エ 機構は、29年12月に要領等を改正して、未納となっている延滞金について、延滞金の納付督励

等のための作業手順等を明記するとともに、当該要領等に基づき、延滞金の納付督励等を適切に

行うよう、各種会議等において各年金事務所に周知徹底した。

オ 機構は､30年5月及び同年7月に各年金事務所に対して指示文書を発出して､各年金事務所におけ

る強制徴収業務等の進捗状況を的確に把握して適切な指導を行えるよう､各年金事務所から強制徴

収対象者進捗管理表を四半期ごとに機構本部に提出させることとするとともに、強制徴収対象者

進捗管理表等により強制徴収業務等の進捗の管理を適切に行うよう各年金事務所に周知徹底した。

カ 同省は、30年3月に機構に対して指示文書を発出して、機構における強制徴収業務等が要領等に

基づいて適切に実施されるよう、機構に対して各年金事務所における強制徴収業務等の取組状況

を確認することを求めるなど必要な指導監督を行った。
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〇厚生労働省

・有料老人ホーム等の入居者が利用する訪問介護に係る介護給付費の算定について(厚生労働大臣宛

て)

(平成28年度決算検査報告掲記：36条 意見表示事項)

厚生労働省は、平成30年3月に居宅介護サービス費等の上限額の算定方法等に関する告示を改正し

て、同年4月以降に提供された居宅サービス等に係る介護給付費の算定に当たっては、減算前の単位

数を集計した1月内に利用した居宅サービス等に係る単位数の合計(居宅介護サービス費等区分支給

限度基準額(限度額)の対象となるものに限る。)に基づき、単位数の形式で定められた限度額を超過

するかどうかについての判定を行うこととし、利用者が訪問介護を提供する事業所(訪問介護事業

所)の所在する建物と同一の建物等に居住する場合に、当該訪問介護事業所が当該利用者に訪問介護

を提供するときは、訪問介護に係る介護報酬を所定の単位数の90/100に相当する単位数にする減算

の適用の有無により介護保険として利用できる訪問介護の回数に差違が生ずるなどすることのない

ようにするための処置を講じていた。

・労働移動支援助成金のうち再就職支援奨励金に係る制度の運用について(厚生労働大臣宛て)

(平成28年度決算検査報告掲記：36条 処置要求事項)

厚生労働省は、平成30年4月に雇用保険法施行規則等を改正して、次のような処置を講じていた。

ア 再就職支援奨励金の支給対象となる労働者(対象労働者)のうち、委託開始申請分の対象労働者

の範囲等の見直しについて検討を行った結果、都道府県労働局は対象労働者における民間の職業

紹介事業者(紹介事業者)の再就職支援を受ける意思等について、事業主が委託開始申請分の支給

申請時に提出する書面により確認せざるを得ず、支援開始前に十分に確認することは困難である

ことから、再就職を支援する必要性が認められない者を支給対象に含めてしまう可能性が否定で

きず、再就職支援奨励金に係る制度をその趣旨に沿って運用するためには委託開始申請分の助成

を廃止することが適当であると判断して、委託開始申請分の支給を廃止した。

イ 都道府県労働局における再就職実現申請分の支給に当たり、事業主が委託契約を締結した紹介

事業者の再就職支援を受けずに再就職した者を再就職実現申請分の支給対象としないこととした

上で、紹介事業者による対象労働者への再就職支援の実施状況等を記載した書面を事業主から提

出させるなどして、紹介事業者の再就職支援を受けて再就職した者であることを確認することと

した。

○農林水産省

・家畜導入事業に係る基金の国庫補助金相当額の返納について(農林水産大臣宛て)

(平成23年度決算検査報告掲記：34条 処置要求事項)

農林水産省は、平成25年3月に、鹿児島県から国庫補助金相当額の返納について詳細な返納計画を

提出させた上で、34事業主体のうち9事業主体について、18年度から23年度までに納付すべきであっ

た国庫補助金相当額(要返納額)の全額に24年度に発生した利子を加えた額を25年4月に国庫に返納さ

せる処置を講じていた。また、他の25事業主体について、上記の返納計画に基づき分割して返納さ

せることとした上で、要返納額にその後発生した利子を加えた額を、5事業主体については28年4月

までに、3事業主体については29年4月までに、17事業主体については30年4月までに、それぞれ国庫

に返納させる処置を講じていた。
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・6次産業化ネットワーク活動交付金等による事業のフォローアップについて(農林水産大臣宛て)

(平成28年度決算検査報告掲記：34条・36条 処置要求事項)

農林水産省は、次のような処置を講じていた。

ア 平成29年12月に関係部署に対して通知を発するなどして、本省総合食料局長、地方農政局長等、

公益財団法人食品流通構造改善促進機構会長又は都道府県知事(これらを｢事業承認者｣)に対して、

新商品に係る利益の発生状況等を適時適切に把握するために、事業収益状況報告書(収益報告書)

を提出期限内に提出させることの重要性を十分認識させるとともに、事業主体から収益報告書を

提出期限内に確実に提出させるよう指導した。

イ 同月に関係部署に対して通知を発するなどして、事業承認者に対して、新商品を開発するため

に必要となる試作等に係る事業(新商品開発事業)終了後に新商品に係る利益が発生していない場

合に要因及び改善策を事業主体から報告させ、その要因等を十分に把握するとともに、6次産業化

サポートセンターを事業主体に更に活用させるよう指導した。

ウ 30年3月に食料産業・6次産業化交付金実施要綱を定め、新商品開発事業終了年度の翌年度以降

3年間提出させている収益報告書において新商品に係る利益の発生が認められない場合、事業主体

に新商品の販売・開発の継続を検討させて、継続する場合には、4年目以降も利益の発生状況等に

ついて把握するために事業主体から収益報告書を提出させることとした。

・農林水産物・食品の輸出促進事業の評価等について(農林水産大臣宛て)

(平成28年度決算検査報告掲記：36条 処置要求事項)

農林水産省は、次のような処置を講じていた。

ア 平成29年11月に地方農政局等に対して事務連絡を発して、事業成果報告書における輸出額の目

標値及び実績値に係る数値や目標達成率に係る要因分析の記載状況を十分確認させることとした。

また、30年3月に制定した事業実施要領において、事業成果報告書の提出時期を事業の内容に応じ

た時期とするとともに、事業成果報告書に記載させる輸出額の目標値及び実績値の算出方法を把

握することとした。

イ 29年11月に地方農政局等及び事業実施主体に対して事務連絡を発して、事業実施主体に対して

事業成果報告書の重要性を周知した。また、上記の事務連絡及び事業実施要領により、地方農政

局等に対して、国内の主要な産地が連携した輸出振興体制の構築を図る取組として行う海外市場

調査等に係る事業成果を適切に把握するための手法として、事業実施主体に取組の内容に応じた

成果目標を設定させ、当該取組の内容ごとに成果目標の達成状況を評価して要因分析を行いその

結果を事業成果報告書に記載させることを周知し、その記載状況を確認させることとした。

ウ 事業成果報告書による事業成果の評価に基づく事業実施主体に対する輸出額の増加に向けた指

導等の内容を明確にして、29年11月に地方農政局等に対して事務連絡を発してこれを周知した。

また、事業成果報告書を提出している者が後年度の候補者となっている場合の評価について、30

年2月に、事業実施主体の選定のための審査基準に目標達成率の背景としての要因分析等を用いた

評価の項目を設けた。
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○農林水産省

・鳥獣被害防止総合対策交付金事業における侵入防止柵の設置等について(農林水産大臣宛て)

(平成28年度決算検査報告掲記：36条 処置要求事項)

農林水産省は、平成30年1月に地方農政局等に対して通知を発するなどして、次のような処置を講

じていた。

ア 都道府県等に対して、侵入防止柵の効果を把握するために、侵入防止柵を設置したほ場ごとに
．

設置後の鳥獣による農林水産業等に係る被害の状況を把握するよう指導するとともに、設置及び

維持管理を適切に行うことの重要性について周知した。そして、都道府県等を通じて事業主体に

対して、上記の内容について周知し、適切に行うよう指導した。

イ 都道府県等が被害防止計画に定められた軽減目標の達成が見込まれないと判断するための基準

を具体的に定めた。そして、都道府県等に対して、事業主体に対する速やかな指導の必要性につ

いて周知し、軽減目標の達成が見込まれない場合には、その原因を究明した上で事業主体に対す

る指導を適切に行うよう指導した。

・HACCP対応のための施設改修等支援事業における施設認定の取得状況について(水産庁長官宛て)

(平成28年度決算検査報告掲記：36条 処置要求事項)

水産庁は、次のような処置を講じていた。

ア 平成30年1月に、水産加工・流通施設(加工流通施設)の仕様等が水産物の輸出拡大を目指す水産

加工・流通業者が輸出先国等の求めるHACCPを取り入れた衛生管理基準(HACCP基準)を満たしてい

る旨の認定(施設認定)を取得していない事業主体に対して通知を発して、HACCP基準を満たすため

に行う加工流通施設の改修整備等(施設改修等支援事業)を行った加工流通施設について更なる改

修整備の実施及びHACCPを取り入れた高度な衛生管理を行うための体制の確立に向けた取組を着実

に行わせたり、必要に応じて改善計画を策定させたりなどして、施設認定を取得するよう指導し

た。

イ 同月に、施設認定を取得していない事業主体に対して通知を発して、水産庁に提出する利用状

況等報告書に施設認定の取得を予定している時期を超過しているのに施設認定が取得されていな

い要因及びそれを解決するための方策を具体的に記載することや改善計画を策定する場合の具体

的な基準等を周知するとともに、同年2月に、今後施設改修等支援事業を行う事業主体に対しても

上記の内容を周知するよう、HACCP対応のための施設改修等支援事業の運用についての通知を改正

して、事業完了後の指導を十分に行えるようにした。

ウ 公募要領において、事業主体に対して、事業実施計画(実施計画)の策定に当たっては、都道府

県等の機関に所属する品質・衛生管理に関する知見を有する専門家(品質・衛生管理専門家)の活

用が施設認定を取得するために効果的であることや、品質・衛生管理専門家を活用するなどして

施設認定の取得に向けた調査・検討を十分に行うことが必要であることを周知した。

エ 事業の採択に当たり実施計画のより効果的な審査を行うための方策を検討して、同月にHACCP対

応のための施設改修等支援事業の運用についての通知を改正して、実施計画の審査の際に、品質

・衛生管理専門家の指導内容、その対応状況等が分かる資料を確認することとした。



- 243 -

○経済産業省

・研究開発プロジェクト等に関する委託事業により取得した物品の管理について(経済産業大臣宛て)

(平成28年度決算検査報告掲記：34条・36条 処置要求事項)

経済産業省は、次のような処置を講じていた。

ア 委託事業により取得した20万円以上の物品(取得物品)で所有権の移転、物品管理簿への記録及

び無償貸付(これらを｢無償貸付等｣)の手続を経ないまま受託者に継続使用させていて物品管理簿

に記録されていないものについては、平成30年7月末までに無償貸付等の手続を行ったり、同省の

指示を受けることなく無断で廃棄されている取得物品については、同年3月末までに全て受託者に

その損害を弁償させたり、受託者において使用される見込みがないまま長期間保管されている取

得物品については、同年5月末までにその有効活用を図るための需要調査を行うなどしたりした。

イ 30年1月に、委託事業の執行担当課に対して事務連絡を発出して、委託事業終了の際に、速や

かに受託者の継続使用の希望を確認するとともに、受託者が継続使用を希望する取得物品につ

いて、無償貸付等の手続を適切に行うよう周知徹底した。

ウ 30年1月に、受託者に対して通知を発出して、委託契約書等に基づき、取得物品を善良な管理

者の注意をもって適切に管理し、取得物品を使用する見込みがなくなった場合には、同省に対

して速やかにその旨を報告するよう周知徹底した。

エ 30年1月に、イ及びウの事務連絡等に基づき、複数年度にわたる委託事業の最終年度までに取

得物品の活用方法の検討を確実に行うために、毎年度、定期的に、執行担当課が委託事業の実

施期間中における取得物品の使用状況や委託事業終了後における継続使用の希望の有無等につ

いて受託者に確認し、その確認内容を大臣官房会計課において把握することとするなどの取得

物品の取扱いに係る体制を整備した。

○経済産業省、独立行政法人中小企業基盤整備機構

・独立行政法人中小企業基盤整備機構の出資承継勘定における政府出資金の規模について(経済産業大

臣及び独立行政法人中小企業基盤整備機構理事長宛て)

(平成28年度決算検査報告掲記：36条 意見表示事項)

経済産業省及び中小企業基盤整備機構は、出資承継勘定に係る株式等の管理費用等を考慮して同

勘定において真に必要となる政府出資金の額を検討し、その結果、機構は、必要額を超えて保有し

ていると認められた政府出資金32億2098万円に係る資産のうち、現金及び預金で保有している13億

5790万円については、独立行政法人通則法に基づき、平成29年11月に不要財産の国庫納付に係る経

済産業大臣の認可を受けて、同月に国庫納付を行い、30年2月に政府出資金を減資した。また、残り

の満期保有目的債券で保有している18億6307万円については、同年12月に満期日が到来する債券の

償還後、同法に基づき、不要財産の国庫納付に係る同大臣の認可を受けて、速やかに国庫納付及び

政府出資金の減資を行うこととした。

○国土交通省

・公営住宅等整備事業等における二重床下地に係る工事費の積算について(国土交通大臣宛て)

(平成28年度決算検査報告掲記：34条 処置要求事項)

国土交通省は、平成29年12月に都道府県及び政令市に対して通知を発するなどして、二重床下地

に係る工事費の積算について、工事の仕様から物価資料に市場価格として記載されている物価資料

掲載単価を用いることが可能な場合には物価資料掲載単価を参考にするなど市場価格を把握した上

で材料費と労務費等を合計した施工費等の単価を決定するよう各事業主体に周知した。
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○国土交通省

・地域間幹線系統確保事業における輸送量の算定について(国土交通大臣宛て)

(平成28年度決算検査報告掲記：36条 処置要求事項)

国土交通省は、次のような処置を講じていた。

ア 平成30年3月に地方運輸局等に対して通知を発して、運送収入に地方公共団体が購入した回数券

等の売上げを計上する場合は、輸送実態を伴うことが必要であることから住民等が回数券等を使

用した実績に基づき計上することなどを示した。これを受けて地方運輸局等は、同年4月から6月

までの間に、幹線となる路線バス系統(幹線系統)を運行する一般乗合旅客自動車運送事業者等(補

助事業者)に対して、上記の内容を周知した。

イ 30年3月から6月までの間に地方運輸局等を通じて、市区町村、補助事業者等の関係者が組織す

る協議会又は都道府県等に対して、生活交通確保維持改善計画に記載される、運送収入等を基に

算定した1日当たりの幹線系統ごとの平均乗車人数が地域の輸送実態を反映したものとなるよう、

地方公共団体が購入した回数券等の売上げは住民等が回数券等を使用した実績に基づいて運送収

入に計上されているかなどを確認することを指導した。

○環境省

・防災拠点施設に整備する太陽光発電設備等の設計等について(環境大臣宛て)

(平成28年度決算検査報告掲記：34条 処置要求事項)

環境省は、平成29年11月に各都道府県及び政令指定都市並びに一般財団法人環境イノベーション

情報機構に対して通知を発して、次のような処置を講じていた。

ア 6県等に対して、12県市町村等における太陽光発電設備等のうち、災害等により電力会社から供

給される商用電力が遮断された際(災害等による停電時)に、発電した電力を供給することができ

ない太陽光発電設備36設備について、当該電力を供給するための必要な措置を講じさせることと

し、30年9月までに蓄電池設備及び専用回路(蓄電池設備等)を整備するなどの手直し工事を実施さ

せるなどした。

イ 災害等による停電時に発電した電力を安定的に供給することができるよう、各系統に蓄電池設

備等を整備する必要があることなどの太陽光発電設備等の設計に必要な留意点等について、県及

び県を通じて管内の市町村等に対して周知徹底を図った。

・会議開催等業務に係る契約における仕様書等の変更手続等について(環境大臣宛て)

(平成28年度決算検査報告掲記：34条 処置要求事項)

環境省は、大臣官房会計課において、仕様書及び契約の変更に必要な手続等を定めたマニュアル

を整備し、平成30年9月に業務の実施部局に対して通知を発して、当該マニュアルの内容を周知徹底

する処置を講じていた。

・除染工事等に適用される共通仮設費率及び現場管理費率について(環境大臣宛て)

(平成28年度決算検査報告掲記：34条 処置要求事項)

環境省は、除染工事等に係る工事費の積算が工事規模の実態に即したものとなるよう、平成24年

度から27年度までの間に実施された除染工事等を対象に実態調査を実施し、除染工事等と工事の内

容が近似している工事に係る他省庁の積算基準を参考にするなどして、30年5月に｢除染特別地域に

おける除染等工事暫定積算基準｣を改定し、同年6月以降に締結する契約から新たに設定した共通仮
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設費率及び現場管理費率を適用することとする処置を講じていた。また、環境省は、同年5月に福島

県に対して同基準の改定内容について通知を発するなどして、事業の実施主体に対して上記の改定

内容を周知する処置を講じていた。

○防衛省

・防衛施設周辺放送受信事業補助金の補助対象区域について(防衛大臣宛て)

(平成23年度決算検査報告掲記：36条 意見表示事項)

防衛省は、平成24年度には補助対象区域の指定に当たり勘案することとなっている各種要件(指定

基準)の見直しなどに係る検討のための基礎的な資料を収集し整理するために文献調査等を実施し、

25年度には航空機騒音によるテレビ放送の聴取障害(テレビ聴取障害)の定義付けや指定基準の見直

しなどを検討した上で学識経験者により構成された検討委員会を開催して検証を行い、26年度には

25年度の検証結果がテレビ聴取障害の現地の実態を反映したものとなっているかを確認するための

調査を実施して、その結果について検討委員会において検証を行い、27年度には検討委員会におい

て26年度までの調査結果を指定基準に反映するための最終的な検証を行った。これまでの調査結果

等を踏まえて、28年度には航空機騒音の実態を反映させた指定基準の改正の方向性を取りまとめた。

29年度には地元関係者に指定基準の改正の方向性を説明する時期等について検討を行うとともに、

別途実施している住宅防音工事が完了した世帯は30年8月31日をもって放送受信事業の補助の対象と

しないこととするなど、放送受信事業の一部見直しについて地元関係者に対して説明を行うなどし

た。そして、30年度以降は、放送受信事業の一部見直し後の状況を踏まえつつ地元関係者に対して

説明を行うなどした上で指定基準を制定し各地方防衛局等に対して周知するなどの所要の処置を講

ずることとしている。

・有償援助調達における防衛装備品の不具合及び計算書の誤りに対する是正措置の要求並びに計算書

と受領検査調書との照合の適切な実施について(防衛装備庁長官宛て)

(平成28年度決算検査報告掲記：34条 処置要求事項・36条 意見表示事項)

防衛装備庁は、次のような処置を講じていた。

ア 平成29年10月に関係部署に対して通知を発するとともに、30年3月に当該通知の内容を周知する

ための会議を開催して、同庁、陸上自衛隊補給統制本部及び海上自衛隊補給本部の支出負担行為

担当官(分任支出負担行為担当官を含む。)に対して 防衛装備品の不具合や計算書の誤りについ、

て、アメリカ合衆国政府(合衆国政府)への不具合報告書による是正措置の要求を速やかに行うこ

とを周知徹底した。

イ 29年12月に計算書と受領検査調書との照合に係る実施要領を定めて、照合に関する台帳を整備

することなどにより、照合の過程や結果を書面等に記録及び保存することとした。また、同月に

防衛装備庁長官から合衆国政府の関係機関の長に対して調査協力の申入れを行うとともに、累次

にわたり合衆国政府に対して調査協力の要請を行うなどして、計算書と受領検査調書の項目にお

いて極めて多くの記載内容が一致していない状況となっている根本的な原因の調査を行った。そ

して、当該調査において、受領検査調書を作成する際の基礎資料となる出荷証書に誤記が多く見

受けられるといった原因が明らかになったことを受けて、有償援助調達に係る在米の職員を増員

する体制強化を図るとともに、合衆国政府に対して記載内容が一致しない実例を示して照合に支

障が生じている状況について説明するなどの直接的な働きかけを行い、合衆国政府の協力を得て、

適切な照合を行うための効果的な方策の検討を行った。
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○全国健康保険協会

・健康保険の傷病手当金の支給における厚生年金保険の障害厚生年金との併給調整について(全国健康

保険協会理事長宛て)

(平成28年度決算検査報告掲記：34条 処置要求事項)

全国健康保険協会は、傷病手当金の併給調整(健康保険の被保険者(対象者)が傷病手当金の傷病と

同一の疾病等により障害厚生年金等の支給を受けることができるときは、傷病手当金を支給しない

か、またはその支給額を減額することとされている。)が適切に行われていなかった対象者に対して、

支給済みの傷病手当金のうち併給調整により減額することとなる額の返還を求めた。そして、日本

年金機構から対象者に係る障害厚生年金の年額、支給開始日、傷病名等に関する情報(年金情報)の

提供を受ける対象者の範囲について見直しを行い、障害厚生年金の給付を受ける権利の消滅時効等

を考慮して、機構から年金情報の提供を受ける対象者の範囲を過去5年間に申請書の受付を行った対

象者に拡大することとして、平成30年6月に機構と併給調整に係る情報の提供に関する協定書を締結

する処置を講じていた。

○国立研究開発法人産業技術総合研究所

・事務用品等の調達について(国立研究開発法人産業技術総合研究所理事長宛て)

(平成28年度決算検査報告掲記：34条 処置要求事項)

国立研究開発法人産業技術総合研究所は、次のような処置を講じていた。

ア 平成29年9月及び同年11月に開催した担当職員等を対象とした会議において、契約手続を政府調

達に関する協定等や会計規程等に基づいて適切に行うよう周知徹底した。

イ インターネットを利用した文具・事務用品､理化学用品､試薬､電子部品､書籍及び雑貨用品の調

達契約について、30年度から､実績があるなどして同一規格で大量に調達することが見込まれる品

目であって単価に調達すべき数量を乗じて算定した概算見積額が100万円を超えるときは、単価に

ついて予定価格を定めて、これに調達すべき数量を乗ずるなどして契約期間における支払予定総

額を算定し、これが160万円を超える場合は、一般競争に付するなどの契約手続を行うこととした。

〇独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構

・国家備蓄施設における備蓄機器の部品の調達等について(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源

機構理事長宛て)

(平成28年度決算検査報告掲記：36条 処置要求事項)

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構は、平成29年11月に石油の備蓄の確保等に関する

法律に規定する国家備蓄施設の運営、保守管理等の業務を実施することを目的として設立されるな

どした株式会社(操業会社)に対して指示文書を発するなどして、次のような処置を講じていた。

ア 操業会社に対して、故障等が生じた原油ポンプ等の機器等(備蓄機器)の部品と交換するために

保管することにしている部品(予備部品)として保管する必要性及び数量を判断する際の要件を示

して、これに沿って各備蓄機器に必要な予備部品の品目及び数量を設定させた。

イ 操業会社に対して、備蓄機器の補修等において部品を交換する必要が生じた場合には、予備部

品と同一品目の余剰部品を優先的に使用して、余剰部品の有効活用を図るよう指示した。

ウ 必要な予備部品及び余剰部品の品目や数量、その使用先となる備蓄機器の名称等の情報を記載

する管理台帳の様式を定めて、操業会社に対して、当該様式に沿った管理台帳を作成させて、毎

年度提出させることなどにより、必要な予備部品及び余剰部品の管理状況を把握するとともに、

予備部品の活用状況について定期的に確認することとした。
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○独立行政法人都市再生機構

・賃貸住宅事業の保全工事に係る会計処理について(独立行政法人都市再生機構理事長宛て)

(平成25年度決算検査報告掲記：36条 意見表示事項)

独立行政法人都市再生機構は、平成27年6月から28年3月まで外部機関を活用して保全工事の仕様、

積算内容等の分析及び調査を行い、その後、調査結果等を踏まえて、適切な資産計上等が行えるよ

う工事費の範囲等の検討を行った。その結果、工事費のうち撤去費相当額については資産計上をし

ないこととする見直しを行い、同年11月に支社等にその旨を周知した。また、同年4月以降、団地別

事業計画は策定しないこととされたが、機構は、29年1月に、見直し後の会計処理に基づく損益等が

反映された個別団地の経営状況等を総合的に勘案の上、保全工事により取得する設備等に係る投資

判断等を効果的、効率的に行うよう、支社等に周知する処置を講じていた。

一方、機構は、上記の見直しに加えて、保全工事において除却される設備等の未償却簿価相当額

を踏まえた資産計上等が行えるよう、外部機関を活用して、未償却簿価相当額を費用処理するため

の業務処理方法等を検討している。
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(４) 本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

～目 次～

【府省・団体名】 ＜件 名＞ ページ

内 閣 府（内閣府本府）

・消費税の転嫁拒否行為等の相談件数等に応じて、相談業務を実施す

るための電話設備等の設置台数を見直すことなどにより、消費税価

格転嫁等総合相談センターの運営に係る機器費用の節減を図るよう

改善させたもの･･････････････････････････････････････････････ ２５７

総 務 省

・災害時の情報伝達手段を確保するために公衆無線LAN環境を整備す

る事業について、災害時に公衆無線LANを開放する際の運用体制を

適切に整備することの必要性及び障害者等を含めて誰もが提供され

る情報や機能を支障なく利用できるように配慮して整備することの

重要性を事業主体に対して周知するとともに、これらの整備を行う

上での指針となるガイドラインを参照することとして、整備する公

衆無線LAN環境が災害時に適切かつ効果的に運用できるものとなる

よう改善させたもの･･････････････････････････････････････････ ２５９

法 務 省

・少年鑑別所の在所者に対する給食方式の選択に当たり、在所人員の

状況を踏まえ、経済性を考慮した検討を十分に行うよう改善させた

もの････････････････････････････････････････････････････････ ２６１

財 務 省

・日本銀行に対して交付している引揚者特別交付金国庫債券等4債券

の償還用の資金について、受取人に対する支給が行われることなく

日本銀行に滞留している資金を国に返納させるなどするよう改善さ

せたもの････････････････････････････････････････････････････ ２６３

文部科学省

・不特定の人が出入りする文化財建造物について、所有者等に対して

耐震診断及び耐震補強の実施等の重要性等を周知したり、補助事業

の採択に当たり修理と併せて耐震診断を実施することの検討が十分

に行われているかについての審査及び確認を適切に行うための手続

を整備したりすることなどにより、耐震対策をより効果的に進めて、

地震時における人的安全性の確保等が図られるよう改善させたもの ２６５
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【府省・団体名】 ＜件 名＞ ページ

厚生労働省

・企業内人材育成推進助成金について、事業主に対して、ジョブ・カ

ードを活用して評価やコンサルティングを実施した場合に支給され

るものであることについて周知するとともに、支給申請の際に実際

に評価等で活用したジョブ・カードを事業主から提出させることと

して、支給決定の際に適切な調査確認が行われるよう改善させたも

の･･････････････････････････････････････････････････････････ ２６８

農林水産省

・国有林材のシステム販売における買受希望者が提出する企画提案書

の様式を改めて、具体的な内容や定量的な数値指標に基づき審査・

評価を行うようにしたり、審査において評価された取組提案の実施

状況を確認するなどして、取組提案の実施を促したりすることなど

により、システム販売が適切に実施されるよう改善させたもの････ ２７０

・重要病害虫であるプラムポックスウイルスの緊急防除について、感

染樹木等の伐採処分業務の実態に即した適正な現地実行価格の算定

方法の指針を定めることにより、伐採処分業務に係る委託費の積算

が適正に行われるよう改善させたもの･･････････････････････････ ２７２

・国営更新事業等の実施に当たり、支障となる他目的使用施設の移転

等に要する費用を国が負担する場合の取扱いを明確にして周知徹底

することなどにより、他目的使用施設の移転等に要する費用の負担

が適正なものとなるよう改善させたもの････････････････････････ ２７４

・農地海岸事業について、海岸管理者に対して、防護区域内の農地の

状況を確認するなどして農地の保全に係る効果が十分に発揮される

か検討することの重要性等を周知したり、防護区域内の農地の状況

を確認できる仕組みを整備したりすることにより、事業の趣旨に沿

って適切に実施されるよう改善させたもの･･････････････････････ ２７６

・鳥インフルエンザのまん延を防止するためのワクチンの備蓄量の算
．．

定に当たり、最新の飼養状況等に基づき、ひな鶏等のワクチン接種

の対象となっていない鶏を対象から除外するなどして、備蓄量の算

定を適切に行うよう改善させたもの････････････････････････････ ２７８
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農林水産省

・沿岸漁業改善資金が適切な規模で有効に運営されるよう、水産庁に

おいて余剰金の自主納付制度が十分に活用されているかについて十

分に確認できる体制を整備し、必要に応じて都道府県と余剰金の額

の再算定や自主納付の再検討について協議等を行うことができるよ

う改善させたもの････････････････････････････････････････････ ２８０

・産地水産業強化支援事業等について、目標年度の翌年度に改善計画

を策定させて成果目標を達成すべき旨の指導を適時適切に行うため

の体制を整備するなどしたり、後継事業において整備する施設が有

効に活用され、事業計画の達成に資するものとなるよう事前の調査

・検討を十分に行わせることを周知するなどしたりすることにより、

事業効果の発現に資するよう改善させたもの････････････････････ ２８２

・農業災害補償制度の運営に当たり、共済団体が行う特別積立金の取

崩しに係る会計経理について、特別積立金から取り崩した資金を共

済事業等に係る費用の支払等に充てる場合には当該共済事業等に係

る共済勘定の特別積立金を取り崩すことなどを監督指針に追記した

り、特別積立金の取崩しの根拠となっている規定を改正したりなど

することにより、特別積立金の取崩しが適切に行われるよう改善さ

せたもの････････････････････････････････････････････････････ ２８４

国土交通省

・地域活性化インターチェンジの設置に当たり、地方公共団体と協定

を締結して、当該協定に基づき工事を実施するよう指導したり、2

車線で供用される新直轄道路について将来4車線化した際に本線盛

土となる場合等においても、インターチェンジ本体の建設費につい

ては地方公共団体が負担することを明確に示したりすることにより、

地域活性化インターチェンジの建設費が適切に負担されるよう改善

させたもの･･････････････････････････････････････････････････ ２８６

・下水道事業におけるポンプ工事の工事費の積算に当たり、特別調査

を活用することなどによりポンプの適正な市場価格を把握して積算

単価を決定するよう事業主体に周知して、経済的な積算が行えるよ

う改善させたもの････････････････････････････････････････････ ２８８
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国土交通省

・離島活性化交付金事業の実施に当たり、アウトカム指標及び成果目

標の設定について十分検討を行うこと、事業実施後に達成率を適切

に算定することなどについて周知するとともに、活性化計画の審査

体制を整備するなどして、事後評価等が適切に実施されるよう改善

させたもの･･････････････････････････････････････････････････ ２９０

・空港整備事業で照明施設を整備する場合、供用後の維持管理におい

て使用する予備品等の購入費は補助の対象とならないことを明確に

示すことなどにより、補助金の交付が適切に行われるよう改善させ

たもの･･････････････････････････････････････････････････････ ２９２

防 衛 省

・まとめ買いにより長期間保管する器材について、保管期間中の維持

管理の在り方について経済性を考慮した検討を十分に行ったり、仕

様書等と適合した適切な調達要求を行ったり、予定価格の算定にお

ける見積資料の内容を十分に確認したりして、調達が適切に行われ

るよう改善させたもの････････････････････････････････････････ ２９３

・製品として民生品と同一の交換用の無停電電源装置(UPS)を調達す

るに当たり、民生品であることを明示するよう技術指令書を改正す

るなどして、随意契約による製造請負契約により調達していた交換

用のUPSを一般競争契約等による売買契約により調達するよう改善

させたもの･･････････････････････････････････････････････････ ２９５

・防衛施設周辺地域における騒音障害の防止等のために取得し、国有

地として保有している周辺財産について、無断使用等の状況を定期

的に把握して改善に向けた指示を行う仕組みを整備したり、公募の

上で有償による使用許可を与えることにより有効活用及び維持管理

費の縮減を図ることを検討したり、必要に応じて行政財産の用途廃

止を検討したりすることにより、適切に管理するよう改善させたも

の･･････････････････････････････････････････････････････････ ２９７

・重要物品であるのに物品増減及び現在額報告書に計上されていなか

った航空機、艦船等に搭載する物品について、明確な計上基準を制

定し、その内容を周知するなどして、物品増減及び現在額報告書へ

の計上を適正に行うよう改善させたもの････････････････････････ ３００
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防 衛 省

・特別技術検査における装備品の部品等ごとの交換等の要否判定を適

切に行うために、実施に当たっての留意点を明確に示したり、判定

が適切に行われているか確認するなどの態勢を整備したりするとと

もに、部品取り及び検査分類を効率的に行うために、交換等の要否

判定の結果を装備品の用途廃止後の部品採取に活用する態勢を整備

することなどにより、部品採取が適切に実施されるよう改善させた

もの････････････････････････････････････････････････････････ ３０２

沖縄振興開発金融公庫

・賃貸住宅融資を行うに当たり、保証機関による保証を徴求すること

などにより、信用リスクへの対応を適切に執るよう改善させたもの ３０４

中間貯蔵・環境安全事業株式会社

・ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理設備の改修工事において、施工状況

等を踏まえた経済的な積算を行うよう改善させたもの････････････ ３０６

東日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路

株式会社

・橋りょう部の舗装補修工事において施工される床版防水工の設計及

び積算に当たり、床版防水層に特定の材料を使用しなければならな

い特段の理由がある場合を除いて、使用する材料を特記仕様書等に

明記しないで設計したり、安価な単価を選択して積算したりするこ

となどにより、工事費の低減を図るよう改善させたもの･･････････ ３０８

西日本高速道路株式会社

・新名神高速道路の建設事業において配置される安全巡視員に係る費

用の積算に当たり、業務内容等を踏まえた人件費単価等を設定する

ことにより、安全巡視員に係る費用の算定を適切なものとするよう

改善させたもの･･････････････････････････････････････････････ ３１０

独立行政法人国立青少年教育振興機構

・有形固定資産の改良又は修繕に係る会計処理について、資産計上及

び除却処理を適切に行って財務諸表を適正な表示に是正させるとと

もに、資産計上及び費用処理の判断基準を作成するなどして会計処

理を適切に行うよう改善させたもの････････････････････････････ ３１２
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国立研究開発法人防災科学技術研究所

・実大三次元震動破壊実験施設を利用した実験終了後に保管されてい

る試験体について、再利用する具体的な予定のないものを処分する

などして保管場所を集約するとともに、今後は、具体的な再利用計

画を明確に策定するなどした上で試験体の管理及び処分を適切に実

施することにより、保管場所に要する費用を節減するよう改善させ

たもの･･････････････････････････････････････････････････････ ３１４

国立研究開発法人理化学研究所

・設備管理業務を実施する際の予定価格の積算に当たり、建築保全業

務積算要領の歩掛かりを採用して必要人数を算定するものについて、

建築保全業務労務単価を採用することとして、適切に予定価格の積

算を実施するよう改善させたもの･･････････････････････････････ ３１６

独立行政法人情報処理推進機構

・労働者派遣契約を締結するに当たり、会計規程等に従って競争に付

するなどすることにより、契約手続の公正性及び透明性を確保する

とともに、競争の利益を十分に享受できるよう改善させたもの････ ３１８

独立行政法人勤労者退職金共済機構

・中小企業退職金共済契約に係る掛金の口座振替納付について、全て

の共済契約者に一律に口座振替結果通知書を送付する取扱いを廃止

し、共済契約者から要望があった場合に個別に同通知書を送付する

こととして、同通知書の作成及び発送の業務に係る費用の節減を図

るよう改善させたもの････････････････････････････････････････ ３２０

日本放送協会

・衛星契約への契約種別変更の勧奨を目的とする郵便物の郵送に当た

り、割引制度を適切に活用することにより郵便料金の節減を図るよ

う改善させたもの････････････････････････････････････････････ ３２２

株式会社商工組合中央金庫

・危機対応準備金について、事業年度ごとに、危機対応業務の円滑な

実施のために必要な財政基盤が十分に確保されるに至っているか具

体的な検討を行うとともに、国庫納付が可能であると判断した場合

は、適切に国庫に納付するよう改善させたもの･･････････････････ ３２４
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エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、東日本電信電話株式会

社、西日本電信電話株式会社

・浸水リスクがある区域に所在する通信ビル等に配備している移動電

源車について、洪水等による浸水が予見される場合の移動に係る具

体的な取扱いを定めることなどにより、大規模な洪水等が発生した

場合でもその機能を発揮して商用電源が途絶するなどした通信ビル

の電源救済を効果的に行うことができるよう改善させたもの･･････ ３２６
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－内閣府（内閣府本府）－
       

消費税の転嫁拒否行為等の相談件数等に応じて、相談業務を実施するための電話設備等の設置台数

を見直すことなどにより、消費税価格転嫁等総合相談センターの運営に係る機器費用の節減を図る

よう改善させたもの

電話相談件数及びメール相談件数が共に年間10件未満となっていた

分室に係る分室運営費(1)(支出) ９４６７万円

1日平均1回未満の操作回数となっていた分室及び関係庁に設置された

専用PCに係る機器費用(2)(支出) １６３２万円

(1)及び(2)の純計(支出) ９８９６万円

1 総合相談センター等の概要

(1) 総合相談センターの概要

内閣府は、｢消費税の円滑かつ適正な転嫁・価格表示に関する対策の基本的な方針(中間整理の

具体化)｣に基づき、平成25年10月に、消費税価格転嫁等総合相談センター(総合相談センター)を

設置して、｢消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に

関する特別措置法｣(転嫁特措法)で禁止されている消費税の転嫁を拒否する行為等(転嫁拒否行為

等)に関する相談業務を行っている。そして、同府は、総合相談センターに、全国各地の消費者、

事業者等(相談者)からの転嫁拒否行為等に関する相談窓口としてアウトソーシングセンター(OC)

を設置するとともに、相談者からの専門性の高い相談にも対応できるよう本省庁等の計23機関内
(注1)

に総合相談センター分室(分室)を設置している。また、総合相談センターの運営期間は、消費税

率の10％への引上げが31年10月に延期されたことなどを受けて、25年10月から33年3月末までとさ

れている。

(注1) 23機関 警察庁、金融庁、消費者庁、総務省、法務省、財務省、国税庁、文部科学
省、厚生労働省、農林水産省、中小企業庁、国土交通省、環境省、沖縄総合事務
局、東京国税局、北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州各経済産
業局

(2) 総合相談センター等の運営体制等の概要

同府は、25年6月に、一般競争入札によりエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

(NTTコム)との間で、総合相談センターの運営及び電話設備の設置等に関する請負契約(総合相談

センター運営等契約)を締結し、26年度以降は、毎年度、随意契約によりNTTコムとの間で総合相

談センター運営等契約を締結している。

同府が総合相談センター運営等契約により実施している総合相談センター等の運営体制及び電

話設備等の設置状況は、次のとおりとなっている。

ア OC及び分室における運営体制及び電話設備等の設置状況

同府は、総合相談センター運営等契約に基づき、NTTコムに、OCにオペレータを配置させると

ともに、OC及び各分室には、専用回線を用いた相談用の専用電話と専用PCをそれぞれ設置させ

ている。そして、総合相談センターに相談者から電話相談及びメール相談が寄せられた場合に

は、相談内容に応じて、オペレータ又は各分室の職員(分室員)が相談に対応することになって

いる。また、専用PCは、メール相談に対応する際に利用されるほか、オペレータ又は分室員が

相談内容を蓄積するためのシステムに応対記録を入力することに利用されるなどしている。

イ 関係庁における電話設備等の設置状況

同府は、総合相談センター運営等契約に基づき、NTTコムに、総合相談センターのほか、同府

の消費税価格転嫁等相談対応室や転嫁特措法等の所管省庁である3省庁等の担当部署(これらを
(注2)

｢関係庁｣)に専用PC及び専用回線を設置させている。

(注2) 3省庁等 公正取引委員会、財務省、中小企業庁
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2 検査の結果

同府が、総合相談センター運営等契約に基づき、28、29両年度にNTTコムに対して支払った額は、

計3億6860万円であり、このうちOCの運営に要した費用(OC運営費)は計1億5161万円、分室の運営に

要した費用(分室運営費)及び関係庁の運営に要した費用(これらを｢分室等運営費｣)は計1億2310万円

となっていた。そして、OC運営費については、相談件数等に応じてオペレータの配置人数や専用電

話及び専用PCの設置台数を見直すなどしている一方、分室等運営費については、専用電話及び専用

PCの設置台数を見直すなどしていなかった。

そして、同府は、25年度の総合相談センター運営等契約の仕様書において、毎月の電話相談の予

定件数15,000件程度、メール相談の予定件数7,500件程度になると想定していた。しかし、実際には、

最も相談件数が多かった26年3月においても電話相談4,134件、メール相談304件となっていて想定を

大きく下回っており、また、28年度は年間で電話相談757件、メール相談68件、29年度は年間で電話

相談865件、メール相談72件となっていた。

そこで、設置された機器等の操作状況の記録が保存されるなどしていた28、29両年度の総合相談

センター運営等契約(支払金額計3億6860万円)を対象として、各分室及び関係庁における相談件数と

電話設備等の利用状況についてみたところ、次のような事態が見受けられた。

(1) 各分室で受け付けた相談件数が少なく、専用電話、専用PC及び専用回線の利用が低調となって

いた事態

28、29両年度に設置されていた23分室における電話相談件数及びメール相談件数を確認したと

ころ、電話相談件数及びメール相談件数が共に年間10件未満となっていた分室の数は、28年度で

19室、29年度で20室、計39室となっていて、これらの分室に設置されている専用電話及び専用PC

並びにこれに付随する専用回線の利用が低調となっており、これら39室に要した分室運営費は28、

29両年度で計9467万円となっていた。

(2) 分室及び関係庁に設置された専用PCの利用が低調となっていた事態

28、29両年度に、分室及び関係庁には専用PCが計83台設置されていて、この専用PCの操作状況

を確認したところ、操作回数が1日平均1回未満の操作(操作回数を開庁日で除して求めた回数)に

とどまっていた専用PCは、28年度で54台、29年度で60台となっていて、多くの専用PCの利用が低

調となっていた。そして、これらの専用PCに係る機器費用は28、29両年度で計1632万円となって

いた。このうち、(1)の電話相談件数及びメール相談件数が共に10件未満となっていた分室におけ

る専用PCを除くと、28年度で11台、29年度で19台、計30台となり、これらの専用PCに係る機器費

用は28、29両年度で計429万円となっていた。

このように、電話相談件数及びメール相談件数が少なくなっていた分室において、専用電話、専

用PC及び専用回線の利用が低調となっていたり、相談件数が年間10件以上あった分室及び関係庁に

設置された専用PCについても利用が低調となっていたりしていたのに、同府において、専用電話及

び専用PCの設置台数並びに専用回線の回線数について相談件数等に応じた見直しが十分に行われて

いなかった事態は適切ではなく、改善の必要があると認められた。

3 内閣府が講じた改善の処置

同府は、31年10月に予定されている消費税率の引上げを考慮しつつ、総合相談センターの運営に

係る機器費用等の節減を図るよう次の処置を講じた。

ア 30年10月に総合相談センター運営等契約の変更契約を行い、16分室の専用電話、専用PC及び専

用回線を撤去することとした。

イ 専用電話及び専用PCを引き続き設置することにした分室及び関係庁においても、利用実績が低

調となっている専用電話及び専用PCについて、上記の変更契約等により設置台数の見直しなどを

行った。



- 259 -

－総務省－
        

災害時の情報伝達手段を確保するために公衆無線LAN環境を整備する事業について、災害時に公衆無

線LANを開放する際の運用体制を適切に整備することの必要性及び障害者等を含めて誰もが提供され

る情報や機能を支障なく利用できるように配慮して整備することの重要性を事業主体に対して周知す

るとともに、これらの整備を行う上での指針となるガイドラインを参照することとして、整備する公

衆無線LAN環境が災害時に適切かつ効果的に運用できるものとなるよう改善させたもの

災害発生から開放までの手順等を事前に定めていなかった事業主体に対する

国庫補助金交付額(1)(支出) １億２５３９万円

開放時の連絡体制を認証サービスの事業者との間で適切に定めていなかった事業主体に対する

国庫補助金交付額(2)(支出) ６５１６万円

災害時に公衆無線LANを開放した際のトップページをウェブアクセシビリティに配慮されたもの

としていなかった事業主体に対する国庫補助金交付額(3)(支出) ８８１８万円

(1)から(3)までの純計(支出) ２億０４４３万円

1 補助金を活用した公衆無線LAN環境整備の概要等

(1) 補助金を活用した公衆無線LAN環境整備の概要

総務省は、地方公共団体等に対して、地域公共ネットワーク等強じん化事業費補助金及び無線

システム普及支援事業費等補助金を交付している。これらの補助金の交付を受けて実施される観

光・防災Wi-Fiステーション整備事業及び公衆無線LAN環境整備支援事業は、地方公共団体等が事

業主体となって、災害時の情報伝達手段の確保等のために避難所、避難場所等に無線LAN接続のア

ンテナとなるアクセスポイントを設置するなどして公衆無線LAN環境を整備するものである。

(2) 災害時の公衆無線LAN運用の概要

同省は、｢地域公共ネットワーク等強じん化事業費補助金『観光・防災Wi-Fiステーション整備

事業』 無線システム普及支援事業費等補助金『公衆無線LAN環境整備支援事業』 共通申請マニ

ュアル｣等(補助事業執行マニュアル)において、平時には、不正利用防止のために、電話番号、メ

ールアドレス等により利用者の一定程度の本人性を確認する認証を行った上でなければ公衆無線

LANを利用できない設定とし、災害時には、この認証設定を解除して誰でも認証なしで利用できる

ように公衆無線LANを開放することを求めている。

また、同省は、｢無線LANビジネスガイドライン｣において、公衆無線LANサービスを提供する事

業者等に対して、適切な情報セキュリティ対策や、大規模災害発生時に備えた留意事項等を明ら

かにしている。このガイドラインによれば、公衆無線LANは災害時の避難所等における有効な通信

手段として評価されており、大規模災害発生時には、公衆無線LANを開放するなどの措置を講ずる

ことが推奨され、また、この措置が速やかであるほど有益であるとされている。そして、事業者

等は、公衆無線LANを開放する際の運用方法等について、事前に検討し、準備しておくことが望ま

しいとされている。

(3) 公的機関のウェブアクセシビリティ対応の概要

障害者基本法に基づき策定された障害者基本計画(第3次)によれば、各府省において、地方公共

団体等の公的機関におけるウェブアクセシビリティの向上等に向けた取組を促進することとされ
(注1)

ている。そして、同省は、｢みんなの公共サイト運用ガイドライン(2016年版)｣において、公的機

関がホームページ等で情報を提供するに当たっては、視覚に障害のある利用者が音声読上げソフ

トを利用して情報を取得しようとした際に、自身の安全に関わる情報を入手できないなど、提供

する情報や機能が特定の人に利用できないことのないよう、ウェブアクセシビリティに配慮して

適切に対応する必要があるとしている。
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(注1) ウェブアクセシビリティ 障害者や高齢者を含めて、誰もがホームページ等で提供
される情報や機能を支障なく利用できること

2 検査の結果

18都道県に所在する64事業主体が平成28、29両年度に実施した観光・防災Wi-Fiステーション整備

事業及び公衆無線LAN環境整備支援事業計65事業(事業費計10億4765万円、補助対象事業費計8億295

3万円、国庫補助金交付額計4億4870万円)を対象として検査したところ、次のような事態が見受けら

れた((1)及び(2)の事態には重複しているものがある。)。

(1) 災害時に公衆無線LANを開放する際の運用体制が整備されていなかった事態

ア 災害発生から開放までの手順等が事前に定められていなかった事態

19市区町村の19事業(国庫補助金交付額計1億2539万円)において、公衆無線LANの運用担当部
(注2)

局と防災担当部局との間で十分な協議が行われておらず、公衆無線LANを開放する判断を行う者、

判断基準、指示系統、開放作業方法等の災害発生から開放までの手順等が明確に定められてい

なかったため、災害時に公衆無線LANを迅速に開放できないおそれがある状況となっていた。

(注2) 19市区町村 函館、赤平、あわら、坂井、佐久、東御、宇陀、水俣各市、豊島区、
寿都郡寿都、虻田郡喜茂別、上川郡比布、上川、和寒、耶麻郡磐梯、磯城郡田原
本、肝属郡肝付各町、南佐久郡川上、上伊那郡中川両村

イ 開放時の連絡体制が認証サービスの事業者との間で適切に定められていなかった事態

14市町村の14事業(国庫補助金交付額計6516万円)において、認証設定を解除して公衆無線LA
(注3)

Nを開放する操作を行う認証サービスの事業者との連絡体制について十分に検討が行われておら

ず、公衆無線LANの開放の依頼を受け付ける時間帯が平日の日中等に限定されていたため、災害

が発生して夜間、休日等に事業主体が公衆無線LANを開放する判断をしても、開放できないおそ

れがある状況となっていた。

(注3) 14市町村 阿賀野、佐渡、佐久、橿原、五條、えびの各市、下新川郡朝日、吉野郡
吉野、児湯郡高鍋、木城、都農、西臼杵郡高千穂各町、岩船郡関川、東臼杵郡椎
葉両村

なお、ア及びイの事態が生じていた計32市区町村においては、災害発生から開放までの手順等

を定めたり、開放時の連絡体制を認証サービスの事業者との間で定めたりするなどした。

(2) 災害時に開放した際のトップページがウェブアクセシビリティに配慮されたものとなっていな

かった事態

17市区町村の17事業(国庫補助金交付額計8818万円)において、災害時に公衆無線LANを開放し
(注4)

た際のトップページが、ウェブアクセシビリティに配慮されたものとなっておらず、音声読上げ

ソフトを利用すると、平時と同様に認証を求める内容が読み上げられてしまうものとなっていた

ため、災害時に公衆無線LANが誰でも認証なしで利用できるように開放されていても、視覚障害者

等は認証なしで利用できることを認識できないおそれがある状況となっていた。

(注4) 17市区町村 阿賀野、佐渡、南砺、福井、佐久、宗像、えびの各市、豊島区、耶麻
郡磐梯、下新川郡朝日、隠岐郡隠岐の島、児湯郡高鍋、木城、都農、西臼杵郡高
千穂各町、岩船郡関川、東臼杵郡椎葉両村

3 総務省が講じた改善の処置

同省は、30年9月に補助事業執行マニュアルを改正して、公衆無線LAN環境を整備する事業の目的

が防災であることに鑑み、災害時に情報伝達手段を確保するために避難所等における公衆無線LANの

開放が迅速かつ適切に実施されるよう、運用体制の整備について災害発生から開放までの手順等を

事前に定めたり、開放時の連絡体制を認証サービスの事業者との間で適切に定めたりしておくこと

の必要性及びウェブアクセシビリティに配慮して整備することの重要性について事業主体に対して

周知するとともに、これらの整備を行う上での指針となる｢無線LANビジネスガイドライン｣及び｢み

んなの公共サイト運用ガイドライン(2016年版)｣を参照することとして、整備する公衆無線LAN環境

が災害時に適切かつ効果的に運用できるものとなるよう処置を講じた。
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－法務省－
       

少年鑑別所の在所者に対する給食方式の選択に当たり、在所人員の状況を踏まえ、経済性を考慮し

た検討を十分に行うよう改善させたもの

9少年鑑別所について試算した弁当方式による経費と

共同方式による経費との開差額(支出) ２４９３万円

1 少年鑑別所における食事の支給等の概要

法務省の施設等機関である少年鑑別所は、少年鑑別所法等に基づき、家庭裁判所等からの求めに

応じ、審判を受ける者等の鑑別を行うこと、家庭裁判所の決定により少年鑑別所に送致された者等

を収容して必要な観護処遇を行うことなどとなっており、在所者に対しては食事を支給することと

なっている。

少年鑑別所において実施している食事の支給(給食)の方式は、主に二つあり、①近隣にある刑務

所、少年刑務所若しくは拘置所の刑事施設又は少年院(これらを｢刑事施設等｣)に食事の調理等を依

頼し、刑事施設等において、その被収容者及び少年鑑別所の在所者に係る食材を一括して調達し、

懲役受刑者が刑務作業として調理するなどした食事を、刑事施設等が委託した民間業者や少年鑑別

所の職員等が少年鑑別所に運搬して支給する方式(共同方式)及び②民間業者に弁当を発注し納品を

受けて支給する方式(弁当方式)となっている。

そして、共同方式に係る経費は、①刑事施設等が負担している食材費等、②少年鑑別所が食事の

配膳、食器の洗浄等を行うために雇用している業務補佐員の人件費、③食事の運搬を民間業者に委

託している場合は、刑事施設等において負担している運搬費となっている。一方、弁当方式に係る

経費は、民間業者に支払う弁当の代価(配達に要する費用を含む。)となっている。

少年鑑別所の在所者に支給する食事については、矯正施設被収容者食料給与規程等において1人1

日当たりの給与熱量、主食及び副食の標準栄養量が定められており、支給前に職員が味付け、盛付

け、衛生面等の検査を行わなければならないこととなっている。そして、共同方式及び弁当方式の

いずれの方式であっても、同規程等を踏まえて、食事の品質を確保した上で支給することになって

いる。

少年鑑別所は、給食方式の選択について、法務省の指導に基づき、運搬費、食材費等のコスト面

の基準や職員体制等を総合的に検討してきたとしており、平成29年度において全国の52少年鑑別所

のうち、共同方式が26少年鑑別所、弁当方式が25少年鑑別所などとなっている。

2 検査の結果

上記の26少年鑑別所のうち、刑事施設等が食事の運搬を民間業者に委託している13少年鑑別所か

ら、少年院等の食事と合わせて運搬しているため、少年鑑別所に係る運搬費を個別に算定すること

が困難であるなどしている3少年鑑別所を除いた10少年鑑別所における給食に係る経費、28年度533
(注1) (注2)

2万円、29年度5163万円、計1億0495万円を対象として検査したところ、次のような事態が見受けら

れた。

共同方式に係る経費のうち、食材費等は在所人員の多寡に応じて増減するが、業務補佐員の人件

費及び運搬費は在所人員の多寡にかかわらず一定となる。一方、弁当方式に係る経費である弁当の

代価は在所人員の多寡に応じて増減する。

そして、共同方式と弁当方式に係る経費と在所人員との関係をみると、共同方式における食材費

等の増加率は弁当の代価の増加率を下回っており、業務補佐員の人件費及び運搬費が一定であるこ

とから、在所人員が一定数より少なくなると、弁当方式に係る経費が共同方式に係る経費を下回る

ことになる。

そこで、10少年鑑別所における25年度から29年度までの各年度の1日当たりの平均在所人員をみた

ところ、25年度は1.9人から15.1人までとなっていたが、28年度は0.9人から10.4人まで、29年度は
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0.8人から7.9人までとなっていた。

そして、10少年鑑別所について、各年度の在所人員等を基に弁当方式を選択している全国の少年

鑑別所における各年度の弁当単価の平均を用いるなどして試算した弁当方式による経費と、共同方

式による経費を比較したところ、28年度に9少年鑑別所で、29年度に全ての少年鑑別所で、弁当方式

による経費が共同方式による経費を下回っていた。

上記の少年鑑別所のうち、28年度の8少年鑑別所、29年度の9少年鑑別所については、前年度にお
(注3) (注4)

いても弁当方式による経費が共同方式による経費を下回っており、この状況を踏まえると、28、29

両年度の給食方式の選択について検討を行う余地があったと認められた(これらの少年鑑別所におけ

る弁当方式による経費と共同方式による経費との開差額28年度1235万円、29年度1258万円、計2493

万円)。

このように、9少年鑑別所において、給食方式の選択に当たり、在所人員の状況を踏まえて経済性

を考慮した検討を十分に行っていなかった事態は適切ではなく、改善の必要があると認められた。

(注1) 3少年鑑別所 仙台、福島、千葉各少年鑑別所

(注2) 10少年鑑別所 札幌、青森、盛岡(30年4月1日以降は盛岡少年鑑別支所)、秋田、前
橋、津、高松、熊本、宮崎、那覇各少年鑑別所

(注3) 8少年鑑別所 札幌、青森、盛岡、秋田、前橋、津、熊本、宮崎各少年鑑別所

(注4) 9少年鑑別所 札幌、青森、盛岡、秋田、前橋、津、高松、熊本、宮崎各少年鑑別所

3 法務省が講じた改善の処置

同省は、少年鑑別所において、給食方式の選択に当たり、食事の安定的支給や品質の確保に支障

を及ぼすなどの特段の事情がない限り、在所人員の状況を踏まえ経済性を考慮した検討が行われる

よう、次のような処置を講じた。

ア 10少年鑑別所に対して、共同方式による経費と弁当方式による経費とを比較し、弁当方式の方

が経済的である場合には、食事の品質を確保するなどした上で弁当方式へ変更するなどの検討を

行うよう指導した。そして、これを受けて、10少年鑑別所は、検討の結果、30年4月に弁当方式へ

変更するなどした。

イ 給食方式を選択するための具体的な検討基準を定め、同年8月に事務連絡を発して、これを少年

鑑別所に周知徹底した。
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－財務省－
        

日本銀行に対して交付している引揚者特別交付金国庫債券等4債券の償還用の資金について、受取人

に対する支給が行われることなく日本銀行に滞留している資金を国に返納させるなどするよう改善さ

せたもの

受取人に対する支給が行われることなく、日本銀行に滞留している資金の額(支出)

１５億９６０５万円

1 4債券の概要等

(1) 4債券の概要

財務 農地改革で一畝(約1ａ)以上の農地を買収された農地被買収者や先の大戦により強省は、

制引揚げを余儀なくされた引揚者等に対して、金銭の支給に代えて、①農地被買収者等に対する

給付金の支給に関する法律に基づき農地被買収者国庫債券、②引揚者等に対する特別交付金の支

給に関する法律に基づき引揚者特別交付金国庫債券、③平和祈念事業特別基金等に関する法律に

基づき慰労金国庫債券及び④原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づき特別葬祭給付金

国庫債券(これらを｢4債券｣)を交付している。4債券には、金銭の支給を受ける権利を有する者(受

取人)の姓名が記載されており、また、償還金額が記載されている複数の賦札が支給期日ごとに附

属している。そして、受取人は、支給期日が到来した賦札を受取人があらかじめ指定した国債代

理店等に提出することと引換えに、金銭の支給を受けることができるとされている。

昭和40年度から平成29年度までの4債券の発行累計件数は4,612,794件、発行累計額は3192億円

となっている。

(2) 4債券の償還用の資金に係る取扱い

4債券に係る受取人に対する金銭の支給に関する手続は、次のとおりとなっている。

① 日本銀行は、日本銀行国債事務取扱規程に基づいて、4債券の賦札に記載された支給期日の到

来前に、あらかじめ財務省に対して受取人に対する支給の財源となる償還用の資金の交付請求

を行う。

② 同省は、会計法に基づいて、国債整理基金特別会計から日本銀行に対して償還用の資金を交

付する。

③ 日本銀行は、受け入れた償還用の資金を管理して、受取人の支給請求に応じて支給等を行う。

また、受取人に対する支給に係る消滅時効は、国債ニ関スル法律に基づき、10年をもって完成

するとされている。この点について、日本銀行は、受取人の支給請求に対して、国債代理店等が

受取人から提出された賦札等を確認し、相続等に基づく記名変更の請求等による時効の中断がな

く、消滅時効が完成していると判断した場合には、時効を援用して、支給を行っていない。

そして、時効を援用して支給を行わないとした分の償還用の資金については、日本銀行におけ

る管理は不要となる。そこで、日本銀行は、同省が発出している｢農地被買収者国庫債券の時効適

用に伴う国債元利払資金の返納等について｣、｢引揚者特別交付金国庫債券の時効適用に伴う国債

元利払資金の返納等について｣、｢慰労金国庫債券の時効適用に伴う国債元利払資金の返納等につ

いて｣及び｢特別葬祭給付金国庫債券の時効適用に伴う国債元利払資金の返納等について｣(これら

を｢特例返納通知｣)に基づき、時効を援用して回収した4債券の賦札に係る償還用の資金を国に返

納する事務手続を行っている。

2 検査の結果

同省が日本銀行に対して昭和41年度から平成29年度までに交付した4債券の償還用の資金のうち、

日本銀行が29年度末現在で管理している15億9613万円を対象として検査したところ、その大部分が

29年度末時点において、債券の券面に附属している各賦札のうち最終の支給期日の翌日を起算日と

して、起算日から時効の中断がないと仮定した場合に消滅時効が完成する日までの期間(仮定時効期
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間)を満了しており、さらに、仮定時効期間を満了してから既に10年以上経過している状況となって

いた。

また、25年度から29年度までの過去5年間における受取人の支給請求の実績についてみたところ、

請求件数は11件、計11万円にとどまっていた。そして、日本銀行は、この11件のいずれについても、

消滅時効が完成していると判断して時効を援用して、当該受取人に支給を行っておらず、また、特

例返納通知に基づき、これに係る償還用の資金を国に返納する事務手続を行っていた。

同様に、前記償還用の資金15億9613万円のうち仮定時効期間を満了している15億9605万円につい

ても、受取人に支払われる可能性は低いと考えられ、現に、受取人に対する支給が行われることな

く日本銀行において滞留している状況となっていた。

これについて同省は、特例返納通知に基づく事務手続は、国庫債券の償還確実性を確保するため

に必要な手続として設けられたものであるとしているが、前記過去5年間の特例返納通知に基づく事

務手続の実績を踏まえると、資金が今後も滞留する状況が継続すると見込まれた。

このように、多額の償還用の資金が受取人に対する支給が行われることなく日本銀行において滞

留している事態は適切ではなく、改善の必要があると認められた。

3 財務省が講じた改善の処置

同省は、30年8月に、特例返納通知を廃止した上で、新たな通達を発出し、日本銀行に対して仮定

時効期間を満了している償還用の資金15億9605万円について国に返納するよう求めるなどの処置を

講じ、同月に、日本銀行から同額の返納を受けた。
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－文部科学省－
       

不特定の人が出入りする文化財建造物について、所有者等に対して耐震診断及び耐震補強の実施等

の重要性等を周知したり、補助事業の採択に当たり修理と併せて耐震診断を実施することの検討が

十分に行われているかについての審査及び確認を適切に行うための手続を整備したりすることなど

により、耐震対策をより効果的に進めて、地震時における人的安全性の確保等が図られるよう改善

させたもの

請負契約により実施された予備診断の判定結果が有効に活用されていなかった

公開建造物に係る支払額(1)(支出) ４３２万円

補助事業により実施された耐震診断の判定結果が有効に活用されていなかった

公開建造物に係る国庫補助金交付額(2)(支出) １７２１万円

(1)及び(2)の計(支出) ２１５３万円

指摘の背景となった修理と併せて耐震診断を実施することを十分に検討しないまま補助事業を

実施していた公開建造物に係る国庫補助金交付額(3)(支出) １５億９７５０万円

文化財建造物の耐震対策に係る取組等の概要1

(1) 文化財建造物の耐震対策に係る取組の概要

文化財保護法によれば、重要文化財の所有者等は、文化庁長官の指示等に従い、重要文化財を

管理しなければならないこととされている。そして、文化庁は、人的安全性の確保及び文化財的

価値の保存を目的として、地震時における文化財建造物の安全性の確保に関する対策を、｢文化財

建造物等の地震時における安全性の確保について｣、｢重要文化財(建造物)耐震診断指針｣等におい

て定めて、次のとおり、所有者等に対して示している。

① 文化財建造物の構造診断は、耐震予備診断(予備診断)及び耐震診断から成る。このうち予備

診断は、耐震診断を実施する緊急性を判定する診断をいい、予備診断の結果、耐震性に疑義が

あると判定された場合、所有者等は速やかに耐震診断を実施する。また、耐震診断は、耐震性

能を定量的に評価する診断をいい、耐震診断の結果、耐震性能が不足していると判定された場

合、所有者等は耐震補強を検討して実施等する。

② 所有者等は、予備診断の結果、耐震性に疑義があると判定された場合、又は耐震診断の結果、

耐震性能が不足していると判定された場合、当該文化財建造物に関して、使用方法の見直しな

どを内容とする対処方針を作成して実施する(予備診断の判定結果に基づき作成して実施する対

処方針と耐震診断を合わせて｢耐震診断等｣、耐震診断の判定結果に基づき作成して実施する対

処方針と耐震補強を合わせて｢耐震補強等｣)。

③ 所有者等は、文化財建造物の修理を行う場合、当該文化財建造物への影響や費用を少しでも

軽減するために、基本的に修理と併せて耐震診断を実施し、耐震性能が不足しているときには

耐震補強等を講ずる。

そして、不特定多数の人が出入りする文化財建造物(公開建造物)の所有者等は、安全性確保の

観点から、修理のタイミングにかかわらず、特に早急に耐震診断及び耐震補強等を実施すること

となっている。

(2) 重要文化財(建造物)耐震予備診断支援事業及び国宝重要文化財等保存整備費補助金の概要

同庁は、平成20年度から26年度までの間に、重要文化財(建造物)耐震予備診断支援事業(支援事

業)により、予備診断を建築士等の調査員に請け負わせて実施している。

また、同庁は、重要文化財の管理又は修理の経費の一部に充てさせるために、国宝重要文化財

等保存整備費補助金を所有者等に対して交付している。補助の対象となる事業は、修理事業、耐

震診断事業、耐震補強事業等となっていて、修理事業を行う場合には、併せて耐震診断事業や耐

震補強事業を実施することができることとなっている。そして、補助金の額は、原則として補助
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対象経費の50％となっている。

2 検査の結果

①20年度から26年度にかけて同庁が支援事業を実施するために締結した請負契約(335所有者等が

管理する公開建造物630棟に係る支払額計842万円)、②17年度から28年度にかけて53所有者等が実施

した公開建造物82棟に係る耐震診断事業(補助対象経費計84億0940万円、補助金交付額計51億5241万

円)及び③24年度から28年度までの間に98所有者等が実施した公開建造物178棟に係る修理事業(補助

対象経費計281億2931万円、補助金交付額計175億5744万円)を対象として、同庁及び20府県におい
(注)

て検査したところ、28年度末現在において次のような事態が見受けられた((1)と(3)の事態には、所

有者等数及び棟数が重複しているものがある。)。

(1) 支援事業により実施された予備診断の判定結果が公開建造物の耐震診断等に有効に活用されて

いなかった事態

検査の対象とした前記①の請負契約に係る335所有者等が管理する公開建造物630棟のうち、予

備診断の結果、耐震性に疑義があると判定された423棟についてみたところ、216所有者等が管理

する373棟(支払額計432万円)については、所有者等において、耐震診断の実施時期は未定である

としていたり、具体的にどのような対処方針を作成すればよいか分からないとしていたりなどし

ていて、耐震診断が実施されておらず、また、対処方針の作成も行われていない状況となってい

て、予備診断の判定結果が有効に活用されていなかった。

(2) 耐震診断事業により実施された耐震診断の判定結果が公開建造物の耐震補強等に有効に活用さ

れていなかった事態

検査の対象とした前記②の53所有者等が実施した耐震診断事業に係る公開建造物82棟のうち、

耐震診断の結果、耐震性能が不足していると判定された60棟についてみたところ、4所有者等が管

理する5棟(耐震診断に係る補助対象経費計3203万円、耐震診断に係る補助金交付額計1721万円)に

ついては、所有者等において、耐震補強の実施時期は未定であるとしていたり、具体的にどのよ

うな対処方針を作成すればよいか分からないとしていたりなどしていて、耐震補強が実施されて

おらず、また、対処方針の作成も行われていないまま、耐震診断の実施から1年以上経過している

状況となっていて、耐震診断の判定結果が有効に活用されていなかった。

(3) 修理と併せて耐震診断を実施することを十分に検討しないまま修理事業を実施していて、修理

と併せて耐震診断及び耐震補強を実施する場合と比べて費用が増大するおそれがある事態

検査の対象とした前記③の98所有者等が実施した修理事業に係る公開建造物178棟のうち、予備

診断の結果、耐震性に疑義があると判定された68棟についてみたところ、23所有者等が管理する

31棟(補助対象経費計24億9494万円、補助金交付額計15億9750万円)については、所有者等におい

て、修理を優先していたり、日常管理において公開建造物の変状が見受けられないことから耐震

診断を早急に実施する必要はないと判断していたりなどしていて、耐震性に疑義があると判定さ

れた箇所と修理事業において修理を行った箇所が同一であるなどしたにもかかわらず、修理と併

せて耐震診断を実施することを十分に検討しないまま修理事業を実施していた。このため、今後、

改めて耐震診断の判定結果を踏まえて耐震補強を実施する場合には、修理を行った箇所を再度解

体するなどの手戻りが生ずることから、その費用は、今回実施した修理事業と併せて行う場合と

比べて増大するおそれがあると認められた。そして、これらの公開建造物については、同庁にお

いても、上記検討状況の審査及び確認が十分に行われていない状況となっていた。

(注) 20府県 京都、大阪両府、岩手、栃木、群馬、千葉、新潟、長野、愛知、三重、滋賀、
兵庫、奈良、和歌山、島根、徳島、香川、福岡、熊本、宮崎各県

3 文化庁が講じた改善の処置

同庁は、公開建造物の耐震対策をより効果的に進めて、地震時における人的安全性の確保等が図

られるよう、次のような処置を講じた。

ア 30年8月に都道府県を通じて所有者等に対して事務連絡を発するなどして、耐震診断及び耐震補
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強の実施や対処方針の作成等、計画的な耐震対策の促進の必要性や重要性について改めて周知す

るとともに、対処方針の作成指針を新たに策定して書式や具体例を示した。また、都道府県の担

当者等を対象とした会議を開催して、その指導を行うこととした。

イ 修理事業の採択に当たり、所有者等において修理と併せて耐震診断を実施することの検討が十

分に行われているかについての審査及び確認を適切に行うために、修理事業実施の要望資料に耐

震予備診断書を添付させたり、修理と併せて耐震診断を実施しない場合には対処方針を添付させ

たりするなどの手続を整備した。
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－厚生労働省－
       

企業内人材育成推進助成金について、事業主に対して、ジョブ・カードを活用して評価やコンサル

ティングを実施した場合に支給されるものであることについて周知するとともに、支給申請の際に

実際に評価等で活用したジョブ・カードを事業主から提出させることとして、支給決定の際に適切

な調査確認が行われるよう改善させたもの

適正に支給されていなかった助成金支給額(支出) ８２０万円

(前掲65ページ参照)

1 保険給付の概要

(1) 企業内人材育成推進助成金の概要

厚生労働省は、雇用保険で行う事業のうちの能力開発事業の一環として、雇用保険法等に基づ

き、事業主が行う人材育成の取組を推進し、労働者の職業能力の向上及び主体的なキャリア形成

を推進するため、事業主がジョブ・カードを活用して職業能力評価制度(｢評価制度｣といい、職
(注1)

業能力評価を｢評価｣)、キャリア・コンサルティング制度(｢コンサルティング制度｣といい、キャ
(注2)

リア・コンサルティングを｢コンサルティング｣)等を導入し、雇用する労働者に適用した場合に企

業内人材育成推進助成金(助成金)を支給している。

ジョブ・カードとは、労働者の職務の経歴、職業能力その他の労働者の職業能力の開発及び向

上に資する事項を明らかにする書面であり、政府は、その普及促進を図っている。そして、雇用

関係助成金支給要領(支給要領)により、助成金の支給を受ける事業主は、前記のとおり、評価制

度、コンサルティング制度等を導入するに当たっては、ジョブ・カードを活用することとされて

いる。

職業能力評価制度 事業主が、業務の遂行に必要な職業能力を体系的に定め、雇用(注1)
する労働者が保有する当該職業能力の評価を、ジョブ・カードを活用して計画的
に行い、評価を記載したジョブ・カードを労働者に手交するなどするもの

キャリア・コンサルティング制度 事業主が、雇用する労働者に、ジョブ・カード(注2)
を活用したキャリア・コンサルティング(職業生活設計又は職業能力の開発及び向
上に関する労働者の相談に応じ、助言及び指導を行うこと)を計画的に受けさせ、
キャリア・コンサルティングに基づき労働者がジョブ・カードを作成するなどす
るもの

(2) 助成金の支給手続

助成金の支給を受けようとする事業主は、27年度中に、3年以内の期間で設定した制度導入・適

用計画期間等を記載した助成金制度導入・適用計画届(計画届)を作成し、労働局に提出することと

なっている。労働局は、計画届等の内容について、評価制度については、全項目の半数を超える項

目について汎用性のある評価基準の項目を引用したジョブ・カードの様式を作成しているか、コン

サルティング制度については、キャリア・コンサルタントの資格を有する者がコンサルティングを

実施するものであるかなどについて確認し、適正と認められる場合には認定を行うこととなってい

る(労働局の確認を受けたジョブ・カードの様式を｢確認を受けたジョブ・カード｣)。そして、事業

主は、認定を受けた計画届等に記載された内容に沿って、労働者に自己評価を行わせ、評価担当者

にジョブ・カードの企業評価欄に評価結果を記載させるなどして評価を実施することとなっており、

また、キャリア・コンサルタントに労働者がこれまでの職業経験や学習・訓練歴等を記載したジョ

ブ・カードを活用して助言及び指導を行わせるなどしてコンサルティングを実施することとなって

いる。事業主は、評価又はコンサルティングの終了後、支給申請書及び職業能力評価実施状況報告

書、キャリア・コンサルティング実施状況報告書、出勤簿、賃金台帳等の添付書類を労働局に提出

することとなっている。

(3) 助成金の支給決定に係る調査確認

労働局は、支給申請書及び上記の添付書類等により、事業主やその申請内容が助成金の前記の支



- 269 -

給要件を満たしているかについて調査確認した上で、支給要件を満たしていると認めた場合は、支

給決定を行うこととなっている。また、評価及びコンサルティングの実施状況等については、支給

要領において、支給申請書の添付書類である職業能力評価実施状況報告書、キャリア・コンサルテ

ィング実施状況報告書等により調査確認することなどとなっている。

2 本院の検査結果

27年度から29年度までの間に8労働局が支給した104事業主に係る助成金計1億6835万円を対象と
(注3)

して、検査したところ、7労働局において、次のような事態が見受けられた。
(注4)

7労働局は、助成金の支給決定を行うに当たり、助成金の額の算定に関係する出勤簿、賃金台帳等

の資料については、事業主から提出を求めて確認することとしていた。一方、評価又はコンサルテ

ィングの実施状況等については、支給要領に基づき事業主から提出された支給申請書の添付書類で

ある職業能力評価実施状況報告書又はキャリア・コンサルティング実施状況報告書により調査確認

を行っていたが、実際に活用されたジョブ・カード(その写しを含む。)の提出を求めて、評価又は

コンサルティングを適正に実施したことを確認することについては、支給要領に示されておらず、

助成金の額の算定に関係するものでもないため、7労働局は、助成金の対象となる評価又はコンサル

ティングで実際に活用されたジョブ・カードの提出を事業主に求めていなかった。しかし、前記の

とおり、ジョブ・カードは、政府としてその普及を促進しているものであり、助成金の支給対象と

なる評価制度及びコンサルティング制度においては、ジョブ・カードを活用して評価又はコンサル

ティングを実施することが必須の要件とされている。そこで、事業主が実際に活用したとするジョ

ブ・カードを確認するなどして、評価及びコンサルティングの実施状況を確認したところ、10事業

主(助成金支給額計820万円)において、確認を受けたジョブ・カードによる評価やジョブ・カードを

活用したコンサルティングを全く実施していなかったり、評価において実際に使用したジョブ・カ

ードとするものは企業評価欄に評価担当者による評価結果が全く記載されていないものであったり、

汎用性のある評価基準を用いずに独自の評価項目を用いて評価を実施しているものであったりする

などしていて、評価やコンサルティングが適正に実施されていなかったのに、助成金が支給されて

いると認められた。

このように、労働局において、事業主が、確認を受けたジョブ・カードによる評価を実施してい

なかったり、ジョブ・カードを活用したコンサルティングを実施していなかったりしていたのに、

支給決定の際に、実際に評価等で活用したジョブ・カードを確認するなどの十分な調査確認を行わ

ないまま助成金を支給していた事態は適切ではなく、改善の必要があると認められた。

(注3) 8労働局 北海道、神奈川、京都、大阪、和歌山、福岡、大分、沖縄各労働局

(注4) 7労働局 北海道、神奈川、京都、大阪、和歌山、大分、沖縄各労働局

厚生労働省が講じた改善の処置3

同省は、30年3月から7月までの間に、7労働局に対して、評価やコンサルティングが適正に実施さ

れていなかったのに支給されていた助成金について返還の処置を執らせるとともに、同年9月に事務

連絡を発するなどして次のような処置を講じた。

ア 労働局を通じて、事業主に対して、助成金、助成金の評価制度及びコンサルティング制度を承

継するものとして設けられたキャリア形成促進助成金及び人材開発支援助成金はジョブ・カード

を活用して評価やコンサルティングを実施した場合に支給されるものであることについて周知し

た。

イ 労働局において、助成金、キャリア形成促進助成金等の支給申請の際に、評価等の適正な実施

状況等を確認するために、30年11月以降に受理する助成金の支給申請について、実際に評価等で

活用したジョブ・カードを事業主から提出させて、支給決定の際に適切な調査確認を行わせるこ

となどとした。
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－農林水産省－
       

国有林材のシステム販売における買受希望者が提出する企画提案書の様式を改めて、具体的な内容

や定量的な数値指標に基づき審査・評価を行うようにしたり、審査において評価された取組提案の

実施状況を確認するなどして、取組提案の実施を促したりすることなどにより、システム販売が適

切に実施されるよう改善させたもの

協定予定者の選定における取組提案の審査・評価が適切でなかったものに係る

販売金額(1)(収入) ３７億８３５９万円

取組提案の実施状況の確認及び検証が十分でなかったものに係る

販売金額(2)(収入) ４２億４４８５万円

(1)及び(2)の純計(収入) ６３億４０９０万円

1 事業の概要

(1) システム販売の概要

林野庁は、需要の拡大が必要な一般材及び低質材の計画的、安定的な供給を通じて、地域にお

ける安定供給体制の整備や木材の新たな需要の拡大、原木の加工・流通の合理化等に資すること

を目的として、製材工場、素材生産業者等の買受けを希望する者(買受希望者)と国有林材の販売

に関する相互協定(販売協定)を締結して、木材市場等を介さずに買受希望者に直送することによ

り、計画的な販売を実施している(販売協定を締結して行う国有林材の販売を｢システム販売｣)。

(2) 協定者の選定等

森林管理局は、システム販売の実施に当たっては、｢国有林材の安定供給システムによる販売に

ついて｣(要領)等に基づき、次のとおり、企画競争方式により協定者の選定を行い、販売協定を締

結することとされている。

① 森林管理局は、協定期間、材種、販売予定量等を示して公告を行う。

② 買受希望者は、申請書とともに、買受けを希望する林産物の加工・流通等に係る取組提案及

び買受希望価格を記載した企画提案書を森林管理局へ提出する。

③ 森林管理局は、局内に設置した販売推進委員会において、同局が定める審査基準に基づき、

企画提案書の内容等の審査・評価を行って点数を付与し、その点数の合計により販売協定を締

結することが適当と認められる者(協定予定者)を選定する。

④ 森林管理局は、選定された協定予定者と販売協定を締結する。

要領等によれば、企画提案書に記載する取組提案は、その内容が生産・流通に係るコストの縮

減を図るものなどの事項に該当し、かつ、その事項について具体の取組内容を可能な限り定量的

な数値指標を用いて記載しなければならないとされていて、これらが記載されていない取組提案

には点数を付与しないこととされている。

森林管理署等は、販売協定が締結された国有林材を、国有林野の産物売払規程に基づき、協定

者に随意契約により販売している。

また、森林管理局は、要領等に基づき、協定期間終了後に、協定者に対して企画提案書に記載

された取組提案等の実施状況に関する報告書(実施報告書)を提出させ、販売推進委員会を開催し

て、実施報告書に基づきシステム販売の実行結果の検証を行い、協定者の責に帰すべき事由によ

り取組提案の内容を踏まえた取組が実施されておらず、意図した結果が得られていないと判断し

た場合には、当該協定者の次回の企画提案書の審査・評価の際に一定点数を減点することとされ

ている。

2 検査の結果

平成28、29両年度の7森林管理局の51森林管理署等に係るシステム販売による販売契約等(販売
(注)

契約件数3,834件、販売金額計125億4959万円、公告物件数596件)を対象として検査したところ、次
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のような事態が見受けられた。

(注) 7森林管理局 北海道、東北、関東、中部、近畿中国、四国、九州各森林管理局

(1) 協定予定者の選定における取組提案の審査・評価が適切でなかった事態

森林管理局は、前記のとおり、局内に設置した販売推進委員会において、国有林材の買受希望

者から提出された企画提案書の内容等の審査・評価を行い、協定予定者を選定している。そして、

前記の販売協定を締結した公告物件596件については、審査・評価の結果、延べ829件の協定予定

者が選定されていた。

そこで、上記829件の審査・評価について、販売推進委員会が作成した審査結果に関する資料を

確認したところ、①公告された樹種と異なる樹種に関する取組提案を記載しているなど買受けを

希望する林産物と関係のない取組提案に点数を付与し、これに基づき協定予定者を選定し、販売

協定を締結していたものが4森林管理局に係る150件で見受けられた。また、②具体的な内容や定

量的な数値指標が記載されていない取組提案に点数を付与していたものが見受けられ、全ての取

組提案について具体的な内容や定量的な数値指標が記載されておらず、全く点数を付与すること

ができないのに点数を付与し、これに基づき協定予定者を選定し、販売協定を締結していたもの

が7森林管理局に係る221件で見受けられた。

そして、①の150件及び②の221件の合計から重複を除いた325件に係る国有林材は、販売協定に

基づき販売金額計37億8359万円(数量計52万9742.8㎥)で販売されていた。

(2) 取組提案の実施状況の確認及び検証が十分でなかった事態

前記829件の審査・評価に係る取組提案の実施状況について、実施報告書を確認したところ、①

実施報告書に提案どおりに実施できなかった取組提案があると記載されていたものが7森林管理局

に係る330件で見受けられた。しかし、このような取組提案について、協定期間中に森林管理局に

おいて実施状況を確認したり、協定期間終了後に販売推進委員会において実施報告書に基づいて

実行結果を検証したりしていた実績は確認できなかった。また、上記の330件に係る協定者につい

て、次回の企画提案書の審査・評価において減点の措置を行うこととされたものは全くなかった。

また、②実施報告書に結果の記載がない取組提案を含むものが5森林管理局に係る194件あり、

森林管理局を通じて協定者に実施状況を確認したところ、提案どおりに実施できていなかったも

のが4森林管理局に係る56件で見受けられた。

そして、①の330件及び②の56件の合計から重複を除いた358件に係る国有林材は、販売協定に

基づき販売金額計42億4485万円(数量計61万0142.4㎥)で販売されていた。

3 林野庁が講じた改善の処置

同庁は、30年8月に森林管理局に対して通知を発して、取組提案の審査・評価を適切に行うよう、

次のような処置を講じた。

ア 取組提案の具体的な内容や定量的な数値指標が記載されるよう企画提案書の様式を改めて、こ

れに基づき審査・評価を行うよう指示した。

イ 審査において評価された取組提案を協定書に添付することにより明確にし、協定期間中に取組

提案の実施状況を確認して、必要に応じて協定者に指導を行うなどして取組提案の実施を促すよ

う指示するとともに、実施できなかった取組提案については取組提案の実施報告書に理由を記載

させて把握し、販売推進委員会において適切に実行結果の検証をした上で、意図した結果が得ら

れていないと判断した場合は、審査基準に基づき、当該協定者の次回の企画提案書の審査・評価

において減点を行うよう指示した。
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重要病害虫であるプラムポックスウイルスの緊急防除について、感染樹木等の伐採処分業務の実態

に即した適正な現地実行価格の算定方法の指針を定めることにより、伐採処分業務に係る委託費の

積算が適正に行われるよう改善させたもの

適正な現地実行価格により伐採処分業務に係る委託費の積算を行った場合に

低減できた積算額(支出) ５２４０万円

1 重要病害虫の緊急防除の概要等

(1) 重要病害虫の緊急防除の概要

植物防疫法等によれば、有用な植物に重大な損害を与えるおそれがある病害虫(重要病害虫)が

国内において発生した場合に、これを駆除し、及びそのまん延を防止するために必要があるとき
．．

は、国は、重要病害虫の防除(緊急防除)を行うこととされている。そして、国は、緊急防除を行

うために必要があるときは、対象となる地方公共団体等に対して協力を指示することができると

されている。農林水産省は、上記の協力に基づき、消費・安全対策交付金事業を実施した地方公

共団体(事業主体)に対して、事業の実施に要した費用と同額の食料安全保障確立対策推進交付金

(平成27年度以前は食の安全・消費者の信頼確保対策推進交付金)を交付している。

(2) プラムポックスウイルスに係る緊急防除の概要

同省は、21年4月に、東京都青梅市において、ウメ、モモ等の農作物に甚大な被害を与える重要

病害虫であるプラムポックスウイルス(PPV)の発生を国内で初めて確認したことから、PPVの緊急

防除を開始した。

(3) PPVの緊急防除における感染樹木等の伐採処分業務の委託等

事業主体は、調査の結果によりPPVの発生を確認した場合には、PPVに感染した当該樹木等やそ

の周囲の樹木等について、所有者又は管理者との間において必要な手続を経るなどして、枝の打

払、幹の伐採、伐根又は薬液塗布、運搬、焼却による処分等(伐採処分)を実施するなどしている。

そして、事業主体は、実施箇所が広範囲で作業量が膨大であるなどのため、伐採処分に係る業務

(伐採処分業務)を民間業者等に委託するなどして実施している。

消費・安全対策交付金実施要領によれば、交付金の対象となる伐採処分に要する経費等は、都

道府県において使用されている単価及び歩掛かりを基準として、地域の実情に即した適正な現地

実行価格により算定することとされている。一方、同省は、伐採処分業務に係る委託費の積算に

おける適正な現地実行価格の算定方法については、明確な指針等を定めていない。

2 検査の結果

27、28両年度において、PPVの緊急防除として6事業主体が21市町の区域内で実施した伐採処分業
(注1) (注2)

務に係る積算額が100万円以上の委託契約計42件(契約金額計1億3075万円、交付金交付額同額)を対

象として、農林水産本省及び6事業主体において検査したところ、次のような事態が見受けられた。

伐採処分業務に係る委託費の積算に当たり、①2事業主体の6契約においては、伐採処分費は樹木

の幹の周囲の長さ(幹周)の影響を大きく受けるにもかかわらず、幹周の区分を過年度において処分

本数の実績が一番多かった1区分のみとして伐採処分費を算定するなどしていた。また、②3事業主

体の7契約においては、伐採処分業務とは作業内容が異なる土地改良工事に適用する諸経費率を適用

して伐採処分費を算定するなどしていた。さらに、③1事業主体の2契約においては、事業に必要な

土地等の取得等に伴う損失の適正な補償の確保を目的に定められた｢公共用地の取得に伴う損失補償

基準｣(損失補償基準)に、庭木等の伐採除却や、植換えなどの移植等を行った場合に通常要する費用

相当額の算定方法等が定められていることから、損失補償基準を基に算定していたものの、伐採処

分業務とは作業内容が異なる庭木等の移植を行った場合の費用相当額を基に伐採処分費を算定して

いた。

そして、これらの5事業主体の14契約(1事業主体の1契約は、①の事態と③の事態の両方に該当し

ている。)の委託費の積算額は、計1億2165万円と算定されていた。
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前記のとおり、損失補償基準には、庭木等の伐採除却を行った場合の費用相当額の算定方法等が

定められており、これによれば、庭木等の伐採除却に通常要する費用相当額は、伐採対象となる樹

木の幹周に応じておおむね15区分程度に区分された1本当たりの伐採処分の単価に、伐採した樹木の

本数を乗ずるなどして算定することとされている。そして、損失補償基準は、補償費の算定に広く

適用されているものであり、損失補償基準における樹木の伐採処分に通常要する費用相当額を基に

過去の実績、業者の見積価格等も考慮するなどすれば、伐採処分業務の実態に即した適正な現地実

行価格により伐採処分費を算定することができたと認められた。

このように、伐採処分業務に係る委託費の積算に当たり、業務の実態に即した適正な現地実行価

格によらずに伐採処分費を算定していた事態は適切ではなく、改善の必要があると認められた。

前記5事業主体の14契約における委託費の積算額計1億2165万円について、各地域における損失補

償基準に基づいて、各事業主体が保有していた既存の資料等を基に把握するなどした損失補償基準

の幹周区分に対応した伐採樹木の本数を用いるなどして修正計算すると計6923万円となり、計5240

万円(交付金相当額同額)低減できたと認められた。

(注1) 6事業主体 東京都、大阪府、愛知、三重、兵庫、和歌山各県

(注2) 21市町 八王子、青梅、昭島、福生、羽村、あきる野、一宮、犬山、江南、津、富
田林、河内長野、尼崎、伊丹、宝塚、川西、和歌山各市、西多摩郡日の出、奥多
摩、丹羽郡大口、扶桑各町

3 農林水産省が講じた改善の処置

同省は、30年8月に、伐採処分業務に係る委託費の積算について指針を定め、伐採処分業務の実態

に即した適正な現地実行価格について、損失補償基準を基に過去の実績、業者の見積価格等も考慮

するなどして算定することとするとともに、全国の都道府県に対して事務連絡を発し、当該指針に

基づき伐採処分業務に係る委託費の積算を適正に行うよう周知徹底する処置を講じた。



- 274 -

       

国営更新事業等の実施に当たり、支障となる他目的使用施設の移転等に要する費用を国が負担する

場合の取扱いを明確にして周知徹底することなどにより、他目的使用施設の移転等に要する費用の

負担が適正なものとなるよう改善させたもの

国が負担した補償施設には該当しない施設等の原形復旧に係る

工事費等相当額(支出) １３５３万円

1 土地改良財産の他目的使用の概要

(1) 土地改良事業及び土地改良財産の管理の概要

農林水産省は、土地改良法等に基づき、農業用用排水施設の整備を行うかんがい排水事業等の
．．．．

国営土地改良事業(国営事業)を実施している。

そして、同省は、国営事業によって整備した用水路等の国有財産(土地改良財産)について、同

法第94条の6の規定等に基づき、土地改良区等に管理を委託できることとなっている(管理を受託

した者を｢管理受託者｣)。

(2) 他目的使用に係る手続

土地改良法施行令によれば、管理受託者は、同省の承認を受けて、受託に係る土地改良財産を

その本来の用途又は目的を妨げない限度において他の用途又は目的に使用し、若しくは収益し、

又は使用させ、若しくは収益させること(他目的使用)ができることとされている。

そして、管理受託者は、他目的使用に当たっては、土地改良財産の他目的使用を行おうとする

者から受けた他目的使用の申請書に契約書の案等を添えて地方農政局長等に提出し、地方農政局

長等から承認を受けた後に、同者と他目的使用契約を締結することとなっている。この際、地方

農政局長等は、他目的使用が当該土地改良財産の本来の用途又は目的を妨げないものであって、

使用期間が原則として5年を超えない場合等に限り承認することができることとなっている。また、

他目的使用契約を更新することなく、使用期間が満了したときは、他目的使用を行う者(使用者)

は、土地改良財産を使用者の負担により原状回復することとなっている。

(3) 国営更新事業等の支障となる他目的使用施設の取扱い

同省は、土地改良財産の更新整備に係る国営事業(国営更新事業)等の実施に当たり、他目的使

用契約に基づいて使用者が土地改良財産上に設置した施設等(他目的使用施設)が支障となる場合、

原則として使用期間の満了をもって使用者に土地改良財産を原状回復させて工事に着手すること

としている。

一方、平成16年3月以前の国営事業において、国が工事施工箇所に既に存在していた第三者所有

の施設等を撤去等して、整備後の土地改良財産上に補償として原形に復旧する(原形復旧)などし

た他目的使用施設(補償施設)であって、他目的使用契約の締結の時点で、他目的使用契約に国営

更新事業の計画等の内容及び時期が示されていない場合は、｢国営更新事業における他目的使用施

設の移転等の取扱いについて｣(課長通知)に基づき、社会通念上やむを得ないものなどとして、国

が施設等の移転等(原形復旧を含む。)に要する費用を負担することとなっている。

2 検査の結果

9農政局等が28年度末に41事業所等の管内において管理委託している土地改良財産を対象として
(注1) (注2)

検査したところ、次のような事態が見受けられた。

前記の9農政局等において、26年度から29年度までの間に、国営更新事業等として実施された工事

等の状況を確認したところ、4農政局等及び5事業所等は、幹線水路補修工事等計5件において5施設
(注3) (注4)

等の原形復旧に要する費用の負担が課長通知の対象となるなどとして、原形復旧に係る工事費等相

当額計1353万円を負担していた。

しかし、上記の5施設等はいずれも国以外の者が設置したものであり、補償施設に該当せず、さら

に、5件のうち4件の施設等は、管理受託者である土地改良区が他目的使用の承認を受けていない施

設等であった。そして、課長通知の対象が他目的使用施設のうち補償施設のみであることが明確で
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なかったり、他目的使用契約が締結されていなかったりしていたなどのため、4農政局等及び5事業

所等は、5件の工事等において、課長通知における国営更新事業の計画等の内容及び時期が使用者に

示されていない場合に該当するなどと誤認して、原形復旧に要する費用を負担していた。

このように、課長通知の対象となる補償施設には該当しない施設等の原形復旧に要する費用を国

が負担していた事態は適切とは認められず、改善の必要があると認められた。

(注1) 9農政局等 東北、関東、北陸、東海、近畿、中国四国、九州各農政局、北海道開発
局、沖縄総合事務局

(注2) 41事業所等 平川二期、和賀中央、岩手山麓、中津山、平鹿平野、田沢二期、旭川、
赤川、最上川下流左岸、会津南部、荒川中部、印旛沼二期、三方原用水二期、栃
木南部、加治川二期、新川流域、信濃川左岸流域、関川用水、九頭竜川下流、湖
東平野、東播用水二期、吉井川、香川用水二期、石垣島各農業水利事業所、新濃
尾、矢作川総合第二期、那賀川、筑後川下流左岸、筑後川下流右岸各農地防災事
業所、津軽土地改良建設事務所、駅館川農地整備事業所、札幌、函館、小樽、旭
川、室蘭、釧路、帯広、網走、留萌、稚内各開発建設部

(注3) 4農政局等 東北、北陸、中国四国各農政局、北海道開発局

(注4) 5事業所等 平鹿平野、赤川、新川流域各農業水利事業所、那賀川農地防災事業所、
札幌開発建設部

3 農林水産省が講じた改善の処置

同省は、30年9月に地方農政局等、事業所等に対して事務連絡を発して、課長通知が補償施設を対

象としていることを明確にして周知徹底するなどの処置を講じた。
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農地海岸事業について、海岸管理者に対して、防護区域内の農地の状況を確認するなどして農地の

保全に係る効果が十分に発揮されるか検討することの重要性等を周知したり、防護区域内の農地の

状況を確認できる仕組みを整備したりすることにより、事業の趣旨に沿って適切に実施されるよう

改善させたもの

防護区域内に農地が存在していなかったり、農地の全てが荒廃農地となっていたりしていた

農地海岸に係る事業費に対する国庫補助金等交付額(支出) １億４４２８万円

1 農地海岸事業の概要

(1) 農地海岸の概要

国は、津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護することなどに

より、国土の保全に資することを目的として、海岸法等に基づき、堤防、護岸等の施設(海岸保全

施設)の新設、改良等の実施を推進している。

海岸法によれば、都道府県知事は、国又は地方公共団体が所有する公共の用に供されている海

岸の土地等について、海岸保全施設の設置とその他管理を行う必要があると認めるときは、防護

すべき海岸に係る一定の区域を海岸保全区域として指定することができるとされている。

また、海岸保全区域に関する事項については、海岸の存する地域及びその背後地の利用状況等

に応じてそれぞれ主務大臣が定められており、土地改良法に基づく土地改良事業として管理して

いる施設で海岸保全施設に該当するものの存する地域等に係る海岸保全区域(農地海岸)に関する

事項については、農林水産大臣が主務大臣となっている。

(2) 海岸保全区域の管理及び費用負担

海岸法等によれば、海岸保全区域の管理は、当該海岸保全区域の存する地域を統括する都道府

県知事等(海岸管理者)が行うこととされており、海岸管理者は、海岸保全施設を良好な状態に保

つように維持し、修繕し、もって海岸の防護に支障を及ぼさないように努めなければならないと

されている。また、海岸管理者が海岸保全区域を管理するために要する費用は、当該海岸管理者

の属する地方公共団体の負担とすることとされている。

そして、高潮対策、侵食対策等のために実施する海岸管理者が管理する海岸保全施設の新設又

は改良に関する工事に要する費用については、予算の金額を超えない範囲内で、その費用の一部

を国が負担することとされている。

(3) 農地海岸事業の概要

農林水産省は、海岸法等に基づき、農山漁村地域整備交付金実施要綱を策定して、海岸保全施

設整備事業を農山漁村地域整備交付金の交付対象事業とし、農山漁村地域整備交付金実施要領(要

領)において、交付金の交付対象となる事業(農地海岸事業)の実施要件等を定めている。

そして、要領によれば、農地海岸事業の趣旨は、沿岸域の農地とそこで展開される農業生産活

動を守り、食料の安定供給の確保と安全な農村地域の形成を図ることなどとされており、その実

施要件として、農地海岸において実施するものであることのほか、実施する対策に応じて、海岸

保全施設が津波、高潮、波浪等による浸水を防護する区域(防護区域)の面積が、海岸保全施設の

延長1㎞当たり5ha以上であることなどが定められている。また、農地海岸事業は農地保全を目的

として実施するものであるが、事業の実施時点で、防護区域内に農地が存在していることや、そ

の農地において適切に農業生産活動が実施されていることを確認することとはされていない。

2 検査の結果

平成25年度から29年度までの間に、12道県が高潮対策、侵食対策、海岸堤防等老朽化対策等の農
(注1)

地海岸事業を実施した農地海岸318海岸(事業費計77億6285万円、交付金交付額計38億4087万円)を対

象として、農林水産省及び上記の12道県において検査したところ、次のような事態が見受けられた。

318海岸のうち5県が農地海岸事業を実施した21海岸(事業費相当額計2億2364万円、交付金相当額
(注2)

計1億2136万円)については、29年度末現在、防護区域内に農地が存在していなかった。また、残り
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の297海岸のうち4県が農地海岸事業を実施した42海岸(事業費相当額計4555万円、交付金相当額計2
(注3)

291万円)については、29年度末現在、防護区域内の農地の全てが、耕作に供されておらず、耕作の

放棄により荒廃し、通常の農作業では作物の栽培が客観的に不可能となっている農地(荒廃農地)で

あり、荒廃農地の解消に係る具体的な対策(荒廃農地対策)も講じられていない状況であった。

上記の計63海岸については、昭和32年度から60年度までの間に農地海岸に指定されたものであり、

指定された当時は農業生産活動が行われていたと考えられるものの、指定後長期間が経過し、その

間の状況変化により、防護区域内の農地の状況が変化したものと考えられる。しかし、63海岸の海

岸管理者である7県は、要領等において、事業の実施に当たって、防護区域内の農地の状況につい
(注4)

て確認することとされていないことなどから、63海岸の農地海岸事業の実施に当たってもこれを十

分に確認していなかった。

このため、前記の63海岸において実施された農地海岸事業(事業費相当額計2億6919万円、交付金

相当額計1億4428万円)については、農地保全に係る効果を発揮しておらず、沿岸域の農地とそこで

展開される農業生産活動を守るなどする事業の趣旨に沿ったものとなっていなかった。

このように、農地海岸事業において、防護区域内に農地が存在していなかったり、防護区域内の

農地の全てが荒廃農地対策が講じられていない荒廃農地となっていたりしていて、沿岸域の農地と

そこで展開される農業生産活動を守るなどする事業の趣旨に沿ったものとなっていなかった事態は

適切ではなく、改善の必要があると認められた。

(注1) 12道県 北海道、青森、愛知、三重、岡山、広島、山口、香川、愛媛、高知、佐賀、
熊本各県

(注2) 5県 青森、三重、香川、愛媛、佐賀各県

(注3) 4県 岡山、香川、愛媛、高知各県

(注4) 7県 青森、三重、岡山、香川、愛媛、高知、佐賀各県

3 農林水産省が講じた改善の処置

同省は、平成30年8月に地方農政局等及び海岸管理者に対して事務連絡を発出して、農地海岸事業

が事業の趣旨に沿って適切に実施されるよう、次のような処置を講じた。

ア 農地海岸事業の実施に当たって、防護区域内の農地の状況を十分に確認するなどして農地の保

全に係る効果が十分に発揮されるかについて検討することが重要であることや、防護区域内に農

地が存在していなかったり、農地の全てが荒廃農地となっていたりする場合は交付金の交付対象

とならないことなどを周知した。

イ 事業の実施に当たって海岸管理者が作成する事業計画書に、防護区域内の農地面積、荒廃農地

面積等の農地の状況を記載させることとするなどして、防護区域内の農地の状況を確認できる仕

組みを整備した。
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鳥インフルエンザのまん延を防止するためのワクチンの備蓄量の算定に当たり、最新の飼養状況等
．．

に基づき、ひな鶏等のワクチン接種の対象となっていない鶏を対象から除外するなどして、備蓄量

の算定を適切に行うよう改善させたもの

備蓄しているワクチンの購入金額と本院が試算した必要備蓄量に係る

平成28、29両年度の購入金額を基に試算した購入金額相当額との開差額(支出) ３０９３万円

1 制度の概要

鳥インフルエンザに係る防疫措置の概要(1)

農林水産省は、家畜伝染病予防法(家伝法)に基づき、｢高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性

鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針｣(防疫指針)を策定し、高病原性鳥インフルエ

ンザ又は低病原性鳥インフルエンザ(これらを｢鳥インフルエンザ｣)の発生予防、発生した場合の

迅速かつ的確なまん延防止対策等の対応策等について定めている。
．．

家伝法によれば、鳥インフルエンザ等の家畜の伝染性疾病にかかっている家畜(患畜)、患畜で

ある疑いがある家畜等(疑似患畜)の所有者は、家畜防疫員の指示に従って、直ちに当該家畜を殺
(注1)

さなければならないとされており、防疫指針では、患畜又は疑似患畜と判定された後、原則とし

て24時間以内にと殺を完了するとしている。また、家伝法において、都道府県知事は、必要があ
．

るときは、家畜等について、当該都道府県の区域内での移動等を禁止等することができることと

なっており、防疫指針では、都道府県知事は、所定の範囲の区域について、移動制限区域等を設

定することとしている。このように、我が国における鳥インフルエンザが発生した場合の防疫措

置は、患畜又は疑似患畜の迅速なと殺を完了すること及び移動制限区域等を設定することを原則
．

としている。

一方、家伝法において、都道府県知事は、家畜の伝染性疾病のまん延を防止するために、家畜
．．

防疫員に家畜の検査、注射等を行わせることができることとなっている。これを受けて、防疫指

針では、鳥インフルエンザの発生農場におけると殺及び周辺農場の移動制限のみによっては、感
．

染拡大の防止が困難と考えられる場合、同省は、防疫措置の進捗状況、感染の広がりなどを考慮

して、まん延防止のための緊急ワクチン(ワクチン)の接種を実施することを決定することとして

いる。そして、同省がワクチン接種の実施時期、実施地域等を定めた緊急防疫指針を策定し、都

道府県は、これに基づき速やかにワクチンを接種することとしており、同省は、必要十分なワク

チン及び注射関連資材を当該都道府県に譲渡するなどすることとしている。

家畜防疫員 都道府県知事に任命されて都道府県の家畜衛生保健所等に配置されて(注1)
いる獣医師である都道府県の職員

ワクチンの備蓄量の算定方法等(2)

同省は、ワクチンの接種が必要となった場合に備えて、平成16年度からワクチンの備蓄を行っ

ており、鳥インフルエンザが発生した場合、国内で最も被害が大きいと想定される半径10㎞圏内

での飼養羽数が最も多い地域(飼養密集地域)を選定し、飼養密集地域内の肉用鶏、採卵鶏等の計

590万羽についてと殺又はワクチンを接種することを想定している。そして、当時のワクチンの効
．

果等を踏まえて、ワクチン接種の準備、接種及びその効果が発現するまでの期間(効果発現までの

期間)を30日間、1日当たりのと殺可能な羽数を6万羽として30日間でと殺可能な羽数を計180万羽
． ．

と設定し、これを590万羽から除いた410万羽をワクチンの接種対象として備蓄量を算定している。

そして、防疫指針により備蓄場所とされている動物検疫所は、毎年度、必要な備蓄量の410万

ドーズが保たれるようにワクチンを購入しており、28年度に205万ドーズ(購入金額3608万円)、2
(注2)

9年度に205万ドーズ(同3597万円)を購入し、410万ドーズのワクチンを動物検疫所本所(横浜市所

在)と同検疫所の神戸、門司両支所に分散して備蓄している。

我が国では、16年以降、各地で鳥インフルエンザが発生しているものの、全てと殺により対応
．

してきており、ワクチンの接種が必要となる事態には至っていないことから、ワクチンの使用実
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績はなく、2年間の使用期限が過ぎたワクチンについては、毎年度、焼却処分している。

ドーズ 1羽分のワクチンの必要量(注2)

2 検査の結果

動物検疫所が28、29両年度に購入して備蓄している410万ドーズのワクチン(購入金額7206万円)を

対象として、農林水産本省及び動物検疫所において検査したところ、次のような事態が見受けられ

た。

同省は、16年の防疫指針では移動制限区域内の生きた鶏の移動は認めておらず、鶏の出荷ができ

ないことから、飼養密集地域内の全ての鶏についてと殺又はワクチンの接種の必要があるとしてワ
．

クチンの備蓄量を410万ドーズと算定していた。

しかし、同省が21年度以降購入しているワクチンは、4週齢未満のひな鶏(ひな鶏)について、有効
．．

性等が評価されていないことなどから、ワクチンの使用説明書等において接種の対象としていなか

った。また、23年10月に防疫指針を変更して、鶏が鳥インフルエンザにかかっていないことなどの

一定の要件を満たす場合、移動制限区域内の鶏を同区域内の食鳥処理場に出荷できることとしたこ

とにより、同区域内の鶏であっても、食鳥処理場での処理の後、食肉として出荷できることとなり、

効果発現までの期間に出荷が見込まれる鶏については、ワクチンの備蓄量の算定の対象とする必要

がなくなった。

さらに、同省が飼養密集地域の飼養羽数等について調査したところ、29年7月末現在、飼養密集地

域での飼養羽数は約611万羽、効果発現までの期間は24日間、1日当たりのと殺可能な羽数は7万羽と
．

なっており、24日間で計168万羽をと殺できることなどとなっていた。
．

そこで、被害が想定される鶏種ごとの飼養羽数、ひな鶏や出荷される鶏の平均的な割合等の同省

が設定した前提条件で、上記の約611万羽を基に、と殺可能な鶏168万羽、算定の対象とする必要が

ないひな鶏約139万羽、出荷が見込まれる鶏約69万羽を除外してワクチンの必要数量を試算すると、
．．

約234万ドーズとなる。そして、前記の28、29両年度に購入したワクチンの購入金額である7206万円

を基にして、現在の備蓄量である410万ドーズに対する割合で案分することにより上記の234万ドー

ズの購入金額相当額を試算すると4113万円となり、現在の備蓄量410万ドーズとの差である176万ド

ーズの購入金額相当額は、3093万円となる。

このように、ワクチンの備蓄量の算定に当たり、接種の対象となっていないひな鶏や出荷が見込
．．

まれることから接種の対象とする必要がない肉用鶏等の鶏を除外していなかったり、最新の飼養状

況等に基づく備蓄量の検討及び見直しを行うこととしていなかったりしていた事態は適切ではなく、

改善の必要があると認められた。

3 が講じた改善の処置農林水産省

は、翌年度に備蓄するワクチンの量等を毎年度適切に決定するために、30年4月にウイルス同省

学の専門家等で構成される｢鳥インフルエンザワクチン備蓄検討会｣を設置し、同検討会の検討結果

を踏まえて、30年5月時点の飼養状況やと殺可能数等に基づき、ひな鶏等のワクチン接種の対象と
．

なっていない鶏を備蓄量の算定の対象から除外するなどして、前記の試算と同様の方法により31年

度に必要とする備蓄量を170万ドーズと決定し、購入担当部局である動物検疫所に対して30年8月に

通知する処置を講じた。
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沿岸漁業改善資金が適切な規模で有効に運営されるよう、水産庁において余剰金の自主納付制度が

十分に活用されているかについて十分に確認できる体制を整備し、必要に応じて都道府県と余剰金

の額の再算定や自主納付の再検討について協議等を行うことができるよう改善させたもの

平成27年度又は28年度に自主納付制度が十分に活用されているかについて

確認できていなかった余剰金の額(支出) ９億３７１５万円

1 沿岸漁業改善資金等の概要

(1) 沿岸漁業改善資金の概要

水産庁は、沿岸漁業改善資金助成法に基づき、沿岸漁業従事者等が沿岸漁業経営の改善等のた

めに必要とする資金の貸付事業を行う都道府県に対して、当該貸付事業に必要な資金の2/3に相当

する額以内の額を沿岸漁業改善資金造成費補助金として交付している。

そして、都道府県は、上記の国庫補助金に自己資金等を合わせて沿岸漁業改善資金を造成して、

近代的な漁業技術の導入等を行う沿岸漁業従事者等に対して必要な資金を無利子で貸し付ける沿

岸漁業改善資金貸付事業を実施しており、平成28年度末時点で、39都道府県において沿岸漁業改
(注1)

善資金が造成されている。

(注1) 39都道府県 東京都、北海道、京都、大阪両府、青森、岩手、宮城、秋田、山形、
福島、茨城、千葉、神奈川、新潟、富山、石川、福井、静岡、愛知、三重、滋
賀、兵庫、和歌山、鳥取、島根、岡山、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、
佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄各県

(2) 余剰金の自主納付制度の概要

同庁は、23年度以降、｢沿岸漁業改善資金に係る資金規模の適正化について｣等に基づき、都道

府県に沿岸漁業改善資金に係る余剰金の算定を行わせ、23年度から26年度までに12府県において

余剰金の自主納付が行われてきた。そして、同庁は、27年4月に改正した｢沿岸漁業改善資金計画

の取扱いについて｣(長官通知)に基づき、実績報告書において、都道府県に、おおむね次の手順に

より、余剰金の額の算定を行わせ、余剰金の自主納付についての検討結果を農林水産大臣に報告

させることとしている。

① 実績報告書を提出する年度(提出年度)の前年度以前の5か年度における年間貸付額の最大額

(過去最大実績額)を基に、提出年度以降の5か年度における各年度の貸付計画額を算定する。

② ①の貸付計画額を基に余剰金の額を算定し、提出年度又はその翌年度に余剰金の自主納付を

行うことについて検討する。

また、都道府県は、上記の貸付計画額の算定や余剰金の自主納付の検討において、資金需要の

増加要因等の事情を勘案することができることとなっており、過去最大実績額に基づくことなく

貸付計画額を算定したり、余剰金の自主納付を行わないこととしたりする場合、実績報告書にそ

れらの事情を具体的に記載することとなっている。

2 検査の結果

東日本大震災の影響が特に大きく、余剰金の額の算定を適切に行うことが困難な岩手、宮城、福

島各県を除く36都道府県に係る沿岸漁業改善資金(28年度末資金保有額計159億9494万円、国庫補助

金相当額計106億6281万円)を対象として、26年度事業に係る実績報告書(26年度実績報告書)におけ

る余剰金の額の算定状況及び自主納付の検討状況について検査したところ、6府県は27年度又は28年

度に余剰金の自主納付を行っていたが、30都道府県は余剰金の自主納付を行っていなかった。そこ

で、当該30都道府県について、余剰金の額の算定状況についてみたところ、13府県は貸付計画額を

過去最大実績額以下に設定するなどして余剰金の額を算定していたが、残りの17都道県は貸付計画

額を過去最大実績額よりも高額に設定して余剰金の額を算定していた。そして、当該17都道県につ

いて、過去最大実績額を貸付計画額として余剰金の額を算定すると、11県は、26年度実績報告書に

おいて算定されていた余剰金の額が増加することとなり、残りの6都道県のうち3県は、26年度実績

報告書において発生しないとしていた余剰金が発生することとなった。
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そこで、余剰金の額が増加することとなった11県と余剰金が発生することとなった3県の計14県
(注2) (注3)

について、貸付計画額を過去最大実績額よりも高額に設定した事情を26年度実績報告書により確認

したところ、その事情が記載されていなかったり、記載されていた事情の妥当性が確認できない状

況となっていたりしていた。そして、14県のうち会計実地検査を実施した3県について、貸付計画
(注4)

額の具体的な設定状況を確認したところ、沿岸漁業従事者等の要望調査による貸付需要額を貸付計

画額としていたが、貸付実績額の状況をみたところ、26年度以前の5か年度の間、毎年度、貸付実績

額が貸付需要額を大幅に下回っていて、貸付計画額を過去最大実績額よりも高額に設定したことの

妥当性の根拠が十分でないと考えられる状況となっていた。

また、14県のうち、26年度実績報告書において余剰金が算定されていた11県について、余剰金の

自主納付を行わないこととした事情を確認したところ、その事情が記載されていなかったり、記載

されていた事情の妥当性が確認できない状況となっていたりしていた。

そして、14県について、26年度から28年度までの間の各年度末の資金保有額のうち、貸し付けら

れずに翌年度へ繰り越された額の割合(繰越率)をみたところ、いずれの県も繰越率が50％を超えて

おり、最大で96.6％となっているなど繰越率が高い状態となっていた。また、14県の平均繰越率は、

26年度末の78.4％から28年度末の84.8％に6.4ポイント上昇している傾向も見受けられた。

しかし、同庁は、14県が貸付計画額を過去最大実績額よりも高額に設定したり、余剰金の自主納

付を行わないこととしたりした事情の妥当性を十分に確認しておらず、14県が適切な事情に基づい

て余剰金の額の算定や自主納付の検討を行っているか十分に確認できていない状況となっていた。

そして、14県について、過去最大実績額を貸付計画額として余剰金の額を算定したところ、各県

が算定していた余剰金の額計5億5484万円は、計14億0573万円(国庫補助金相当額計9億3715万円)と

なった。

このように、同庁において、14県に係る余剰金の額計14億0573万円について、適切な事情に基づ

いて余剰金の額の算定や自主納付の検討が行われているか十分に確認できておらず、自主納付制度

が都道府県において十分に活用されているかについて確認できていなかったなどの事態は適切とは

認められず、改善の必要があると認められた。

(注2) 11県 秋田、千葉、福井、滋賀、兵庫、和歌山、山口、愛媛、高知、大分、鹿児島
各県

(注3) 3県 石川、鳥取、徳島各県

(注4) 3県 千葉、福井、兵庫各県

3 水産庁が講じた改善の処置

同庁は、沿岸漁業改善資金が適切な規模で有効に運営されるよう、30年5月に、長官通知を改正す

るとともに、事務連絡を発して、都道府県が貸付計画額を過去最大実績額よりも高額に設定して余

剰金の額を算定した場合や余剰金の自主納付を行わないこととした場合、関係資料を提出させるな

どして、それらの事情の妥当性を十分に確認することができる体制を整備し、それらの妥当性が認

められないなどの場合、余剰金の額の再算定や自主納付の再検討について、都道府県と協議等を行

うことができるようにするなどの処置を講じた。
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産地水産業強化支援事業等について、目標年度の翌年度に改善計画を策定させて成果目標を達成す

べき旨の指導を適時適切に行うための体制を整備するなどしたり、後継事業において整備する施設

が有効に活用され、事業計画の達成に資するものとなるよう事前の調査・検討を十分に行わせるこ

とを周知するなどしたりすることにより、事業効果の発現に資するよう改善させたもの

協議会が策定した強化計画の内容が適切でなかった事業に対する

交付金交付額(1)(支出) ２億６７１３万円

目標年度の翌年度に改善計画が策定されていなかった事業に対する

交付金交付額(2)(支出) ２０億５４０８万円

(1)及び(2)の純計(支出) ２１億４２９１万円

1 事業の概要

(1) 産地水産業強化支援事業の概要

水産庁は、平成23年度から28年度までの間に、水産業の発展及び水産物の安定供給を図るため、

漁業協同組合等の漁業者団体、市町村等により構成される産地協議会(協議会)が作成する産地水

産業強化計画(強化計画)に基づいて、強化計画の達成に向けた新たなマーケット開発や共同利用

施設等の整備等の取組に対して交付金を交付する産地水産業強化支援事業(産地支援事業)を実施

している。

産地水産業強化支援事業実施要綱等によれば、協議会は、強化計画を策定するに当たり、現状

からの所得の増加額等の具体的な数値による成果目標を設定することとされており、同庁は、事

業費当たりの成果目標値等を用いて順位付けを行った上で、強化計画を承認することとされてい

る。

また、協議会は、強化計画の承認を受けた年度から起算して5年目の年度に成果目標の目標年度

を設定して、目標年度の翌年度に成果目標の達成状況の評価を行い、7月末日までに同庁に事後評

価報告書を提出することとされている。そして、同庁は、事後評価報告書の内容を検証した上で、

事業の成果目標に対する達成率が70%未満である場合は、当該協議会に対し、目標年度の翌年度
(注)

に改善計画を策定させるとともに、成果目標を達成すべき旨の指導を行うこととされている。同

庁によれば、目標年度の翌年度に改善計画を策定させることとしているのは、事業効果の発現に

資するためには速やかに改善を図る必要があるためとしている。

(注) 達成率 ｢実績の値における事業実施前の現状の値からの増加分又は減少分｣を｢成果
目標の値における事業実施前の現状の値からの増加分又は減少分｣で除して求めた
率

(2) 29年度からの水産業強化支援事業の概要

産地支援事業は28年度で終了したが、同庁では、29年度から産地支援事業の共同利用施設等の

整備を行う事業と同様の水産業強化支援事業(後継事業)を創設して、漁業協同組合等に対して都

道府県を通じて交付金を交付している。

水産関係地方公共団体交付金等実施要領等によれば、都道府県は、漁業協同組合等が作成した

個別地区計画を踏まえた水産業強化支援事業計画(事業計画)を作成して、同庁に提出することと

されている。そして、事業計画の作成に当たっては、産地支援事業と同様に現状からの所得の増

加額等の成果目標を定めることなどとされており、同庁は、都道府県から提出を受けた事業計画

について審査して、適切であると認める場合には、交付金の配分の対象とすることとされている。

2 検査の結果

23、24両年度に強化計画が承認され、29年7月末日までに事後評価報告書を同庁に提出する必要が

ある66協議会が実施した72事業(事業費計138億6636万円、交付金交付額計66億5697万円)を対象とし

て検査したところ、次のような事態が見受けられた。

(1) 協議会が策定した強化計画の内容が適切でなかった事態



- 283 -

前記の66協議会が実施した72事業の成果目標の達成状況をみたところ、31協議会が実施した32

事業(72事業の44.4％)で成果目標が達成されておらず、このうち22協議会が実施した23事業(同3

1.9％)については、達成率が70％未満となっていた。

そこで、上記の31協議会が実施した32事業について、成果目標が達成できなかった原因等を事

後評価報告書等により確認したところ、災害等の自然現象による影響等を受けたことによるもの

のほか、協議会が強化計画を策定するに当たり、地域における漁獲量等を十分考慮していなかっ

たり、整備する施設を活用して生産する製品の需要等について事前の調査・検討を十分に行わな

かったりしていて、策定した強化計画の内容が適切なものとなっておらず、成果目標が達成され

ていない事態が、3協議会が実施した3事業(事業費計5億3386万円、交付金交付額計2億6713万円)

で見受けられた。なお、上記の3事業については、いずれも達成率が70％未満となっていた。

(2) 目標年度の翌年度に改善計画が策定されていなかった事態

達成率が70％未満の前記の22協議会が実施した23事業における改善計画の策定状況をみたとこ

ろ、9協議会が実施した10事業については、協議会が事後評価報告書の提出期日を失念していたこ

となどにより、期限である目標年度の翌年度の7月末日までに事後評価報告書が同庁に提出されて

いなかったり、3協議会が実施した3事業については、協議会は上記の期限までに事後評価報告書

を同庁に提出していたものの、同庁において指導の方策を検討していなかったりしていた。その

ため、これらの12協議会が実施した13事業(事業費計43億3059万円、交付金交付額計20億5408万

円)において、期限である目標年度の翌年度末までに改善計画が策定されておらず、速やかに改善

を図るための指導が行われていなかった。

このように、協議会が策定した強化計画の内容が適切なものとなっておらず、成果目標が達成さ

れていなかった事態、また、達成率が70％未満の事業について、目標年度の翌年度に改善計画が策

定されておらず、速やかに改善を図るための指導が行われていなかった事態は適切ではなく、改善

の必要があると認められた。

3 水産庁が講じた改善の処置

同庁は、事業効果の発現に資するため、産地支援事業及び後継事業において、30年8月に事務連絡

を発するなどして、次のような処置を講じた。

ア 協議会等に対して目標年度の翌年度の7月末日までに事後評価報告書の提出を確実に行うよう周

知し、達成率が70％未満の事業について、目標年度の翌年度に改善計画を策定して成果目標を達

成すべき旨の指導を適時適切に行うための体制を整備するなどした。

イ 後継事業において、事業計画の内容を適切なものとするために、事前ヒアリングを実施するこ

ととしたり、都道府県等が活用するための事業計画審査チェックリストの様式を作成したりした。

また、都道府県等に対して、都道府県等が事業計画等を作成するに当たり、整備する施設が有効

に活用され、事業計画の達成に資するものとなるよう事前の調査・検討を十分に行わせることを

周知した。
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農業災害補償制度の運営に当たり、共済団体が行う特別積立金の取崩しに係る会計経理について、

特別積立金から取り崩した資金を共済事業等に係る費用の支払等に充てる場合には当該共済事業等

に係る共済勘定の特別積立金を取り崩すことなどを監督指針に追記したり、特別積立金の取崩しの

根拠となっている規定を改正したりなどすることにより、特別積立金の取崩しが適切に行われるよ

う改善させたもの

他の共済事業等に係る経費の支払に充てるなど、適切とは認められない

取崩しが行われた特別積立金の額(支出) ６４２１万円

1 農業災害補償制度等の概要

(1) 農業災害補償制度の概要

農林水産省は、農業災害補償法(農災法)等に基づき、農業者が自然災害等の不慮の事故によっ

て受けることのある損失を補塡して農業経営の安定を図り、農業生産力の発展に資することを目

的として、農業災害補償制度を運営している。

この制度は、農業共済組合(共済組合)又は市町村等(共済組合と市町村等とを合わせて｢組合

等｣)との間に共済関係のある者(組合員等)が、組合等に共済掛金を拠出して共同準備財産を造成

し、共済事故が発生した場合において、組合等が、その損失の程度に応じて共済金を組合員等に

支払うものである。また、組合等は、組合員等に対して支払う共済金の支払責任の一部を農業共

済組合連合会(｢連合会｣、組合等と連合会とを合わせて｢共済団体｣)又は国への保険に付すること

などとなっている。

そして、組合等は、農災法等に基づいて、対象とする作物等により農作物共済、家畜共済、果

樹共済、畑作物共済及び園芸施設共済に係る各共済事業を実施している。また、連合会は、組合

等が各共済事業によって負う共済責任の一部を保険する保険事業を共済事業の区分ごとに実施し

ている(共済事業と保険事業を合わせて｢共済事業等｣)。

国は、組合員等が組合等に支払うべき共済掛金の一部を共済掛金国庫負担金(国庫負担金)とし

て負担しており、平成27年度における国庫負担金の額は501億0964万円となっている。

(2) 共済事業等に係る会計等の概要

農災法等によれば、共済団体が行う共済事業等の会計は、共済事業等ごとに収支を明確にする

ために、農作物共済勘定、家畜共済勘定、果樹共済勘定、畑作物共済勘定及び園芸施設共済勘定

に区分して経理しなければならないこととされている。そして、共済団体の業務執行に要する経

常的な経費(業務経費)に係る会計を共済事業等の会計と区分して経理するため、上記の5共済勘定

とは別に、業務勘定を設けることとされている。

また、同省は、共済事業等及び業務が適正に運用されるように｢農業共済団体に対する監督指

針｣(監督指針)を策定し、監督指針に基づいて、連合会に対する指導監督等を行うとともに、都道

府県に対して、監督指針に基づいて組合等を適時適切に指導監督等するよう助言している。

(3) 不足金塡補準備金及び特別積立金の概要

農災法によれば、共済団体は共済金等の不足金の補塡に備えるために、農業災害補償法施行規

則(施行規則)に基づいて、毎年度の剰余金の中から不足金塡補準備金を積み立てなければならな

いとされている。また、施行規則によれば、毎年度の剰余金から不足金塡補準備金として積み立

てる金額を差し引いて得た金額を特別積立金として積み立てなければならないとされている。

このうち、特別積立金は、施行規則に基づき、共済金の支払に不足を生ずる場合であって、不

足金塡補準備金の金額をその支払に充ててもなお不足を生ずる場合のほか、①損害防止のため必

要な処置等をするのに必要な費用の支払に充てる場合、②無事戻しによる払戻金の支払に充てる

場合、③①及び②のほか、共済事業等に関し必要なものとして農林水産大臣が定める費用の支払

に充てる場合にも、取り崩すことができることとなっている。

そして、③の農林水産大臣が定める費用については、｢農業災害補償法施行規則第23条の2第1項
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第5号の農林水産大臣が定める費用｣(告示)において、経常的経費以外の費用であって、当該費用

を緊急に支出することが必要であると認められ、かつ、共済事業等の円滑な推進を図るために必

要と認められるもの(告示第3号)等となっている。

2 検査の結果

26道県管内の48組合等、14連合会、計62共済団体が、18年度から27年度までの間に行った特別積

立金の取崩しのうち、共済団体の判断に基づき損害防止事業をするのに必要な費用及び告示に定め

る費用の支払に充てるとして取り崩されていた計105億8399万円(国庫負担金相当額計50億5703万

円)を対象として、農林水産本省及び上記の62共済団体において検査したところ、10共済団体の15件

の特別積立金の取崩し(取崩額計1億2860万円(国庫負担金相当額計6421万円))において、次のような

事態が見受けられた。

(1) 特別積立金から取り崩した資金を他の共済勘定に係る費用に充てていた事態

共済団体が行う各共済事業等の会計は、それぞれ区分して経理しなければならないとされてい

る。したがって、この趣旨を踏まえれば、特別積立金を取り崩して費用の支払等に充てる場合、

費用を支出する各共済事業等に係る共済勘定の特別積立金から取崩しを行わなければならないこ

とになる。しかし、5共済団体において、特別積立金から取り崩した資金を他の共済事業等におけ

る費用の支払に充てていた事態が6件あり、その取崩額は計1466万円(国庫負担金相当額計733万

円)となっていた。

(2) 告示第3号に該当するとして特別積立金から取り崩した資金を業務経費の支払に充てていた事態

告示によれば、共済団体が、経常的経費以外の費用であって、当該費用を緊急に支出すること

が必要であると認め、かつ、共済事業等の円滑な推進を図るために必要と認めるものの支払に充

てる場合に、特別積立金を取り崩すことができるとされている。しかし、同省は、告示第3号に該

当する経費の支払についての明確な基準を共済団体に示すなどしておらず、その判断は、共済団

体に委ねられていた。このため、7共済団体において、告示第3号に該当するとして取り崩した資

金を経常的な経費であるシステムの整備費等の業務経費の支払に充てていた事態が9件あり、その

取崩額は計1億1394万円(国庫負担金相当額計5688万円)となっていた。そして、これらの支払につ

いて、業務勘定から支出するのではなく、特別積立金から取り崩した資金を充てなければならな

い特段の理由は見受けられなかった。

このように、特別積立金は、国庫負担金及び組合員等の負担による共済掛金を原資としており、

その主たる目的は将来の共済金の支払財源の確保にあり、特別積立金から取り崩した資金を他の共

済事業等に係る費用に充てていたり、告示第3号に該当するとして特別積立金から取り崩した資金を

業務経費の支払に充てていたりしていた事態は適切ではなく、改善の必要があると認められた。

3 農林水産省が講じた改善の処置

同省は、次のような処置を講じた。

ア 30年4月に開催した｢都道府県農業保険主管課長会議及び農業共済団体参事会議｣において、連合

会に対して、特別積立金から取り崩した資金を共済事業等に係る費用の支払等に充てる場合には

当該共済事業等に係る共済勘定の特別積立金を取り崩すことなどについて周知徹底するとともに、

都道府県に対して、上記の内容に係る組合等への指導監督について助言した。また、同年6月に監

督指針を見直して、上記の内容を追記した。

イ 29年11月に告示の制定根拠となっていた施行規則の規定を削除する改正を行うとともに、30年

3月に告示を廃止した。
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－国土交通省－
       

地域活性化インターチェンジの設置に当たり、地方公共団体と協定を締結して、当該協定に基づき

工事を実施するよう指導したり、2車線で供用される新直轄道路について将来4車線化した際に本線

盛土となる場合等においても、インターチェンジ本体の建設費については地方公共団体が負担する

ことを明確に示したりすることにより、地域活性化インターチェンジの建設費が適切に負担される

よう改善させたもの

国が負担していたインターチェンジ本体の建設費(支出) １億４９４６万円

1 地域インターの概要等

(1) 地域インターの概要

国土交通省は、高速自動車国道(高速道路)の整備を図り、自動車交通の発達に寄与するために、

高速道路として建設すべき路線のうち東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西

日本高速道路株式会社による有料道路として整備・管理することが難しいと見込まれる区間につ

いて、高速自動車国道法等に基づき、国の直轄事業により通行料金が無料の道路として高速道路

及びインターチェンジを整備している(同省が直轄事業により整備する高速道路を｢新直轄道路｣)。

新直轄道路は、同法等に基づき、高速道路の新設に関する整備計画に適合するよう整備が行われ

ており、整備計画には車線数等の事項が定められている。ただし、整備計画で4車線とされていて

も、当面の間、交通量の少ないと見込まれる道路の場合は、2車線で供用を開始することとされて

いる。

新直轄道路とこれに近接する道路を接続するためのインターチェンジのうち、地域活性化イン

ターチェンジ(地域インター)は、新直轄道路への効率的なアクセスを確保することにより、地域

経済の浮揚、雇用創出の促進、周辺道路の渋滞緩和等を図り、地域の活性化に寄与することを目

的として、同法等の規定に基づき、新直轄道路に近接する県道等の道路管理者である地方公共団

体が連結許可の申請を行い、国土交通大臣の許可を受けて、地方公共団体が主体となって費用を

負担して設置するものである。

(2) 地域インターの建設費

地域インターは、変速車線、インターチェンジ本体等から構成されている。このうち、変速車

線は新直轄道路の本線を走行している車両の走行を乱さないよう安全に減速又は加速するために

設けられるものであり、また、インターチェンジ本体は変速車線と新直轄道路に近接する県道等

とを接続するために設けられるものである。

同省が定めている｢地域活性化インターチェンジ制度(直轄高速)実施要綱｣(実施要綱)によれば、

変速車線の建設費は国の負担とするとされ、インターチェンジ本体の建設費は地方公共団体の負

担とするとされており、これらの建設費の負担については、地方公共団体と地方整備局等との間

で協定を締結することとされている。そして、当該協定に基づき、国道事務所等は、国が負担す

る部分について直轄事業として工事を実施するとともに、地方公共団体が負担する部分について

は、地方公共団体から工事を受託して工事を実施するなどしている。

2 検査の結果

4地方整備局及び9国道事務所等において、平成25年度から29年度までの間に設置された地域イン
(注1) (注2)

ター15か所(工事費計236億2108万円)を対象として検査したところ、15か所の地域インターは、全て

整備計画における車線数が4車線のところを2車線で供用が開始された新直轄道路の上り線側及び下

り線側に接続するように設置されていたものであり、このうち9か所については上り線側及び下り線

側の両方のインターチェンジ本体の建設費を5県1市2町が負担していた。一方、残りの6か所につい

ては、上り線側又は下り線側のどちらか一方のインターチェンジ本体の建設費を国が負担している

事態となっていた。この事態について、態様別に示すと次のとおりである。
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(注1) 4地方整備局 東北、関東、近畿、九州各地方整備局

(注2) 9国道事務所等 長野国道事務所、福島、山形、甲府、紀南、熊本、佐伯、宮崎、大
隅各河川国道事務所

(1) 上り線側又は下り線側のどちらか一方のインターチェンジ本体の建設費を国の負担とする協定

を締結していたもの

佐久臼田インターチェンジ等3か所の地域インターについては、関東、近畿両地方整備局は、新

直轄道路の本線を将来2車線から4車線化した場合には上り線側又は下り線側のどちらか一方のイ

ンターチェンジ本体の盛土部分は本線の盛土部分に含まれることになるなどとして、当該部分の

盛土工等の費用を国の負担とし、舗装工等の費用のみを地方公共団体の負担とする協定を2県1町

と締結していた。そして、長野国道事務所及び紀南河川国道事務所は、当該協定に基づき、将来

本線の盛土部分に含まれることとなる部分の盛土工等の費用を国が負担することとして、2県1町

からインターチェンジ本体の工事を受託して実施していた。

しかし、前記のとおり、地域インターは、地域の活性化に寄与することを目的として、地方公

共団体が主体となって費用を負担して設置するものであることから、2車線で供用が開始された新

直轄道路に設置された地域インターについて将来4車線化した際に本線盛土となる場合等において

も、当該盛土工等の費用(計1億2341万円)も含めたインターチェンジ本体の建設費全額を2県1町の

負担とすべきであったと認められた。

(2) 協定を締結せずにインターチェンジ本体の工事を実施し、この建設費の負担を地方公共団体に

求めていなかったもの

米沢中央インターチェンジ等3か所の地域インターについては、東北地方整備局は、地方公共団

体が負担することとした部分については山形県が自ら工事を実施することとしていたことから、

実施要綱に基づく協定を締結する必要はないと判断して、これを締結していなかった。そして、

山形河川国道事務所は、(1)の事態と同様に、新直轄道路の本線を将来2車線から4車線化した場合

には上り線側(下り線側)のインターチェンジ本体の盛土部分は本線の盛土部分に含まれることに

なるとして、当該部分の盛土工等を直轄事業として実施しており、下り線側(上り線側)のインタ

ーチェンジ本体については同県が自ら工事を実施していた。これらのことから、同局は、直轄事

業として実施した上り線側(下り線側)のインターチェンジ本体の建設費の負担を同県に求めてい

なかった。

しかし、前記のとおり、実施要綱によれば、地域インターの建設費の負担については地方公共

団体と地方整備局等との間で協定を締結することとされており、地域インターは、地域の活性化

に寄与することを目的として、地方公共団体が主体となって費用を負担して設置するものである

ことから、工事を実施する前に協定を締結した上で当該建設費(計2604万円)を同県の負担とすべ

きであったと認められた。

3 国土交通省が講じた改善の処置

同省は、30年9月に地方整備局等及び国道事務所等に対して事務連絡を発して、地域インターの設

置前に協定を締結して、当該協定に基づき工事を実施することについて指導したり、2車線で供用さ

れる新直轄道路について将来4車線化した際に本線盛土となる場合等においても、インターチェンジ

本体の建設費については地方公共団体が負担することについて明確に示したりする処置を講じた。
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下水道事業におけるポンプ工事の工事費の積算に当たり、特別調査を活用することなどによりポン

プの適正な市場価格を把握して積算単価を決定するよう事業主体に周知して、経済的な積算が行え

るよう改善させたもの

低減できたポンプの積算額に対する交付金相当額(支出) １億１６８８万円

1 ポンプ工事の概要

(1) 下水道事業及びポンプ工事の概要

国土交通省は、下水道法等に基づき下水道事業を行う地方公共団体(事業主体)に対して、毎年

度多額の社会資本整備総合交付金等を交付している。

事業主体は、下水処理場及びポンプ場(下水処理場等)の整備及び維持管理として、ポンプを新

設又は交換する工事(ポンプ工事)を実施している。そして、下水処理場等に設置されるポンプは、

大型のものが多く、用途に合わせて、形式、揚程高等の仕様が異なることなどから汎用品ではな

く注文製造品となっている。

(2) ポンプ工事等で設置されるポンプ等の機器の積算

都道府県及び政令指定都市(都道府県等)は、同省制定の土木工事標準積算基準書を基に土木積

算基準等を定め、下水道工事の積算に際して、土木積算基準等に基づくなどして積算を行ってい

る。そして、都道府県内の市区町村は下水道工事の積算に際して、各都道府県が定めた土木積算

基準等に基づくなどして積算を行っている。

土木積算基準等によれば、工事費の積算に当たり設計書に計上する材料等の単価(積算単価)に

ついては、原則として入札時における市場での実際の取引価格(市場価格)によることとされてい

る。そして、物価資料に掲載されている材料等については掲載価格により、物価資料に掲載され

ていない材料等については、物価調査機関に委託して実施させた市場価格の調査等を基に制定し

た単価表により、また、物価資料及び単価表(物価資料等)に掲載されていない一定価格(100万円

等)以上の材料等については、物価調査機関に特定の品目を指定して市場価格を調査させる特別調

査により、さらに、物価資料等に掲載されておらず特別調査により難いものについては、見積り

を徴するなどして積算単価を決定することとされている。

また、事業主体は、下水道工事のうち、土木積算基準等に記載のないポンプ工事等の工事費の

積算を行う場合は、同省が制定した｢下水道用設計標準歩掛表第2巻ポンプ場・処理場｣(下水道標

準歩掛)に基づくなどして積算を行っている。

下水道標準歩掛によれば、ポンプ等の機器の積算単価は、物価資料や見積価格等を基に算定す

ることとされ、物価資料に掲載されていない機器については見積りにより決定することとされて

いる(見積りにより決定した単価を｢見積単価｣)。

(3) 特別調査

特別調査は、積算時点での材料等の適正な市場価格を把握するために物価調査機関と委託契約

を締結して実施する調査で、特別調査による価格は、物価資料に掲載されている材料等の市場価

格調査と同様に当該材料等の過去の取引実績等を基に、当該材料等の製造会社、販売代理店、当

該材料等の同等品を購入している工事業者等に対しての聞き取り調査等を行い決定している。

2 検査の結果

13道府県の63事業主体が、平成27、28両年度に実施した当初契約金額5000万円以上のポンプ工事

で、ポンプの積算額の合計が500万円以上である142件(工事費計463億3890万円、交付金相当額計24

1億6629万円、351台のポンプの積算額計81億3563万円、交付金相当額計42億2724万円)を対象として

検査したところ、次のような事態が見受けられた。

上記351台のポンプは、いずれも注文製造品となっていて、その市場価格が物価資料等に掲載され

ていないことから、ポンプの積算単価は、次の(1)又は(2)の方法により決定していた。

(1) 特別調査等により積算単価を決定していたもの
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前記142件のうち、12道府県の42事業主体が実施した105件に係る264台のポンプについては、適

正な市場価格を把握するために注文製造品のポンプであっても複数の製造会社により製造でき市

場性があるとして、特別調査による単価(特別調査単価)を積算単価としたり、見積価格をそのま

ま採用すると市場価格と異なるなどとして、過去の工事における取引実績等により定めた査定率

を見積単価に乗じて積算単価としたりしていた。

(2) 見積単価と同額を積算単価としていたもの

前記142件のうち、8道府県の21事業主体が実施した37件に係る87台のポンプ(ポンプの積算額
(注)

計21億2336万円、交付金相当額計11億0270万円)については、複数の製造会社等から徴した見積り

のうち最低価格を採用するなどして、その見積単価と同額を積算単価としていた。

そして、21事業主体が上記の方法により積算単価を決定していたのは、土木積算基準等では、

材料等の積算単価は市場価格によることとされているのに、下水道標準歩掛では、特別仕様の機

器の積算単価は見積りにより決定することとされていることをもって、ポンプの市場価格は見積

りにより把握できるものと判断したり、土木積算基準等では、物価資料等に掲載されていない材

料等は特別調査を行うこととされているが、ポンプが注文製造品であることから特別調査により

難い場合に該当するものと判断したりしていたことなどによるものであった。

しかし、本院が、物価調査機関に注文製造品のポンプについて特別調査が可能であるか確認し

たところ、ポンプ本体の全てを製造する場合は、ポンプの一部品を交換する場合と異なり、製造

会社が複数存在し市場性があることから、特別調査を行うことができるとのことであった。

(注) 21事業主体 兵庫県、帯広、稚内、紋別、飯能、朝霞、富山、津、大阪、豊中、高槻、
守口、伊丹、豊岡、赤穂、西脇、岡山各市、久遠郡せたな、揖保郡太子、美方郡香
美各町、島尻郡座間味村

また、(1)のうち、20件に係る33台のポンプについては、事業主体が積算時点でのポンプの特別調

査単価と見積単価を比較等するために見積りを徴しており、これらを比較したところ、特別調査単

価の見積単価に対する割合の平均は89.4％となっていた。特別調査単価が見積単価より安価となる

のは、見積単価が製造会社等の販売希望価格となる場合もあるのに対して、特別調査単価は、製造

会社等に対する聞き取り調査等により得られた市場価格であることによるものと思料された。

以上のとおり、(2)の37件に係る87台のポンプについては、複数の製造会社等から見積りを徴して

いたことなどから、特別調査を活用することにより適正な市場価格を把握するなどして経済的な積

算を行うことが可能であったと認められた。

このように、事業主体において、ポンプの積算単価の決定について、適正な市場価格を把握する

ための特別調査の活用が可能であったにもかかわらず、見積単価と同額を積算単価としていた事態

は適切ではなく、改善の必要があると認められた。

前記37件に係る87台のポンプの積算額について、前記の特別調査単価の見積単価に対する割合の

平均(89.4％)を見積単価に乗じて推定した市場価格により修正計算すると、計18億9829万円(交付金

相当額計9億8581万円)となり、前記の積算額を2億2500万円(交付金相当額1億1688万円)低減できた

と認められた。

3 国土交通省が講じた改善の処置

同省は、30年9月に都道府県等及び市区町村に対して事務連絡を発して、ポンプ等の機器の積算単

価の決定について、特別調査を活用するなどして適正な市場価格を把握して経済的な積算を行うこ

ととし、31年3月の下水道標準歩掛の改定時には、下水道標準歩掛に、機器の積算単価の決定につい

て、特別調査を活用する旨を記載することを周知する処置を講じた。
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離島活性化交付金事業の実施に当たり、アウトカム指標及び成果目標の設定について十分検討を行

うこと、事業実施後に達成率を適切に算定することなどについて周知するとともに、活性化計画の

審査体制を整備するなどして、事後評価等が適切に実施されるよう改善させたもの

事後評価等が適切に実施されていなかった事業に係る交付金交付額(支出) ８億１２３６万円
離島活性化交付金事業の概要等

国土交通省は、離島振興法に基づき、離島の振興を図ることを目的として、離島活性化交付金事

業実施要綱等(要綱等)により、都道県又は市町村に対して、平成25年度から離島活性化交付金を交

付している。

そして、都道県、市町村等は、離島活性化交付金事業として、定住促進事業、交流促進事業及び

安全安心向上事業(下表参照)を毎年度多数実施している。

表 離島活性化交付金の交付対象となる主な事業
事業の種類 主な対象事業
定住促進事業 戦略産品の輸送費支援、広報、空家の改修、倉庫等の整備等
交流促進事業 パンフレットの作成、ＰＲ活動、離島体験ツアーの実施等

安全安心向上事業 避難施設の整備、防災活動拠点の改修等

要綱等によれば、事業の実施に当たって、都道県又は市町村は、離島活性化事業計画(活性化計

画)を作成し、国土交通本省(本省)に提出して、その承認を受けなければならないこととされている。

活性化計画には、事業の概要等を記載するほか、定量的なアウトカム指標を設定した上で、アウト

カム指標上の目標値として成果目標を記載し、その達成目標年度を記載することなどとされている。

また、事業実施後、都道県又は市町村は、達成目標年度の翌年度において、活性化計画に定めら

れた成果目標に対する実績値の比率(達成率)を算定して成果目標の達成状況について自ら評価(事後

評価)を行うこととされており、事後評価の結果を記載した離島活性化計画目標評価報告書(目標評

価報告書)を本省に提出することとされている。そして、事後評価の結果、達成率が70％未満である

場合、都道県又は市町村は、成果目標の達成に向けた方策を内容とする改善計画を作成することと

されている。

2 検査の結果

達成目標年度が28年度以前である活性化計画に係る事業として、25年度から28年度までの間に26

市町村で実施された438事業(事業費計81億9378万円、交付金交付額計32億1598万円)を対象として、
(注1)

本省及び26市町村において検査したところ、次のような事態が見受けられた。

(注1) 26市町村 酒田、佐渡、鳥羽、近江八幡、笠岡、観音寺、三豊、唐津、対馬、壱岐、
五島、薩摩川内各市、奥尻郡奥尻、礼文郡礼文、利尻郡利尻、利尻富士、東京都
大島、隠岐郡海士、西ノ島、隠岐の島、越智郡上島、北松浦郡小値賀、南松浦郡
新上五島各町、岩船郡粟島浦、隠岐郡知夫、鹿児島郡十島各村

(1) アウトカム指標及び成果目標が適切に設定されていなかったもの

検査の対象とした438事業について、アウトカム指標及び成果目標の設定状況についてみたとこ

ろ、9市町の43事業(事業費計2億8122万円、交付金交付額計1億1875万円)は、定住者の受入れに
(注2)

向けた空き家の改修を行う事業における事業内容そのものである｢空き家の改修｣がアウトカム指

標とされているなどしていてアウトカム指標が適切に設定されていなかったり、定量的なアウト

カム指標が設定されていたものの具体的な目標値が設定されていないなどしていて成果目標が適

切に設定されていなかったりしていた。

(注2) 9市町 佐渡、近江八幡、唐津、対馬、壱岐、五島各市、越智郡上島、北松浦郡小値
賀、南松浦郡新上五島各町

(2) 達成率が適切に算定されていなかったなどのもの

検査の対象とした438事業のうち、前記9市町の43事業を除く26市町村の395事業について、目標

評価報告書の提出状況等をみたところ、26市町村の283事業については、達成目標年度の翌年度ま
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でに提出されていた。

しかし、これらの事業について、事後評価の実施状況をみたところ、12市町村の29事業(事業
(注3)

費計4億5131万円、交付金交付額計1億8595万円)は、達成率が70％以上であるとして本省へ報告さ

れていたが、当該市町村は、事後評価において、成果目標の設定時に含めていなかった項目を実

績値に含めて実績値を過大に算定していたり、設定したアウトカム指標とは異なる指標を用いた

りするなどしていて、達成率を適切に算定していなかった。そして、改めて達成率を適切に算定

すると、70％未満となっていたことから、改善計画を作成する必要があったのに、これを作成し

ていなかった。

(注3) 12市町村 佐渡、笠岡、唐津、対馬、壱岐各市、礼文郡礼文、利尻郡利尻、利尻富
士、隠岐郡海士、北松浦郡小値賀、南松浦郡新上五島各町、鹿児島郡十島村

＜事例＞

新潟県佐渡市は、25年度から27年度までの間に、トキ関連施設の充実を図ることなどにより

交流人口を拡大させることを目的としたトキ政策推進事業を事業費計4558万円(交付金交付額計

1869万円)で実施していた。

そして、同市は、トキの森公園入込数及びトキ交流会館宿泊者数の2項目の合計を27年度にお

いて260,000人とすることを成果目標として設定した上で、事後評価において、実績値を194,7

02人として、達成率を74.8％と報告していた。

しかし、同市は、27年度における上記2項目の実績計173,033人に、成果目標の設定時には含

めていなかった同会館利用者数、トキ環境学習参加者数及びトキファンクラブ会員数の3項目を

加算して実績値を算定していたため、同市が達成率の算定に用いた実績値194,702人は、当初設

定した2項目による実績値173,033人より過大となっていて、改めて達成率を適切に算定すると

66.5％となり、達成率が70％未満となっていた。

また、前記の395事業のうち、17市町村の112事業(事業費計13億1624万円、交付金交付額計5億
(注4)

0766万円)について、当該市町村は、目標評価報告書の提出を失念するなどしていて、要綱等で定

められた時期である達成目標年度の翌年度までに本省に提出していなかった。

(注4) 17市町村 佐渡、鳥羽、近江八幡、笠岡、観音寺、対馬、壱岐、五島、薩摩川内各
市、奥尻郡奥尻、利尻郡利尻、東京都大島、越智郡上島、北松浦郡小値賀、南松
浦郡新上五島各町、岩船郡粟島浦、鹿児島郡十島両村

(3) 本省における活性化計画の審査等の状況

本省は、アウトカム指標及び成果目標が適切に設定されていない活性化計画を承認しており、

十分な審査を行っていなかった。また、所定の時期までに目標評価報告書が提出されていない事

業について督促等を行っていなかったり、達成率が適切に算定されているかなどについて十分な

確認を行っていなかったりしていた。

3 国土交通省が講じた改善の処置

本省は、事後評価等が適切に実施されるよう、次のような処置を講じた。

ア 30年8月に都道県に対して事務連絡を発し、活性化計画の作成において、定量的なアウトカム指

標上に成果目標が設定され、達成率を適切に算定できるものとなっているかについて、市町村に

おいて十分検討すること、事後評価の実施において、達成率を適切に算定すること及び目標評価

報告書を所定の時期までに提出することについて、都道県を通じ、市町村に対して周知した。

イ 30年8月に活性化計画の審査についてのマニュアルを作成するなどして、審査体制を整備した。

また、管理表を作成することにより目標評価報告書の提出時期の管理を徹底し、目標評価報告書

の確認についてのマニュアルを作成するなどして、事後評価が適切に実施されているか確認でき

る体制を整備した。
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空港整備事業で照明施設を整備する場合、供用後の維持管理において使用する予備品等の購入費は補

助の対象とならないことを明確に示すことなどにより、補助金の交付が適切に行われるよう改善させ

たもの

維持管理において使用する予備品等の購入費に対する国庫補助金相当額(支出) ２１４０万円
空港整備事業に係る補助の概要

国土交通省は、空港法、空港整備事業費補助金等交付要綱(交付要綱)等に基づき、国が設置して地方

公共団体が管理する特定地方管理空港、地方公共団体が設置して管理する地方管理空港等(これらを

｢地方管理空港等｣)において滑走路、照明施設等の新設又は改良の工事(新設又は改良の工事を｢整備工

事｣)を空港整備事業として実施する地方公共団体に対して、空港整備事業費補助金(補助

金)を交付している。

交付要綱等によれば、補助の対象となる事業は、滑走路、照明施設等の整備工事等とされており、

このうち、照明施設の整備工事については、進入灯、滑走路灯、電源設備等の照明施設に係る新増移

設又は改良の工事に要する経費が補助の対象とされている。そして、補助金の額は、空港法等によれ

ば、地方管理空港等の種類や所在地に応じて、交付対象となる費用の40/100以内から90/100以内まで

とされている。

2 検査の結果

平成25年度から29年度までの間に17道県市が24地方管理空港等で実施して完了している照明施設
(注1)

の整備工事計106件(事業費計52億6651万円、補助対象事業費計51億5563万円、補助金交付額計32億

0436万円)を対象に検査した。

検査の対象とした106件の照明施設の整備工事のうち、14地方管理空港等で実施された11道県市
(注2) (注3)

の23件においては、照明施設の整備工事が完了し、供用が開始された後に障害等が発生した場合に

備えて用意しておくリレー、変換器、基板、ヒューズ等の部品、点検や保守に用いる工具等(これら

を｢予備品等｣。購入費計3406万円、補助金相当額計2140万円)の購入に要する費用を補助対象事業費

に計上して、これに係る分を含めて補助金の交付を受けていた。

しかし、交付要綱等によれば、照明施設の整備工事に係る補助の対象となる事業は、照明施設の

新増移設又は改良工事とされている。そして、供用後の維持管理において使用する予備品等が補助

の対象とならないことは交付要綱等に明記されていないものの、補助金の交付は照明施設の整備工

事を対象とするものであることから、整備工事が完了し、供用が開始された後の維持管理において

使用するこれらの予備品等の購入費を補助の対象とすることは適切ではないと認められた。

このように、空港整備事業のうち照明施設の整備工事において、供用後の維持管理において使用

する予備品等の購入費を補助の対象に含めて補助金が交付されていた事態は適切ではなく、改善の

必要があると認められた。

(注1) 17道県市 北海道、青森、秋田、山形、長野、愛知、兵庫、和歌山、鳥取、岡山、
山口、佐賀、長崎、鹿児島、沖縄各県、旭川、帯広両市

(注2) 14地方管理空港等 利尻、紋別、青森、大館能代、庄内、南紀白浜、鳥取、岡山、
佐賀、対馬、福江、屋久島、奄美、旭川各空港

(注3) 11道県市 北海道、青森、秋田、山形、和歌山、鳥取、岡山、佐賀、長崎、鹿児島
各県、旭川市

3 国土交通省が講じた改善の処置

同省は、30年8月に、地方管理空港等を管理する地方公共団体に対して事務連絡を発して、空港整

備事業で照明施設を整備する場合、供用後の維持管理において使用する予備品等の購入費は補助の

対象とならないことを明確に示して、これを周知するなどの処置を講じた。
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－防衛省－
       

まとめ買いにより長期間保管する器材について、保管期間中の維持管理の在り方について経済性を

考慮した検討を十分に行ったり、仕様書等と適合した適切な調達要求を行ったり、予定価格の算定

における見積資料の内容を十分に確認したりして、調達が適切に行われるよう改善させたもの

仕様書等に記載されていない維持管理に係る

費用が含まれていた契約額(支出) ４億１９８７万円

1 まとめ買いによる防衛装備品の調達等の概要

(1) まとめ買いによる防衛装備品の調達の概要

防衛省は、複数年度分の防衛装備品(装備品)や部品を特定の年度にまとめて予算化して契約す

ること(まとめ買い)により、装備品の調達における効率化を図っている。同省は、装備品で主要

なものの調達を防衛装備庁(装備庁)によって一元的に実施しており、調達に当たっては、各自衛

隊等の調達要求元は装備庁に調達要求を行い、装備庁はこれを受けて装備品の調達を行っている。

そして、調達要求元が装備庁に調達要求を行う場合には、調達要求に係る装備品の仕様、予算等

に関して、事前に装備庁と十分な調整を行った上で調達要求するよう努めるものとされている。

(2) 生検装置の調達等の概要

陸上自衛隊が運用しているNBC偵察車には大気中の生物剤の有無を検知等するための器材である

生物剤検知・識別装置(生検装置)が搭載されており、装備庁が、陸上自衛隊からの調達要求に基

づき商社を通じた輸入により調達(一般輸入調達)している。そして、生検装置は、調達された後

にNBC偵察車の製造会社に官給されて、NBC偵察車1両に1式ずつ搭載されている。

陸上自衛隊は、生検装置の調達に当たり、調達費用の低減を図るために11式をまとめ買いによ

り調達することとし､平成27年8月及び同年10月に装備庁に調達要求を行った｡これを受けて装備庁

は、同年10月に2か年度から5か年度までの国庫債務負担行為により生検装置11式に係る売買契約

4件(契約金額計21億1515万円。｢売買契約4件｣)を丸紅エアロスペース株式会社(会社)と締結した。

生検装置を含む陸上自衛隊の器材は、部隊等において定期的に又は使用の都度、点検等を行う

こととされており、器材が故障した場合に、その内容に応じて補給処等において修理を実施する

こととされている(これらの点検、修理等を｢整備｣)。そして、補給処の整備能力を超える整備が

必要である場合には、当該整備の実施を外注すること(外注整備)ができることとなっている。

(3) 一般輸入調達における予定価格の算定

一般輸入調達における予定価格は、調達要求元から送付された調達要求書、仕様書等に基づい

て計算した計算価格を基準として算定することとされている。そして、計算価格の計算項目は、

品代、輸入手数料、販売直接費等とされており、計算価格は、商社等を通じて提出された外国製

造会社等が発行した品代に係る見積資料等を基に算定することとされている。

2 検査の結果

売買契約4件を対象として検査したところ、次のような事態が見受けられた。

(1) 陸上自衛隊による調達要求について

ア まとめ買いした生検装置11式のうち最後の1式が搭載される11両目のNBC偵察車の製造は38年

度頃となる。その一方で、生検装置の納期は最も遅いもので31年10月となっている。このため、

陸上自衛隊は、生検装置11式のうち7式については、納入からNBC偵察車の製造会社へ官給する

までの間、陸上自衛隊関東補給処において保管することとしていた。

陸上自衛隊は、上記生検装置7式の保管期間中の維持管理を売買契約に含めることができない

か会社と協議していた。会社は、生検装置7式について、瑕疵担保期間の終了からNBC偵察車の
か し

製造会社へ官給するまでの保管期間(最長で33年度から38年度までの6年間)において、外国製造

会社等が年2回の点検を行い、不具合があった場合は修理する(これらを｢点検修理｣)こととする
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提案を26年7月に陸上自衛隊に対して行っていた。陸上自衛隊は、この提案を基に調達計画を定

めて平成27年度予算に係る予算要求を行い、27年7月に点検修理に係る費用等(点検修理費)を含

む金額で予算の示達を受けて、同年8月及び10月に装備庁に対して調達要求を行っていた。

しかし、上記の点検修理には、従来、陸上自衛隊が自ら実施している整備と同じ内容のもの

が含まれており、外注整備とする必要はなかった。そして、陸上自衛隊が自ら実施できない整

備についても、将来の保管期間中の故障発生の可能性を合理的に予見できないことなどから、

不具合の発生の都度、個別に修理契約を締結して外注整備を実施すべきものであった。

イ 陸上自衛隊は、調達要求に当たり、点検修理を売買契約における瑕疵担保期間の延長として

捉えて、瑕疵担保期間を延長することができないか事前に装備庁に確認したところ、瑕疵が発

生した場合の責任の所在を特定することが困難になるとの理由により断られていた。

しかし、陸上自衛隊は、仕様書等には特段の記載をしないまま、点検修理費を生検装置の品

代に実質的に含める形での対応を会社に依頼しており、事前の調整における装備庁の見解を踏

まえることなく、点検修理について記載されていない仕様書等による調達要求を行っていた。

ア及びイのように、陸上自衛隊は、売買契約4件のうち納期が30年10月及び31年10月である2件

(売買契約2件)の調達要求において、仕様書等には記載されていない点検修理に係る費用を実質的

に含んだ調達要求を行っていた。

(2) 装備庁による予定価格の算定について

装備庁は、売買契約4件の予定価格の算定に当たり、陸上自衛隊からの調達要求において送付さ

れた仕様書等には点検修理について記載されておらず、また、外国製造会社の見積資料にも点検

修理の記載がなかったことなどから、売買契約4件の内容は点検修理を含まない生検装置本体の売

買のみであるとの認識の下、見積資料に基づき売買契約2件(8式)の予定価格を計16億9921万円と

算定して契約を締結して、28年3月に前払金6億2129万円を会社に支払っていた。

しかし、売買契約2件の見積資料における製品単価には生検装置7式の点検修理費が実質的に含

まれており、同一仕様の製品であるにもかかわらず最大約1億円の単価差が生じていたのに、装備

庁は、その内容について会社や陸上自衛隊に対して確認を十分に行っておらず、見積資料におけ

る製品単価には点検修理費が実質的に含まれていることを認識していなかった。

これらの結果、売買契約2件には、契約額に含めることが適切ではない点検修理費4億1987万円が

実質的に含まれていて、契約額が割高となっており、調達が適切に行われていなかった事態は適切

ではなく、改善の必要があると認められた。

3 陸上自衛隊及び装備庁が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、装備庁は、30年1月に割高となっていた契約額を減額する変

更契約を会社と締結して、割高となっていた契約額に係る前払金を返還させていた。そして、まと

め買いにより長期間保管する器材について、適切な調達が行われるよう、陸上自衛隊及び装備庁は

次の処置を講じた。

ア 陸上自衛隊は、同年8月に関係部署に対して通知を発して、まとめ買いにより調達する器材を長

期間保管する際には、真に必要な場合のみ外注整備とするなど保管期間中の維持管理の在り方に

ついて経済性を考慮した検討を十分に行った上で、当該検討を踏まえた調達要求を行うよう周知

徹底した。

イ 装備庁は、同月に各自衛隊等の調達要求元に対して通知を発して、一般輸入調達における調達

要求に当たっては、装備庁に対して事前に十分な調整を行うとともに、調達要求元が作成する仕

様書等が要求事項を的確に反映したものとなるよう周知徹底し、陸上自衛隊は、同通知を踏まえ

て、仕様書等と適合した適切な調達要求を行うよう関係部署に対して周知徹底した。

ウ 装備庁は、同月に積算担当者に対して事務連絡を発して、一般輸入調達における予定価格の算

定に当たっては、見積資料の価格等に疑義がある場合は商社等や調達要求元に対して説明を求め

るなど、見積資料の内容について十分確認することとした。
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製品として民生品と同一の交換用の無停電電源装置(UPS)を調達するに当たり、民生品であることを明

示するよう技術指令書を改正するなどして、随意契約による製造請負契約により調達していた交換用

のUPSを一般競争契約等による売買契約により調達するよう改善させたもの

節減できた契約金額(支出) ２８９１万円

1 無停電電源装置の概要等

(1) 無停電電源装置の概要

航空自衛隊は、航空機の運用等のために必要となる気象レーダー装置等の装備品を運用してお

り、当該装備品の中には、停電が発生した際にも電力を供給し続けるために、無停電電源装置(U

PS)をその構成品としているものがある。UPSは時間の経過とともに劣化が進行することから、航

空自衛隊は、性能の低下が見受けられた場合等にUPSを交換している。

(2) 技術指令書の概要

航空自衛隊補給本部(補給本部)は、新規の装備品等の運用を開始するに当たり、航空自衛隊技

術指令書規則に基づき、装備品等の整備等を適正かつ効率的に実施するために必要な技術指令事

項等を内容とする技術指令書を制定している。そして、技術指令書には、整備等に利用するため

装備品等を構成する各部品の部品番号等が示されている。

技術指令書の制定に当たり、補給本部は、当該装備品等の製造会社等(装備品製造会社)に技術

指令書草案(草案)の起草を依頼するとともに、その記述内容を調整している。また、技術指令書

の改正に当たっては、補給本部等が草案を作成している。

(3) 交換用UPSの調達について

防衛省は、｢民生品等の活用のためのガイドラインについて(通達)｣により、装備品等の調達価

格の低減等を図るため、装備品等の調達プロセスにおける民生品(一般向けに販売等される製品で

あり、市場や特定ユーザーの要求に合わせ若干の修正を施したものも含むとされている。)等の活

用の検討のための標準プロセスの導入を促進し、もって民生品等の適切な活用を促進することと

している。

航空自衛隊第3補給処(第3補給処)は、基地等から補給請求を受けるなどして、交換用UPSを調達

している。そして、交換用UPSの調達に当たり、第3補給処は、技術指令書に示されている部品番

号等を確認するなどして、交換用UPSが民生品である場合は売買契約により、契約相手方に製造さ

せる製造請負品である場合は製造請負契約により、それぞれ調達している。

2 検査の結果

平成25年度から29年度までの間に第3補給処が締結した交換用UPS52品目計460台の調達に係る74契

約(契約金額計5億8459万円。交換用UPS以外の補用部品の調達を含む。)を対象として検査したとこ

ろ、交換用UPSの調達に当たり、第3補給処は、技術指令書に示されている部品番号等を確認した上

で、民生品の部品番号等が示されていた30品目計208台については、一般競争契約等による売買契約

(39契約、契約金額計4103万円)により民生品を調達していた。一方、残りの22品目計252台について

は、技術指令書に民生品の部品番号等ではなく装備品製造会社が付与した自社の部品番号等が示さ

れていたことから、装備品製造会社に当該部品番号等を確認の上、製造請負品であると判断して、

品目ごとに製造請負契約の希望者を公募したが、公募の結果、希望者がそれぞれの品目の装備品製

造会社1者のみであったとして、随意契約による製造請負契約(35契約、契約金額計5億4355万円)に

より調達していた。

しかし、上記の35契約により調達した交換用UPSを確認したところ、そのうち28契約(契約金額計

5億2641万円)により調達した20品目計189台は、装備品製造会社が民生品を調達して、必要な機能の

確認をした後に、自社の部品番号等を記載した銘板を貼り付けるなどしたものであって、製品とし

て民生品と同一のものであった。したがって、上記20品目計189台の交換用UPSは、一般競争契約等

による売買契約により調達することが可能であったと認められた。
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このように、交換用UPSの調達に当たり、製品として民生品と同一のものである場合は、一般競争

契約等による売買契約により調達することが可能であるのに、製造請負品であると判断して、製造

請負契約により調達していた事態は適切ではなく、改善の必要があると認められた。

以上のことから、製品として民生品と同一のものであった前記20品目計189台の交換用UPSについ

て、製造請負契約による契約単価と該当する民生品の市場価格とを比較したところ、その全てにお

いて契約単価が市場価格より高額となっており、これらを市場価格で調達したとして前記28契約の

契約金額を修正計算すると計4億9749万円となり、2891万円節減できたと認められた。

3 補給本部が講じた改善の処置

補給本部は、30年8月に、今後調達する交換用UPSが製品として民生品と同一のものとなる場合は、

一般競争契約等による売買契約により調達するよう、次のような処置を講じた。

ア 前記20品目のうち、装備品の運用を終了したことなどにより今後調達されない2品目を除く18品

目の交換用UPSについて、民生品であることを明示するなど技術指令書を改正した。

イ 第3補給処に対して、交換用UPSの調達に先立ち、売買契約による調達が可能であるかを確認さ

せ、補給本部に対してその情報を提供させることなどとし、補給本部において技術指令書の改正

を行うことなどとした。そして、これらについて周知した。

ウ UPSを構成品とする装備品の技術指令書の制定に当たり、製品として民生品と同一のUPSを使用

し、かつ、売買契約による調達が可能である場合、民生品であることを草案に明示するよう装備

品製造会社と調整することについて周知した。
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防衛施設周辺地域における騒音障害の防止等のために取得し、国有地として保有している周辺財産

について、無断使用等の状況を定期的に把握して改善に向けた指示を行う仕組みを整備したり、公

募の上で有償による使用許可を与えることにより有効活用及び維持管理費の縮減を図ることを検討

したり、必要に応じて行政財産の用途廃止を検討したりすることにより、適切に管理するよう改善

させたもの

周辺財産のうち無断使用に係る国有財産台帳価格(収入支出外) １５億７６４８万円

指摘の背景となった周辺財産のうち有効活用及び維持管理費の縮減を図ることについて

十分な検討をしていなかった国有財産台帳価格(収入支出外) １３３８億８２６４万円

指摘の背景となった第二種区域に該当しないこととなった周辺財産について行政財産の

用途廃止の検討等をしていなかった国有財産台帳価格(収入支出外) ４７億４７６０万円

1 周辺財産の概要

(1) 防衛施設周辺地域の概要

防衛省は、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律等に基づき、自衛隊等の航空機の離

陸、着陸等の頻繁な実施により生ずる音響に起因する障害が著しいと認めて防衛大臣が指定する

防衛施設周辺の区域(防衛施設周辺地域)を第一種区域と、第一種区域のうち特に著しいと認めて

指定する区域を第二種区域と、第二種区域のうち騒音障害が新たに発生することを防止し、併せ

てその周辺における生活環境の改善に資する必要があると認めて指定する区域を第三種区域(これ

らを｢指定区域｣)とそれぞれ定めて、生活環境等の整備に必要な措置を講ずるなどしている。

そして、同省は、騒音障害の防止等のために、毎年度の予算の範囲内で、第三種区域に所在す

る土地の買入れ及び第二種区域内に所在する建物等の移転補償を行うとともに、第二種区域(第三

種区域を含む。)において建物等が撤去され更地となった土地についても買入れを行い、これらの

買い入れた土地(周辺財産)を緑地帯その他の緩衝地帯(緩衝緑地帯)として整備することとしてい

る。

(2) 周辺財産の管理

国有財産法によれば、国有財産は、国の行政目的に直接供される行政財産とそれ以外の普通財

産に分類され、各省各庁の長は、その所管に属する行政財産を管理することとされている。そし

て、行政財産の用途を廃止した場合(用途廃止)等においては、各省各庁の長は、財務大臣に引き

継ぐこととされている。

周辺財産は行政財産として管理されており、同省は、周辺財産について、適切な管理を行うた

め、内部部局が地方防衛局及び地方防衛支局(地方防衛局等)に対して指示をすることとしている。

そして、地方防衛局等は、周辺財産の適切な管理を行うため、毎年度、除草等の緑地管理、定期

的な巡回、関係者以外の立入りを禁止するための柵、看板等の設置の費用(維持管理費)を支出し

ており、11防衛局等における外注による維持管理費に係る支出額は、平成24年度から28年度まで
(注1)

の5か年度で計37億7741万円となっている。

(注1) 11防衛局等 北海道、東北、北関東、南関東、近畿中部、中国四国、九州、沖縄各
防衛局、帯広、東海、熊本各防衛支局

(3) 行政財産の有効活用について

国有財産法によれば、行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用又は

収益を許可することができる(使用許可)こととされており、｢行政財産を使用又は収益させる場合

の取扱いの基準について｣(通達)によれば、駐車場として使用させる場合等が示されている。また、

使用許可を与える相手方は、公募になじまないと判断される場合を除き、公募により選定するも

のとされている。

2 検査の結果

29年度末において地方防衛局等が管理する周辺財産面積計45,645,614㎡(国有財産台帳価格計168
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0億3202万円)を対象として検査したところ、次のような事態が見受けられた。

(1) 周辺財産が近隣住民等により無断使用されていた事態

29年度末において2防衛局が管理する周辺財産計218筆、面積計48,256㎡(国有財産台帳価格計1
(注2)

5億7648万円)が、地方防衛局長の使用許可を受けることなく近隣住民等により無断で駐車場、家

庭菜園等として使用されていた(無断使用)。これに対して、2防衛局は、無断使用している者(無

断使用者)が特定されている一部の周辺財産については、無断使用の解消の交渉等の取組を行って

いたが、無断使用者が特定されていないなどの周辺財産について、無断使用の解消に向けた有効

な取組を行っていなかった。そして、内部部局は、周辺財産について、地方防衛局等に対して適

切な管理を行うための指示をする立場にあり、上記の事態について、適切に把握する必要がある

のに、無断使用及び地方防衛局等によるその解消に向けた取組の状況について、定期的に把握す

る仕組みを設けていなかったため、上記の事態を十分に把握しておらず、2防衛局に対して周辺財

産の無断使用の解消に向けた指示をしていなかった。

(注2) 2防衛局 北海道、北関東両防衛局

(2) 周辺財産の有効活用及び維持管理費の縮減を図ることについて十分に検討をしていなかった事

態

地方防衛局等は、防衛施設の運用に支障が生ずるおそれがないことなどを確認した上で、地方

公共団体等に対して周辺財産の使用許可を与えており、これらの周辺財産を除いた29年度末にお

いて11防衛局等が直接管理する周辺財産の面積は、計41,250,585㎡(国有財産台帳価格計1338億8

264万円。(1)の無断使用されている周辺財産を含む。)となっていた。これらの周辺財産の中には、

市街地又は幹線道路沿いに所在していて、その立地等を考慮すれば、民間等において駐車場等と

しての需要があると思料されるものなども見受けられた。そして、これらについては、公募の上

で有償による使用許可を与えることにより、維持管理費の縮減が図れるとともに、防衛施設周辺

地域の活性化にも寄与することができると思料される。

しかし、内部部局は、当該周辺財産について、駐車場等として使用しても緩衝緑地帯としての

目的を妨げず、通達に基づき、公募の上で有償による使用許可を与えることが可能であるものが

あると思料されるのに、11防衛局等に対してこれを周知して、検討するよう指示していなかった

ため、11防衛局等は、その検討をしていなかった。

(3) 指定区域の見直しにより、第二種区域に該当しないこととなった周辺財産について、行政財産

の用途廃止の検討等をしていなかった事態

同省は、防衛施設周辺地域における騒音障害の測定結果に基づいて指定区域の見直しを行って

おり、見直し後に第二種区域に該当せず、第一種区域等に該当することとなった周辺財産が、

(2)の周辺財産41,250,585㎡のうち、7防衛局等の計1,263筆、面積計1,039,737㎡(国有財産台帳
(注3)

価格計47億4760万円)見受けられた。周辺財産は、前記のように、騒音障害の防止等のために、第

二種区域に所在する土地を防衛省が買い入れて、緩衝緑地帯として整備している土地であり、第

二種区域に該当しないこととなった周辺財産については、必ずしも地方防衛局等において、行政

財産として管理し続ける必要性はないと認められる。

しかし、内部部局は、当該周辺財産について、その立地条件等を考慮して、国有財産法に基づ

き、財務省との協議を経た上で、必要に応じて行政財産の用途廃止の手続を行って普通財産とし

て同省に引き継ぐことなどについて検討するよう、7防衛局等に対して指示していなかったことか

ら、7防衛局等は、その検討をしていなかった。

(注3) 7防衛局等 北海道、東北、北関東、南関東、近畿中部、九州各防衛局、熊本防衛支
局

3 防衛省が講じた改善の処置

同省では、30年8月に、内部部局から地方防衛局等に対して通知を発し、周辺財産を適切に管理す

るよう、次のような処置を講じた。
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ア 周辺財産の無断使用及び地方防衛局等によるその解消に向けた取組の状況について把握を行う

ための報告書の様式を定めて地方防衛局等から定期的に報告を受けるなどして、地方防衛局等に

対して無断使用の改善に向けた指示を行う仕組みを整備した。また、無断で駐車場として使用さ

れ、その使用者が特定されていなかった周辺財産について、駐車されている車両のナンバープレ

ート等の情報を基に関係機関に登録情報の提供を依頼することにより、無断使用者を特定して協

議した結果、無断使用が解消された事例等、他の地方防衛局等においても参考となる実効性のあ

る具体的な取組の例を周知した。

イ 通達に基づき、周辺財産を公募の上で有償による使用許可を与えることにより有効活用及び維

持管理費の縮減を図ることが可能であることについて周知するとともに、所要の手続を進めるよ

う指示した。

ウ 指定区域の見直しにより、第二種区域に該当しないこととなった周辺財産について、その立地

条件等を考慮の上、国有財産法に基づき、財務省との協議を経た上で、必要に応じて行政財産の

用途廃止の手続を行って普通財産として同省に引き継ぐことなどについて検討するよう指示した。
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重要物品であるのに物品増減及び現在額報告書に計上されていなかった航空機、艦船等に搭載する

物品について、明確な計上基準を制定し、その内容を周知するなどして、物品増減及び現在額報告

書への計上を適正に行うよう改善させたもの

物品増減及び現在額報告書に計上されていなかった

搭載用物品の価格(収入支出外) ６１６億１３７４万円

航空機、艦船等に搭載する物品の物品増減及び現在額報告書への計上の概要1

(1) 航空機、艦船等に搭載する物品の概要

陸上、海上、航空各自衛隊(各自衛隊)は、運用する航空機、艦船等(航空機等)の不具合発生時

に交換するための予備品等として、航空機等に搭載する物品(搭載用物品)を多数保有している。

搭載用物品は、航空機等に搭載されるまでの間及び取り外して保管等されている間は、単独の物

品として航空機等とは別に管理されている。

(2) 国における物品の管理等

物品管理法等によれば、国の物品については、各省各庁の長がその所管に属する物品の取得、

保管、供用及び処分(これらを｢管理｣)を行い、各省各庁の長からその管理に関する事務の委任を

受けた職員が物品管理官として当該事務を行うこととされている。

また、物品管理官又は物品管理官の事務の一部を分掌する分任物品管理官は、物品管理簿を備

えて、物品の増減等の異動数量、現在高等を記録することとされており、財務大臣が指定する取

得価格(取得価格がない場合又は取得価格が明らかでない場合は見積価格)が50万円(防衛省所管防

衛用品の分類に属する装備訓練に必要な機械及び器具については300万円)以上の機械、器具等(重

要物品)については、その取得価格も物品管理簿に記録しなければならないこととされている。

そして、各省各庁の長は、重要物品について、毎会計年度末の物品管理簿の記録内容に基づい

て、物品増減及び現在額報告書(各省各庁の長が作成する物品増減及び現在額報告書を｢物品報告

書｣)を作成して財務大臣に送付し、物品報告書に基づいて財務大臣が作成した物品増減及び現在

額総計算書により、物品の現在額等は、内閣から国会に報告されている。

(3) 防衛省における物品報告書の作成等

防衛省における物品報告書の作成等については、陸上自衛隊補給統制本部及び海上自衛隊、航

空自衛隊両補給本部の長が、分任物品管理官である各自衛隊の航空隊司令等にあらかじめ重要物

品として計上すべき物品について示した上で、航空隊司令等から重要物品に関する資料の送付を

受け、物品増減及び現在額報告書の案を作成し、物品管理官である陸上、海上、航空各幕僚長(各

幕僚長)に報告している。上記の報告を受けた各幕僚長は、物品増減及び現在額報告書(各幕僚長

が作成する物品増減及び現在額報告書を｢管理官報告書｣)を作成し、防衛大臣に報告している。そ

して、防衛大臣からの委任に基づき、防衛装備庁長官(平成27年9月30日以前は防衛省経理装備局

長)が物品報告書の財務大臣への提出に関する事務を行っている。

(4) 重要物品の管理官報告書への計上基準等

本院は、昭和54年度決算検査報告において、航空自衛隊における管理官報告書の記載内容が適

切でなかった事態について、｢本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項｣として

掲記しており、その改善の処置として、防衛庁(19年1月9日以降は防衛省)内部部局は、昭和55年

8月に各幕僚長に対して｢物品増減及び現在額報告について(通知)｣(55年通知)を発して、管理官報

告書に計上すべき物品についての判断基準を示している。

55年通知によれば、組込用、予備用又は修理用として別途管理する物品で、単体として機械又

は器具と社会通念上認識できるものは計上することとされており、計上する搭載用物品の具体例

として、エンジン、プロペラ等が示されている。

2 検査の結果

各自衛隊においては、55年通知の発出以降、新たな航空機等の導入に伴い搭載用物品が多種多様
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なものとなったり、搭載用物品がそれぞれ連接されるなどしてシステム化されたりなどしている。

このような状況の中で、航空自衛隊においては、55年通知を受けた後、航空自衛隊補給本部の長

が管理官報告書に計上すべき物品についての判断基準として、物品を機能及び用途等により分類し

た分類区分表の中から計上すべき物品の分類番号を分任物品管理官に示していて、分類番号により

管理官報告書に計上すべき物品であるか否かの判断を行っていたため、搭載用物品の取扱いは統一

されていた。

一方、陸上、海上両自衛隊においては、55年通知に管理官報告書に計上することとして例示され

ていない搭載用物品について、陸上自衛隊補給統制本部は単に例示されている搭載用物品と類似で

あると思われるものを、海上自衛隊補給本部はその搭載用物品の取扱説明書等で主たる物品とされ

ているものを、それぞれその都度個別に判断するなどして管理官報告書に計上していて、搭載用物

品の取扱いについて必ずしも統一的な判断を行っていなかった。

このため、陸上自衛隊補給統制本部の火器管制システム等32品目計1,653個(物品管理簿価格計23

3億6333万円)及び海上自衛隊補給本部のソーナー等21品目計1,811個(物品管理簿価格計379億8861万

円)について、物品管理簿には単独の物品として記録されており、航空機等や他の物品とは分けて整

備されるなど単体として機械又は器具であると認められるにもかかわらず、55年通知の趣旨に沿っ

た適切な判断が行われず、陸上、海上両幕僚長が報告した平成28年度の管理官報告書に当該搭載用

物品の数量及び価格が計上されていなかった。

また、55年通知において、プロペラは管理官報告書に計上することが具体例として明確に示され

ているにもかかわらず、陸上自衛隊補給統制本部が新たな航空機の導入に伴い予備用等として別途

管理している一部の機種の航空機用プロペラ36個(物品管理簿価格計2億2559万円)及び海上自衛隊補

給本部の一部の艦種の艦船用プロペラ5個(物品管理簿価格計3620万円)について、物品管理簿には単

独の物品として記録されており、取得価格が300万円以上であるのに従来の機種と同様に300万円未

満であると誤認していたり、プロペラとして組み立てられた状態となっているのに計上すべきプロ

ペラではないと誤認していたりしていて、陸上、海上両幕僚長が報告した28年度の管理官報告書に

当該搭載用物品に係る数量及び価格が計上されていなかった。

これらのことから、防衛装備庁が提出した28年度の物品報告書に、陸上、海上両自衛隊計43品目

計3,505個(物品管理簿価格計616億1374万円)が計上されていなかった。

このように、搭載用物品について、55年通知において管理官報告書に計上することとして例示さ

れてはいないものの55年通知の趣旨に沿った適切な判断が行われず計上されていなかったり、計上

することが具体例として明確に示されているにもかかわらず計上されていなかったりしていて、物

品報告書が適正なものとなっていなかった事態は適切ではなく、改善の必要があると認められた。

3 防衛装備庁が講じた改善の処置

同庁は、作成する物品報告書が重要物品の現況を反映した適正なものとなるよう、陸上、海上両

自衛隊に対して、物品報告書に計上されていなかった重要物品である搭載用物品を29年度の管理官

報告書に計上させて、物品報告書を作成した。そして、30年8月に、重要物品である搭載用物品が適

切かつ確実に管理官報告書に計上されるよう品目の特性によって細分化された分類区分による明確

な計上基準を制定し、今後は当該計上基準を適時適切に見直すこととした上で、陸上、海上両自衛

隊を含めた関係機関に対して通知を発して、その内容を周知徹底するなどの処置を講じた。
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特別技術検査における装備品の部品等ごとの交換等の要否判定を適切に行うために、実施に当たっ

ての留意点を明確に示したり、判定が適切に行われているか確認するなどの態勢を整備したりする

とともに、部品取り及び検査分類を効率的に行うために、交換等の要否判定の結果を装備品の用途

廃止後の部品採取に活用する態勢を整備することなどにより、部品採取が適切に実施されるよう改

善させたもの

特別技術検査における交換等の要否判定が適切に行われておらず、使用可能な部品等の採取に

資するものとなっていなかった部品等の標準価格合計額(収入支出外) ３億２６９７万円

指摘の背景となった交換等の要否判定の結果が部品採取に活用されず、部品取り及び検査分類が

効率的に実施されていなかった部品等の標準価格合計額(収入支出外) １１９億８２１５万円

1 戦車等の用途廃止等及び用途廃止に伴う部品採取の概要

(1) 戦車等の用途廃止及び特別技術検査の概要

陸上自衛隊は、｢平成26年度以降に係る防衛計画の大綱について｣において戦車及び火砲の配備

規模を減勢することとされており、｢戦車等の用途廃止(区分換又は不用決定)の要領について(通

達)｣(用途廃止要領)に基づき、74式戦車や155mmりゅう弾砲FH70(これらを｢戦車等｣)等の装備品の

用途廃止を進めている。戦車等の用途廃止は、用途廃止要領に基づき、5補給処が実施する特別
(注1)

技術検査の結果を受けて陸上幕僚監部(陸幕)が決定している。特別技術検査において、5補給処は、

｢特別技術検査の実施要領について(通達)｣(検査実施要領)等に基づき、部品等ごとに交換や修理

の要否を判定(交換等の要否判定)するなどして戦車等1両等ごとの修理費を算定している。そして、

5補給処は、用途廃止要領に基づき、特別技術検査の結果として上記の修理費を方面総監部等を通

じて陸幕に報告するとともに、陸上自衛隊補給統制本部(補給統制本部)に通知し、補給統制本部

は、戦車等の用途廃止の優先順位を付した結果を陸幕に報告している。

(注1) 5補給処 陸上自衛隊北海道、東北、関東、関西、九州各補給処

(2) 用途廃止された戦車等からの部品採取の概要

陸上自衛隊は、用途廃止の決定後、通達等に基づき、部隊等からの請求に即応する補給支援を

実施することなどを目的として、補給統制本部、補給処及び野整備部隊等において、用途廃止さ
(注2)

れた戦車等から使用可能な部品等を採取して補給部品等とするまでの一連の作業(部品採取)を次

のとおり実施している。

① 補給統制本部は、用途廃止された戦車等から採取する部品等の種類及び数量を指定し、補給

処を通じてこれを野整備部隊等に通知する。

② 野整備部隊等は、補給統制本部が指定した部品等であって、野整備部隊等が使用可能と判断

した部品等を採取し(部品取り)、補給処に送付する。

③ 補給処は、送付を受けた部品等を検査して速やかに使用可否の別に分類(検査分類)を行い、

部品採取の実績を補給統制本部に報告する。

④ 検査分類により、使用可能と判定された部品等は、補給部品等とされた後、部隊等からの請

求に基づき、必要に応じて当該部隊等に払い出されたり、将来の部隊等への払出しのために、

補給処で保管されたりなどする。使用不能と判定された部品等は補給処が処分するなどする。

(注2) 野整備部隊等 装備品を使用する部隊等を支援するための整備を実施する部隊等

2 検査の結果

平成27、28両年度に用途廃止された戦車等計126両等について、補給統制本部が28、29両年度に部

品採取の対象として指定した部品等のうち、標準価格が2万円以上である部品等119品目、計6,117
(注3)

個(標準価格計119億8215万円)を対象として、陸幕、補給統制本部及び4補給処等が所在する駐屯地
(注4)

において検査したところ、次のような事態が見受けられた。

(注3) 標準価格 直近の取得価格に特別技術検査を実施した年度の物価指数を乗ずるなど
したもの
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(注4) 4補給処 陸上自衛隊東北、関東、関西、九州各補給処

(1) 特別技術検査における交換等の要否判定、部品取り及び検査分類の実施状況等

ア 特別技術検査における交換等の要否判定の実施状況等

補給処が特別技術検査において、交換又は修理を要するとして使用不能と判定していた部品

等で、野整備部隊等が、使用可能と判断して部品取りを行い、補給処も使用可能と判定してい

た部品等が2補給処において31品目、計68個(標準価格計3億2697万円)あり、これらは実際に支
(注5)

障なく使用されるなどしていた。これらについて、特別技術検査における交換等の要否判定の

方法をみたところ、2補給処は、検査実施要領に具体的な留意点が明示されていなかったため、

部品等に付着した錆等を十分に除去するなどしないまま使用不能と判定していた。
さび

(注5) 2補給処 陸上自衛隊東北、九州両補給処

イ 部品取りの実施状況等

4補給処管内の野整備部隊等は、用途廃止された戦車等13両等について、用途廃止の決定から

1年以上経過しても部品取りを行っていなかった。そして、用途廃止の決定から部品取りまでの

期間と検査分類の結果との関連性をみたところ、当該期間が1年以上経過すると、1年未満の場

合に比べて、使用可能と判定される割合が約半分に減少している状況となっており、より多く

の使用可能な部品等を採取するためには、速やかに部品取りを行う必要があると思料された。

ウ 検査分類の実施状況等

4補給処は、30年3月31日までに野整備部隊等から送付された部品等のうち、93品目、計723個

(同計20億9668万円)について、検査分類を行わないまま倉庫に保管していた。このうち54品目、

計221個(同計6億2554万円)については、野整備部隊等から送付を受けた日から半年以上(最大1

0か月)経過していて、30年3月31日時点で、補給処が部隊等からの請求に対して払出しができて

いない部品等が11品目、計41個(同計3907万円)含まれていた。

(2) 特別技術検査における交換等の要否判定の結果の確認及び活用状況等

陸幕は、前記の119品目、計6,117個について、特別技術検査における交換等の要否判定の結果

及びその根拠資料を各補給処から補給統制本部に報告させることとしていなかった。その結果、

補給統制本部は、交換等の要否判定が適切に行われているか確認することとしておらず、また、

交換等の要否判定の結果を用途廃止後の部品採取に活用することとしていなかった。このため、

野整備部隊等による部品取り及び補給処による検査分類が効率的に行われていなかった。

このように、特別技術検査における交換等の要否判定が適切に行われておらず、使用可能な部品

等の採取に資するものとなっていなかった事態、交換等の要否判定の結果が用途廃止後の部品採取

に活用されず、部品取り及び検査分類が効率的に実施されていなかった事態は適切ではなく、改善

の必要があると認められた。

3 陸上自衛隊が講じた改善の処置

陸幕及び補給統制本部は、30年8月に用途廃止要領及び検査実施要領を改正するなどして、装備品

の用途廃止後の部品採取が適切に実施されるよう、次のような処置を講じた。

ア 特別技術検査における交換等の要否判定が適切に行われ、使用可能な部品等の採取に資するも

のとなるよう、その実施に当たっての留意点を検査実施要領に明確に示すとともに、補給処から、

補給統制本部に交換等の要否判定の結果及びその根拠資料を報告させるなど交換等の要否判定が

適切に行われているか確認して、必要に応じて指導を行う態勢を整備した。

イ 部品取り及び検査分類が効率的に行われるよう、補給統制本部が交換等の要否判定の結果を踏

まえて部品採取の対象となる部品等を指定するなど交換等の要否判定の結果を装備品の用途廃止

後の部品採取に活用する態勢を整備するとともに、野整備部隊等及び補給処に対して、交換等の

要否判定の結果を活用して部品取り及び検査分類を効率的に行うよう周知徹底した。
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－沖縄振興開発金融公庫－
       

賃貸住宅融資を行うに当たり、保証機関による保証を徴求することなどにより、信用リスクへの対

応を適切に執るよう改善させたもの

指摘の背景となった信用リスクへの対応が

適切に執られていない貸付残高(収入支出外) １２７億４６９８万円

賃貸住宅融資の概要等1

賃貸住宅融資の概要(1)

沖縄振興開発金融公庫は、沖縄振興開発金融公庫法等に基づき、沖縄県内における経済の振興

及び社会の開発に資することを目的として設立された金融機関である。国は、公庫の資本金を全

額出資しており、また、公庫の収支状況等を勘案して、公庫に対して沖縄振興開発金融公庫補給

金を交付している。

そして、公庫は、住宅を建設して賃貸する事業を行う者に対して、住宅の建設、住宅の用に供

する土地の取得等に充てるために必要な長期資金の貸付け(賃貸住宅融資)を行っている。

賃貸住宅融資に係る融資金利設定の概要等(2)

公庫は、経営の健全性の維持と更なる向上を図るために、統合リスク管理規程等において、信

用リスク(借受者の信用力の悪化等に伴い、資産の価値が減少又は消失することにより、貸付者が

損失を被るリスク)等の各種リスクを適切に管理するための基本的な事項を定めるなどしている。

賃貸住宅融資に係る融資金利については、主務大臣の承認を受けて、公庫において定めること

となっており、基本的に、独立行政法人住宅金融支援機構の定める融資金利(機構金利)を準用し

た上で、機構金利から0.3％を控除した利率となっている。

機構によれば、機構金利は、調達金利に、各種リスクへの対応に必要なコストを加えるなどし

て定められるものであるとしている。各種リスクのうち信用リスクについては、①連帯保証人を

徴求する、②信用コスト(信用リスクに対応するために必要なコスト)相当分を融資金利に上乗せ

するなどの方法により適切に対応する必要があるとしており、機構では、原則として、機構が承

認した保証機関が借受者の委託を受けて、機構に対して借受者が有する債務を連帯して保証する

こと(このような形態の保証を｢機関保証｣)を徴求することなどにより対応している。ただし、サ

ービス付き高齢者向け住宅のうち、共同して利用するための台所、収納又は浴室を共用部分に備
(注1)

えるなどしている施設共用型の住宅に係る賃貸住宅融資については、信用コスト相当分を融資金

利に上乗せすることにより信用リスクに対応している。

サービス付き高齢者向け住宅 入居する60歳以上の者、要介護認定者等に対して状(注1)
況把握サービス、生活相談サービス等を提供する賃貸住宅

公庫における機関保証の概要(3)

公庫は、平成9年8月に、住宅資金貸付細則(細則)等において定めていた｢1名以上の保証人を徴

求する｣の中に機関保証を徴求することを含めることとして、債務の保証については、原則として

機関保証を徴求する取扱いとした。その後、公庫は、26年1月に細則を改正して、｢1名以上の保証

人を徴求する｣としていた当該規定を｢必要に応じて保証人を徴求する｣と変更している。

2 検査の結果

公庫が機関保証を開始した後に借入申込みを受け付けて、30年3月までに行った賃貸住宅融資のう

ち、30年3月末時点で貸付残高があるもの438件、貸付残高計365億9813万円を対象として検査したと

ころ、次のような事態が見受けられた。

公庫の賃貸住宅融資に係る融資金利は、前記のとおり、機構金利を準用するなどした利率となっ

ており、そのため、施設共用型のサービス付き高齢者向け住宅に係る賃貸住宅融資については、信

用コスト相当分が融資金利に上乗せされていた。
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一方、信用コスト相当分が融資金利に含まれていないため、保証人の徴求等により信用リスクに

対応する必要があると認められる賃貸住宅融資(保証人徴求型の賃貸住宅融資)を行うに当たり、公

庫は、前記のとおり、9年8月以降は、原則として、貸付けを行う際に機関保証を徴求していたが、

20年以降に、公庫と保証機関との間における担保物件の審査基準の相違による評価等の不一致が増

加して、機関保証を徴求する代わりに信用力のある個人の連帯保証人を徴求することにより対応す

ることが増加した。そして、公庫は、22年7月に、原則として機関保証を徴求するとしていた取扱い

についても、実態に合わせて機関保証又は信用力のある個人若しくは法人の保証とすることに変更

したことから、第三者の個人の連帯保証人を徴求することが多数を占めるようになっていた。

その後、公庫は、前記のとおり、26年1月に細則を改正して、｢1名以上の保証人を徴求する｣とし

ていた規定を｢必要に応じて保証人を徴求する｣と変更して、同年2月から実施することとした。この

細則改正の趣旨について、公庫は、25年12月に｢経営者保証に関するガイドライン｣が公表されたこ
(注2)

となどを受けて、個人の連帯保証人を徴求しなくても賃貸住宅融資を行えるようにするためのもの

であったとしている。

しかし、公庫は、上記細則改正の際に、改めて機関保証を徴求することなどの信用リスクに適切

に対応するための方法を執ることとしていなかった。このため、公庫は、26年2月以降に借入申込み

を受け付けた保証人徴求型の賃貸住宅融資について、原則として連帯保証人の徴求を行っておらず、

当該賃貸住宅融資(30年3月末時点で貸付残高があるもの110件、貸付残高計127億4698万円)について

信用リスクへの対応が適切に執られていない状況となっていた。

このように、保証人徴求型の賃貸住宅融資について、貸付けを行う際に信用リスクへの対応が適

切に執られていない状況となっている事態は、経営の健全性の維持と更なる向上等の点から適切で

はなく、改善の必要があると認められた。

経営者保証に関するガイドライン 日本商工会議所と一般社団法人全国銀行協会を(注2)
事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」が、中小企業、経営者
及び金融機関共通の自主的かつ自律的な準則として策定し公表したもの。中小企
業等の経営者による個人保証(経営者保証)に依存しない融資の一層の促進等に資
するために、金融機関において金利の一定の上乗せなどの経営者保証の機能を代
替する融資手法のメニューの充実を図るとともに、法人と経営者の一体性の解消
等が図られているなどしている場合に、経営者の意向も踏まえた上で、経営者保
証を求めない可能性や、上記のような代替的な融資手法を活用する可能性につい
て検討することなどを規定している。

3 が講じた改善の処置公庫

公庫は、保証人徴求型の賃貸住宅融資に係る信用リスクへの対応方法について検討を行うなどし

て、関係規程等の所要の改正を30年5月に行い、同年6月以降に借入申込みを受け付けたものについ

て、機関保証を徴求することなどにより信用リスクに対応することとして、当該改正を関係部署に

対して周知する処置を講じた。
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－中間貯蔵・環境安全事業株式会社－
       

ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理設備の改修工事において、施工状況等を踏まえた経済的な積算を行

うよう改善させたもの

複数の工事を一括して発注したとすることにより

共通費を低減できた積算額(支出) １億０２００万円

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理に係る事業等の概要1

中間貯蔵・環境安全事業株式会社は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法に基づき、ポリ塩化ビ

フェニル(PCB)、PCBを含む油、PCBが封入された容器のうち廃棄物となったものなど(これらを｢PCB

廃棄物｣)の無害化処理に係る事業を北海道PCB廃棄物処理施設等5処理施設等において実施している。
(注)

PCB廃棄物の処理施設は、PCB廃棄物を熱や化学反応で分解し無害化処理する各種の処理設備等で

構成されている。このうち処理設備はプラントメーカーが自ら開発した特殊な設備であること、及

びプラントメーカーが自ら開発した設備を熟知している人材を保有することなどから、会社は、処

理設備の改修工事を当該処理設備を開発した各プラントメーカーに随意契約により請け負わせて実

施している。

会社は、会社制定の｢請負工事費積算基準｣(会社基準)に基づき、改修工事費(工事費)の積算を行

っている。そして、会社基準によれば、工事費は、直接工事費に、共通仮設費、現場管理費及び一

般管理費等(これらを｢共通費｣)を加えるなどして積算することとされており、このうち、共通費に

ついては、厚生労働省制定の｢水道施設整備費国庫補助事業に係る歩掛表｣(会社基準と合わせて｢会

社基準等｣)により積算することとされている。

会社基準等によれば、共通費のうち、共通仮設費は、各工事種目に共通の仮設に要する費用、現

場管理費は、現場を管理する現場の従業員給料手当等の工事現場を管理運営するために必要な費用、

一般管理費等は、本店及び支店の従業員給料手当等の受注者の継続運営に必要な費用とされている。

そして、共通費の積算方法は、直接工事費等を基に算定した各算定対象額に会社基準等で定めら

れている共通仮設費率、現場管理費率及び一般管理費等率を乗じて得た額の範囲内とすることとさ

れており、一般に直接工事費が増加するほどには、共通費を構成する共通の仮設に要する費用等は

増加しないことなどから、共通仮設費率等は、直接工事費等の算定対象額が増大するにつれて逓減

することとなっている。

(注) 5処理施設 北海道、東京、豊田、大阪、北九州各PCB廃棄物処理施設

2 検査の結果

会社が、平成28、29両年度に、処理設備を開発した各プラントメーカーに随意契約により請け負

わせて実施した改修工事48工事、契約額計94億3699万円を対象として検査したところ、次のような

事態が見受けられた。

会社は、改修工事について、処理設備ごとに、設計図書を作成し、作成が完了したものから順次

発注手続を行っていた。このため、上記の改修工事は、処理設備ごとに分割して発注されており、

また、処理設備の停止期間を可能な限り短くするため、これらの改修工事の工期は重複しているも

のが多くなっていた。

そこで、同一の処理施設で、同一のプラントメーカーが随意契約により請け負い、かつ、工期の

過半が重複している工事については、実際の作業期間の多くが重複していることから、一体として

効率的に施工されている可能性が高いと考えられるため、前記の改修工事48工事についてみたとこ

ろ、先行して発注されている改修工事(前工事)8工事と、これらに続いて発注されていて、工期の過

半が重複している改修工事(後工事)21工事との組合せ計8組が見受けられた。

そして、後工事となる21工事の共通費についてみたところ、会社基準等に基づき、各工事の算定

対象額に対して、共通仮設費率を4.94％から8.43％まで、現場管理費率を15.37％から16.54％まで、
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一般管理費等率を11.64％から19.90％までとしており、これらに基づくなどして共通費を計7億059

3万円と積算していた。

しかし、前記の改修工事8組それぞれの施工状況を確認したところ、同一の現場事務所が利用され

ていたり、同一の作業員が複数の改修工事の現場代理人等を兼任していたりするなどしていて、複

数の工事は組ごとに一体として効率的に施工されていた。

このことから、後工事となる21工事の共通仮設費及び現場管理費の積算に当たっては、複数の工

事を組ごとに一体のものとみなして取り扱うべきであったと認められた。また、これらを踏まえる

と、一般管理費等についても、同様に、複数の工事を組ごとに一体のものとみなして取り扱うべき

であったと認められた。

したがって、処理設備の改修工事の施工現場において、プラントメーカーは複数の工事を一体と

して効率的に施工しているのに、前工事と後工事の共通費の積算について、前工事と後工事を一体

のものとみなすことなく共通費を積算していて、施工現場の状況を踏まえた経済的な積算になって

いなかった事態は適切ではなく、改善の必要があると認められた。

上記のことから、効率的な施工がされている8組の改修工事について、組ごとに一体の工事とみな

して後工事となる21工事の共通費計7億0593万円を修正計算すると計6億0383万円となり、1億0200万

円が低減できたと認められた。

3 会社が講じた改善の処置

会社は、30年9月に、会社基準を改定して、工事費の積算に当たり、契約済みの前工事と後工事を

随意契約により行う場合における後工事の共通費の積算は、前工事と後工事とを一括して発注した

として積算した共通費の額から、前工事の共通費の額を控除した額とし、会社基準の改定について

関係部署に通知して、同年10月からこれを適用することとする処置を講じた。



- 308 -

－東日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社－
       

橋りょう部の舗装補修工事において施工される床版防水工の設計及び積算に当たり、床版防水層に

特定の材料を使用しなければならない特段の理由がある場合を除いて、使用する材料を特記仕様書

等に明記しないで設計したり、安価な単価を選択して積算したりすることなどにより、工事費の低

減を図るよう改善させたもの

低減できた床版防水工に係る直接工事費の積算額(支出)

東会社４０１０万円、西会社５７３０万円、本四会社１９２０万円

1 床版防水工の概要

(1) 橋りょう部の床版防水工の概要

東日本高速道路株式会社(東会社)、西日本高速道路株式会社(｢西会社｣。これらの会社を｢2会

社｣)及び本州四国連絡高速道路株式会社(｢本四会社｣。2会社と合わせて｢3会社｣)は、高速道路の

維持管理等として、橋りょう部の舗装補修工事のうち舗装を基層まで打ち換える工事において、

橋りょう部のコンクリート床版(床版)に劣化の原因となる雨水や凍結防止剤の塩分が浸透しない

ようにするなどのために、床版と舗装の間に防水層(床版防水層)を設置する床版防水工を施工し

ている。

(2) 床版防水工の設計

3会社は、床版防水工の設計に当たり、2会社が制定している｢設計要領第二集橋梁保全編｣等に

基づき、床版の状況、施工条件等の設計条件を的確に把握して、床版防水層の要求性能を考慮し

適切に設計することとしている。そして、2会社が制定している｢構造物施工管理要領｣によれば、

供用中の高速道路のように、短時間で施工を完了させる必要のある箇所の床版防水層としてグレ

ードⅠが設けられており、その要求性能は、防水性、遮塩性等とされている。これらの要求性能

を満たす材料には、主として、不織布等に改質アスファルトを含浸させて積層した防水シート(シ

ート系材料)と、アスファルトに合成ゴムを加えた液体状の防水材(塗膜系材料)があり、シート系

材料の施工(シート系防水工)は床版面に敷設することにより行われ、塗膜系材料の施工(塗膜系防

水工)は床版面に塗布することにより行われている。

3会社は、グレードⅠの床版防水層については、要求性能を満たす材料であればどのような材料

でも使用できるとしているが、過去の基準で築造された橋りょうでPC鋼棒に変状が発生する可能

性があり、床版の上面にシート系材料と併せて補強用繊維シート等を敷設することが必要となる

場合等、設計条件により特定の材料を使用しなければならない場合は、使用する材料を特記仕様

書等に明記して設計し、それ以外の場合は使用する材料を特記仕様書等に明記しないで設計する

ことにしている。

(3) 床版防水工の積算

2会社は、平成27年4月に｢土木工事積算要領｣を改訂して、グレードⅠの床版防水工の積算にお

いて用いる単価については、物価資料(刊行物である積算参考資料)に掲載されているシート系防

水工と塗膜系防水工の単価を参考に2会社が単価をそれぞれ定め、これを用いることとした。そし

て、2会社は、積算に当たって、上記で定めたシート系防水工又は塗膜系防水工のいずれかの単価

を選択するなどしている。また、本四会社は、物価資料に掲載されているシート系防水工又は塗

膜系防水工の単価を参考にするなどして積算している。

2 検査の結果

27年4月から29年12月までの間に契約を締結した舗装補修工事のうち、グレードⅠの床版防水工

(床版防水工)を施工した工事、東会社24工事(床版防水工に係る直接工事費の積算額計7億7872万

円)、西会社52工事(同計14億3989万円)、本四会社8工事(同計1億4762万円)、計84工事(床版防水工

の施工箇所計1,399か所、施工面積計1,052,859㎡、契約金額計747億9912万円、床版防水工の直接工
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事費の積算額計23億6625万円)を対象として検査したところ、次のような事態が見受けられた。

2会社が地域別に定めた床版防水工の単価についてみると、27年4月以降、シート系防水工の単価

(2,290円/㎡～2,380円/㎡)は、塗膜系防水工の単価(1,900円/㎡～2,030円/㎡)よりも高価となって

いた。また、本四会社が積算に当たり参考とした単価についても、27年4月以降、該当する地域にお

けるシート系防水工の単価(2,290円/㎡～2,310円/㎡)は、塗膜系防水工の単価(1,900円/㎡～1,920

円/㎡)よりも高価となっていた。

3会社は、前記84工事のうち48工事に係る456か所の床版防水工(施工面積計373,074㎡、直接工事

費の積算額計9億3283万円)について、シート系防水工の単価を選択するなどして積算していた。

そして、3会社は、上記48工事のうち27工事に係る274か所の床版防水工(施工面積計204,612㎡、

直接工事費の積算額計5億0562万円)について、シート系材料を使用することを特記仕様書等に明記

して設計し、積算していたが、床版の上面に補強が必要でシート系材料を使用する必要があるなど

の16工事に係る83か所を除いた13工事に係る191か所の床版防水工(同計132,609㎡、同計3億2260万

円(東会社5工事1億2579万円、西会社2工事7894万円、本四会社6工事1億1786万円))は、特定の材料

を使用しなければならない特段の理由がないのに、過去の施工実績や従前からシート系材料を使用

していたことなどから、シート系材料を特記仕様書等に明記して設計し、積算していた。また、2会

社は、前記48工事のうち23工事に係る182か所の床版防水工(施工面積計168,462㎡、直接工事費の積

算額計4億2721万円(東会社6工事1億4767万円、西会社17工事2億7953万円))については、使用する材

料を特記仕様書等に明記していなかったが、従前からシート系材料を使用していたことなどから、

積算に当たり、シート系防水工の単価を選択していた。

しかし、これらについては、シート系材料を使用しなければならないなどの特段の理由は確認で

きず、シート系材料を使用するなどの必要はなかったと認められた。

このように、特定の材料を使用しなければならない特段の理由がないのに、高価なシート系材料

を使用することとして特記仕様書等に明記して設計したり、使用する材料が特記仕様書等に明記さ

れていないのに、シート系防水工の単価を選択するなどして積算したりしていた事態は適切ではな

く、改善の必要があると認められた。

特段の理由がないのにシート系材料を使用することを特記仕様書等に明記して設計し、積算して

いた13工事(191か所)及び使用する材料を特記仕様書等に明記せずに設計していたのに、シート系防

水工の単価を選択するなどして積算していた23工事(182か所)の直接工事費の積算額、東会社11工事

計2億7347万円、西会社19工事計3億5847万円、本四会社6工事計1億1786万円について、塗膜系防水

工の単価を選択するなどとして床版防水工の直接工事費を修正計算すると、上記の積算額は東会社

計2億3333万円、西会社計3億0108万円、本四会社計9863万円となり、それぞれ4010万円、5730万円、

1920万円低減できたと認められた。

3 3会社が講じた改善の処置

3会社は、30年8月に各支社又は各管理センターに通達等を発して、床版防水工の設計及び積算に

当たり、設計条件等により特定の材料を使用しなければならない特段の理由がある場合を除いて使

用する材料を特記仕様書等に明記しないで設計すること、3会社がそれぞれ定めるなどした単価を確

認して安価な単価を選択して積算することなどとして、同月からこれを適用する処置を講じた。
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－西日本高速道路株式会社－
       

新名神高速道路の建設事業において配置される安全巡視員に係る費用の積算に当たり、業務内容等

を踏まえた人件費単価等を設定することにより、安全巡視員に係る費用の算定を適切なものとする

よう改善させたもの

適正な人件費単価を設定することなどにより低減できた積算額(支出) ４５４０万円

1 新名神高速道路の建設工事における安全管理等の概要

(1) 新名神高速道路の建設事業等の概要

西日本高速道路株式会社は、新名神高速道路(新名神)のうち、滋賀県甲賀市から神戸市までの

間の建設事業を、会社の関西支社新名神京都事務所等5事務所(5事務所)において実施している。
(注)

そして、新名神の各工事においては、平成28年10月以降、工事中の事故の発生を防止するために、

安全確認を行う安全巡視員が配置されている。また、関西支社は、新名神の各工事における設計

図書の照査、施工状況の確認等の施工管理業務を、設計コンサルタント等に委託して実施させて

いる(施工管理業務を実施している者を｢施工管理員｣)。

(注) 5事務所 新名神京都、新名神大阪東、新名神大阪西、新名神大津、新名神兵庫(30年
7月1日以降は阪神改築)各事務所

(2) 安全巡視員の配置の経緯等

新名神の建設事業においては、28年4月に架設中の橋桁が国道上に落下して作業員が死傷するな

どの事故が発生し、その後も重大事故が連続して発生していた。そこで、関西支社は、同年10月、

再発防止策として、建設事業を実施している管内の全事務所に対して、施工中の全ての工事を対

象に、1日1回必ず現場において事故につながる可能性がある作業員の行動(不安全行動)がないか

などの安全確認を、施工管理員等に新たに追加で指示して行わせることとした。また、新名神大

阪西、新名神兵庫両事務所は、施工中の鋼製の橋りょうの上部工工事計10件の受注者に対して、

新たに安全確認を専任で行う安全管理専任者を配置するよう緊急的に指示した。

さらに、29年1月にクレーンの転倒事故が発生したことから、同年2月に、関西支社は、5事務所

に対して通知(29年2月通知)等を発出し、これを受けて5事務所は、施工中の全ての工事を対象と

して、それぞれの受注者に対して、1工事につき1人以上の安全巡視員(｢安全管理専任者｣から改

称)を配置して常時安全確認の巡視を行うよう指示し、現場の安全確認の徹底を図ることとした。

(3) 安全巡視員の業務内容等

29年2月通知等によれば、安全巡視員は、第三者被害の発生、墜落及び大型クレーン等の転倒の

可能性がある作業(配置対象作業)が実施されている期間に配置され、①配置対象作業の実施箇所

の随時巡回、②不安全行動の巡回監視や即時改善指導及び③大型クレーン等を使用する工事の施

工計画書と現場との整合確認等の安全確認を専任で行うこととされている。

(4) 安全巡視員に係る費用の負担等

安全巡視員に係る費用については、安全巡視員の配置が緊急的な対応であり、会社が制定する

土木工事積算要領等にその人件費単価等を設定していないことから、29年2月通知等において、契

約の最終設計変更時に会社と工事の受注者との協議により定めることとし、会社は、受注者が算

定した安全巡視員に係る費用を確認するなどして、積算することなどとした。

2 検査の結果

29年2月から30年6月までの間にしゅん功した新名神の建設事業に係る工事のうち、安全巡視員が
．．．

配置されていた計79件、契約金額計2667億8414万円(安全巡視員延べ161人に係る費用計6億0575万

円)を対象として検査したところ、次のような事態が見受けられた。

(1) 安全巡視員に係る人件費

関西支社は、上記79件の工事における安全巡視員に係る費用について、受注者から提示された
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額とおおむね同額の計6億0575万円と積算し、同額を支払っており、その積算額の大半は人件費が

占めていた。そして、安全巡視員延べ161人の人件費を1人1日当たりに換算すると、平均額は34,

478円であり、最高額は81,000円、最低額は9,748円と大きな開差が生じていた。

(2) 施工管理員の業務内容、資格、単価等

安全確認の業務については、施工管理員も、施工管理業務と併せて行っている。施工管理員は、

会社が制定している施工管理業務共通仕様書(共通仕様書)によれば、業務の実施に当たり、設計

図書等の内容を十分に理解し、工事現場の状況についても精通しておくこととされている。また、

施工管理員は、共通仕様書において、管理員Ⅰ、管理員Ⅱ及び管理員Ⅲに区分され、それぞれ必

要な資格や経験年数等の要件が定められている。そして、施工管理員の人件費の算定に当たって

は、国土交通省が公表している｢設計業務委託等技術者単価について｣(技術者単価)の単価表に定

められた職種区分の｢技師Ｂ｣｢技師Ｃ｣及び｢技術員｣のそれぞれの単価(基準日額)を適用すること

としている。

また、28年10月以降に現場において作業員の不安全行動がないかなどの安全確認を行っている

施工管理員の大半は資格区分が管理員Ⅱ(管理員Ⅱは1級土木施工管理技士等の資格と管理員Ⅲ等

の経験年数が3年以上必要)となっていた。

(3) 上部工工事等に配置された安全巡視員の業務内容、資格等

安全巡視員の業務を行うには、設計図書等の内容を理解して工事の施工手順や建設機械等の使

用方法を把握する必要がある。そして、上部工工事及び土木工事(これらを｢上部工工事等｣)に配

置された安全巡視員が行う安全確認の現場は、高所作業が多いなど事故の可能性が高い現場が多

く、その他の工種における安全確認の現場とは異なるものとなっていた。

また、上部工工事等計27件に配置された安全巡視員延べ63人が保有している資格について確認

したところ、55人(87.3％)が1級土木施工管理技士の資格を保有していた。一方で、その他の工種

に配置された安全巡視員延べ98人の保有資格は、同資格を含む各工種の1級の施工管理技士の資格

を保有している者が35人(35.7％)に過ぎず、55人については資格の保有状況が不明であった。

このように、安全巡視員が施工管理員と同様に設計図書等の内容を理解するなどして安全確認

を行っていること、上部工工事等に配置された安全巡視員の多くが1級土木施工管理技士の資格を

保有していることから、上部工工事等に配置される安全巡視員は管理員Ⅱに相当するものであり、

その人件費の算定に当たっては、業務内容や保有資格等に応じた｢技師Ｃ｣の基準日額を適用する

ことが適切であると認められた。

そして、上部工工事等計27件に配置された安全巡視員(延べ63人に係る費用計2億3882万円)の1

人1日当たりの人件費の平均額をみると、41,756円となっており、管理員Ⅱに適用されている技術

者単価における｢技師Ｃ｣の基準日額(29,900円～30,800円)に比べて高額となっていた。

したがって、会社において、安全巡視員に係る費用の積算に当たり、安全巡視員の業務内容等を

踏まえた人件費単価を設定することなく、受注者から提出された協議書に記載された安全巡視員の

配置に係る費用を基に算定していた事態は適切ではなく、改善の必要があると認められた。

そこで、上部工工事等計27件に配置された安全巡視員延べ63人に係る費用の積算額について、本

院において、｢技師Ｃ｣の基準日額を適用することとするなどして試算すると、計1億9337万円となり、

前記の積算額計2億3882万円と比較して4540万円低減できたと認められた。

3 会社が講じた改善の処置

会社は、30年9月に工種ごとの安全巡視員の人件費単価や必要な資格要件等を定めるとともに、5

事務所へ通知を発して、安全巡視員に係る費用の積算を適切に行うよう周知徹底を図った。そして、

同年10月以降に入札手続を開始する工事については、配置する安全巡視員に係る費用を新たに定め

た人件費単価等により積算することとし、契約済みの工事についても、受注者と協議して安全巡視

員に係る費用の契約変更を行うこととする処置を講じた。
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－独立行政法人国立青少年教育振興機構－
       

有形固定資産の改良又は修繕に係る会計処理について、資産計上及び除却処理を適切に行って財務

諸表を適正な表示に是正させるとともに、資産計上及び費用処理の判断基準を作成するなどして会

計処理を適切に行うよう改善させたもの

資産計上及び除却処理を行う必要があった

有形固定資産の貸借対照表価額(収入支出外) ６億３６４３万円

有形固定資産の改良又は修繕に係る会計処理等の概要1

独立行政法人国立青少年教育振興機構は、青少年教育の振興及び健全な青少年の育成を図ること

を目的として、全国に28教育施設を設置しており、それらの老朽化に伴い、毎事業年度、施設・設
(注)

備の改修、更新、交換、維持保全等に係る工事(改良又は修繕)を多数実施している(表参照)。

表 改良又は修繕に係る契約の件数及び金額(平成25～28事業年度)
事業年度 契約件数 契約金額
平成 件 円
25 108 3億9301万
26 132 4億7002万
27 159 12億0880万
28 165 9億3983万
計 564 30億1166万

(注) 契約金額が100万円以上の契約について集計している。

そして、平成28事業年度末において、機構が保有している有形固定資産の貸借対照表価額は、土

地369億1420万円、建物419億2326万円(取得原価704億6603万円、減価償却累計額285億4277万円)、

構築物39億6082万円(取得原価186億0387万円、減価償却累計額146億4305万円)、工具器具備品4億6

640万円(取得原価14億6946万円、減価償却累計額10億0305万円)等計836億3582万円となっている。

独立行政法人通則法によれば、独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表等の財務諸表を作成し

なければならないなどとされており、また、独立行政法人国立青少年教育振興機構に関する省令に

よれば、機構の会計について、同省令に定めがないものについては、｢｢独立行政法人会計基準｣及び

｢独立行政法人会計基準注解｣｣(会計基準)を適用するものとされている。

独立行政法人国立青少年教育振興機構資産管理事務取扱規則(資産規則)によれば、各教育施設等

の資産管理責任者(固定資産の取得、処分等の管理に関する業務を行う機構の職員)は、改良又は修

繕が、固定資産の価値若しくは能力を高め、又は耐用年数を延長するために行われる場合は、その

要した支出については資本的支出として当該固定資産の帳簿価額に算入する(資産計上)こととされ

ている。また、固定資産の維持管理又は原状回復のために行われる場合は、その要した支出につい

ては修繕費とする(費用処理)こととされている。

会計基準等によれば、これらの会計処理は、実務上の取扱いにおいては両者が混在して明確に区

分できない場合があるとされている。このため、これらの会計処理を行うに当たっては、改良又は

修繕の内容が分かる書類等を基に慎重に検討を行った上で判断する必要がある。

また、資産規則によれば、資産管理責任者は、廃棄、売却等の固定資産の処分を行うに当たって

は、固定資産台帳等から当該固定資産等の記録の抹消を行う(除却処理)こととされている。

(注) 28教育施設 国立オリンピック記念青少年総合センター、国立大雪青少年交流の家等
13青少年交流の家、国立日高青少年自然の家等14青少年自然の家

2 検査の結果

25事業年度から28事業年度までの間に機構が実施した改良又は修繕に係る契約564件、契約金額計

30億1166万円を対象として、機構本部において、工事請負契約書、固定資産台帳等の書類を確認す

るなどして検査したところ、次のような事態が見受けられた。

(1) 資産計上を行っていなかったため、有形固定資産の価額が貸借対照表に適正に計上されていな
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かった事態

82契約に係る有形固定資産144件について、これらの有形固定資産に係る改良又は修繕が固定資

産の価値を高めるなどのために行われていたのに、資産管理責任者は、資産計上を行わずに費用

処理を行っていた。この結果、28事業年度の貸借対照表に、取得原価6億7085万円から減価償却累

計額5987万円を控除した価額6億1097万円が有形固定資産として適正に計上されていなかった。

(2) 除却処理を行っていなかったため、処分を行っていた有形固定資産の価額が貸借対照表に計上

されたままとなっていた事態

39契約において、(1)のとおり新たに取得した有形固定資産について資産計上ではなく費用処理

を行っていたことなどから、既存の有形固定資産187件について、廃棄等の処分を行っていたのに、

資産管理責任者は、除却処理を行っていなかった。この結果、28事業年度の貸借対照表に、取得

原価7197万円から減価償却累計額4650万円を控除した価額2546万円が有形固定資産として計上さ

れたままとなっていた。

このように、機構において、改良又は修繕に係る会計処理に当たり、固定資産の価値を高めるな

どのために行われていたものであるのに費用処理を行っていたり、既存の有形固定資産の処分を行

有形固定資産の価額等が適っていたのに除却処理を行っていなかったりしたため、貸借対照表の

に表示されていなかった事態は適切ではなく、改善の必要があると認められた。正

3 機構が講じた改善の処置

ア 資産計上を行っていなかったり、除却処理を行っていなかったりしていた有形固定資産につい

て、会計基準等に準拠した適切な会計処理を行った上で、29事業年度財務諸表に反映させた。

イ 30年6月に、改良又は修繕に係る会計処理の判断基準を作成し、資産管理責任者等に周知するな

どして、資産計上及び費用処理並びに除却処理が適切に行われるよう体制を整えた。
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－国立研究開発法人防災科学技術研究所－
       

実大三次元震動破壊実験施設を利用した実験終了後に保管されている試験体について、再利用する

具体的な予定のないものを処分するなどして保管場所を集約するとともに、今後は、具体的な再利

用計画を明確に策定するなどした上で試験体の管理及び処分を適切に実施することにより、保管場

所に要する費用を節減するよう改善させたもの

節減できた土地の賃借料相当額(支出) ５３７４万円

1 の概要実験終了後に保管されている試験体及びその保管場所等

実大三次元震動破壊実験施設を利用した実験及び実験終了後の試験体の取扱い(1)

国立研究開発法人防災科学技術研究所(平成27年3月31日以前は独立行政法人防災科学技術研究

所)は、国立研究開発法人防災科学技術研究所法に基づき、防災科学技術に関する基礎研究及び基

盤的研究開発等の業務を行っている。

研究所は、耐震技術・設計等に関する研究を進めるために、実物大規模の構造物に対して実際

の地震と同じ複雑な三次元の揺れを再現することが可能な実大三次元震動破壊実験施設(Ｅ－ディ

フェンス)を兵庫耐震工学研究センター(センター)に設置して、17年度から供用を開始している。

Ｅ－ディフェンスは、搭載重量最大1,200ｔ、搭載面積300㎡の震動台を有しており、研究所は、

6階建て相当の鉄筋コンクリート構造物を始め、木造建物、道路橋脚等の各種構造物等(試験体)を

震動台上に設置して、震動実験を毎年度実施している。

そして、研究所は、試験体のうち、将来別の実験で再利用する予定等があるとしているものに

ついては、実験終了後も解体撤去せずにセンターの庁舎等の用地内で保管している(仮置試験体)。

仮置試験体を保管するための土地の概要(2)

研究所は、センターの庁舎等の用地として、Ｅ－ディフェンスの供用を開始した17年度から、

兵庫県(17年度のみ兵庫県土地開発公社)との間で賃貸借契約を締結して県有地を借り上げており、

29年度までに賃借料計10億6015万円を支払っている。その借上面積は17年度から19年度までは59,

642.9㎡(センター用地)であったが、20年度からは仮置試験体の保管場所の不足を理由に、隣接す

る県有地6,317.7㎡(仮置場)を追加して65,960.6㎡としており、仮置場に係る賃借料相当額は、2

0年度から29年度までの間で計7811万円となっている。

そして、研究所は、28年度末現在で、センター用地に点在する空きスペースに18体、仮置場に

8体、計26体の仮置試験体を保管している。

2 検査の結果

17年度から29年度までの間の賃貸借契約を対象として検査したところ、研究所は、別の実験で再

利用する予定があるとしていた仮置試験体について、再利用の可能性を毎年度具体的に見直してい

なかった。そのため、28年度末現在で保管している仮置試験体26体のうち16体(センター用地内の1

8体のうち10体、仮置場内の8体のうち6体)は、検査において確認できた23年度以降においては再利

用する具体的な予定のない状態のまま保管が継続されており(これら16体の仮置試験体を｢不用試験

体｣)、実際に再利用されていなかった。また、センター用地内の不用試験体10体に係る保管面積は

約1,050㎡であるのに対し、仮置場内の不用試験体以外の仮置試験体2体に係る保管面積は約385㎡で

あり、不用試験体を処分すれば、仮置試験体の保管場所をセンター用地のみに集約することが可能

な状態となっていた。

このように、研究所において、不用試験体が多数存在している状況で、仮置場に係る賃借料が追

加的に発生し続けているにもかかわらず、賃貸借契約を見直していなかった事態は適切ではなく、

改善の必要があると認められた。

仮置試験体について再利用の可能性を具体的に見直した上で不用試験体を処分して、仮置試験体

の保管場所をセンター用地のみに集約していれば、23年度から29年度までの間の仮置場に係る賃借
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料相当額計5374万円が節減できたと認められた。

3 研究所が講じた改善の処置

研究所は、不用試験体を処分するなどして、30年4月から仮置場を借り上げないよう賃貸借契約を

見直すとともに、同年7月に、関係部署に通知を発して、今後、実験終了後に試験体を保管するに当

たっては、具体的な再利用計画を明確に策定するなどした上で、毎年度、再利用の可能性等の見直

しを行い、仮置試験体の管理及び処分を適切に実施することにより、保管場所に要する費用を節減

するための処置を講じた。
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－国立研究開発法人理化学研究所－
       

設備管理業務を実施する際の予定価格の積算に当たり、建築保全業務積算要領の歩掛かりを採用し

て必要人数を算定するものについて、建築保全業務労務単価を採用することとして、適切に予定価

格の積算を実施するよう改善させたもの

低減できた積算額(支出) １７２０万円

1 設備管理業務等の概要

(1) 設備管理業務の概要

国立研究開発法人理化学研究所(理研)は、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関す

る試験、研究等の業務を実施している。

理研は、上記の業務を実施するために、多数の建物を保有しており、事業所ごとに、建物内に

設置された照明器具等の電気設備、空気調和機等の機械設備等の設備機器に係る保守点検等の業

務(設備管理業務)を業者に委託して実施している。

そして、設備管理業務の委託契約の仕様書によれば、設備管理業務のうち、保守については、

設備機器の消耗部品等の取替えなどの軽微な作業とされ、点検については、測定機器の使用又は

目視等により設備機器の機能状況を調査し、その良否を判断することなどの日常点検等とされて

いる。

(2) 設備管理業務の積算の概要

理研本部は、物品、役務等の調達に係る予定価格の積算に必要な基本的事項を定めることを目

的として｢独立行政法人理化学研究所調達物品等予定価格積算要領｣(理研積算要領)を定めている。

理研積算要領によれば、設備管理業務等の役務契約の積算は、刊行物等の標準的な資料に基づ

くもの(刊行物積算)、関心のある相手方から徴取した見積原価内訳書に値引きを考慮し算定した

もの(見積積算)、前年度の契約実績に基づくもの(実績積算)などのうち、可能な方法を比較検討

し、適正に行うこととされている。

設備管理業務等の建築保全業務については、一般的な点検項目等を定めた｢建築保全業務共通仕

様書｣(共通仕様書)が、また、共通仕様書に基づき建築保全業務に係る費用の積算を行うものに適

用する｢建築保全業務積算基準｣(国交省積算基準)がそれぞれ公表されている。そして、国交省積

算基準に基づき積算するための標準的な考え方等が示されている｢建築保全業務積算要領｣(国交省

積算要領)には技術者区分に応じた歩掛かりが示されている。さらに、共通仕様書を適用して、国

交省積算基準及び国交省積算要領を基に、建築保全業務費を積算するために用いる労務単価とし

て、｢建築保全業務労務単価｣(国交省単価)が定められている。

2 検査の結果

神戸事業所が平成28、29両年度に締結した設備管理業務2契約(契約金額計1億9956万円)を対象と

して検査したところ、次のような事態が見受けられた。

神戸事業所は、設備管理業務の予定価格の積算に当たり、刊行物積算を行う上で、設備管理要員

の必要人数を、国交省積算要領に記載されている保全技術員等の技術者の歩掛かりを採用して算定

していた。そして、労務単価については、理研積算要領において、刊行物等の例として｢職種別賃金

の実態｣(賃金実態)が示されている一方で国交省単価は明確に示されていないこと、また、保守点検

等を実施する作業環境が研究施設であることを考慮して、賃金実態における技術関係職種(機械、電

気等各分野について、設計、製造、修理等の技術的業務を行う従業員(頭脳労働者))である技術係員

の給与等に基づき労務単価を算定していた。そして、算定した労務単価に必要人数を乗ずるなどし

て、刊行物積算を計2億2019万円と算定していた。その上で、契約ごとに、刊行物積算、見積積算及

び実績積算を比較して、それぞれ最も安価であった実績積算の計1億8478万円に消費税相当額計147

8万円を加え、予定価格を計1億9956万円と算定していた。
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しかし、国交省単価は、共通仕様書を適用し、国交省積算要領に基づき、保全業務を委託する際

の保全業務費の積算に用いるためのものとされており、神戸事業所における2契約では共通仕様書が

適用され、かつ、設備管理業務の対象となる設備機器に係る歩掛かりが国交省積算要領に記載され

ていること、さらに、日常的な保守点検等の設備管理業務が実施される研究施設内の作業環境にお

いて特別に配慮を必要とする研究機器はなかったことから、賃金実態の技術係員の給与等に基づき

算定した労務単価を採用していたのは適切ではなく、国交省単価を採用すべきであったと認められ

た。

現に、筑波事業所が実施した設備管理業務1契約は、神戸事業所における2契約とおおむね同様の

業務内容となっているが、当該契約の刊行物積算においては、国交省積算要領の歩掛かりを採用し、

労務単価も国交省単価を採用していた。

このように、神戸事業所の設備管理業務の予定価格の積算において、刊行物積算を行う上で、国

交省積算要領の技術者区分に対応した国交省単価を採用すべきであったのに、賃金実態の技術係員

の給与等に基づき算定した労務単価を採用していた事態は適切ではなく、改善の必要があると認め

られた。

神戸事業所における設備管理業務2契約の予定価格について、刊行物積算について国交省単価を採

用するなどして修正計算すると2割程度低減され、2契約とも刊行物積算が見積積算及び実績積算に

比べて安価となることから、刊行物積算の計1億6883万円に消費税相当額計1350万円を加えた適切な

予定価格は計1億8234万円となり、前記の予定価格計1億9956万円を計1720万円低減できたと認めら

れた。

3 理研が講じた改善の処置

理研本部は、30年9月に設備管理業務の予定価格の積算に係る積算要領を整備して各事業所に対し

て通知し、国交省積算要領の歩掛かりを採用して必要人数を算定するものについて、国交省単価を

採用することとして、適切に予定価格の積算を実施するよう周知する処置を講じた。
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－独立行政法人情報処理推進機構－
       

労働者派遣契約を締結するに当たり、会計規程等に従って競争に付するなどすることにより、契約

手続の公正性及び透明性を確保するとともに、競争の利益を十分に享受できるよう改善させたもの

競争に付するなどする必要があるのに随意契約により契約を締結していた

契約の支払額(支出) ２１億５２９７万円

1 労働者派遣契約等の概要

(1) 労働者派遣契約の概要

独立行政法人情報処理推進機構は、毎年度、派遣会社との間で労働者派遣契約(派遣契約)を締

結し、書類のファイリング、データ入力等の一般的な事務系業務からプログラムの開発やコンピ

ュータセキュリティ等のITに関する専門的な知識及び経験を必要とする技術系業務まで幅広く、

業務の一部を派遣労働者に実施させている。

(2) 契約手続の概要

機構は、契約等に係る事務を会計規程等に基づいて行うこととしている。

会計規程等によれば、機構における契約手続については、予定価格が契約区分ごとに定められ

た額を超える場合には、次の手順で行うこととされている。

① 契約を請求する部(契約請求部)は、当該契約に係る契約方式等について、契約締結等に関す

る事務を行う財務部に事前相談を行う。

② 財務部が契約方式等について検討を行った上で、契約請求部が役員会審議を経て理事長の承

認を受ける。

③ 財務部は、公告等を行い契約を締結する。

(3) 契約方式等の概要

会計規程等によれば、売買、貸借、委託、請負その他の契約を締結しようとするときは、あら

かじめ予定価格を定め、公告して競争に付さなければならないとされている。ただし、契約の性

質又は目的により契約の相手方が特定されているため、その者と契約しなければその目的が達せ

られない場合や、役務の提供等の契約において予定価格が100万円を超えない場合等には、随意契

約等によることができるとされている。

そして、合理的な理由なく契約を分割して発注することにより、随意契約によることはできな

いとされている。また、機構は、一定期間継続する役務の提供等の契約の場合には、単価により

予定価格を定めることができるとしており、単価契約の場合、当該契約に基づく年間支払予定総

額を考慮した上で、随意契約によることができるかを判断するとしている。

随意契約については、平成18年8月に財務大臣から各省各庁の長に対して｢公共調達の適正化に

ついて｣により競争性のない随意契約の見直しについての考え方が示されたことを受けて、経済産

業省は、機構に随意契約の見直しを行うことを求めた。そして、機構は、19年12月に会計規程等

を改正して、特殊な技術、設備等が不可欠であるとして随意契約としていた調達案件等について、

ほかに当該技術、設備等を有している者がいないかを確認するために契約事前確認公募を実施し、

応募者が複数であった場合は一般競争入札等を実施することとしている。

2 検査の結果

機構が28年度に34派遣会社と締結した派遣契約計523件、支払額計10億9066万円及び29年度に33派

遣会社と締結した派遣契約計584件、支払額計12億2024万円、合計1,107件、支払額23億1090万円を

対象として検査したところ、次のような事態が見受けられた。

28年度の派遣契約523件のうち1件、支払額3429万円、29年度の派遣契約584件のうち1件、支払額

296万円、合計2件、支払額3725万円については、会計規程等に基づき、財務部が一般競争契約によ

り派遣会社と派遣契約を締結していた。
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一方、上記の派遣契約を除く28年度522件、支払額計10億5637万円、29年度583件、支払額計12億

1727万円、合計1,105件、22億7364万円については、財務部ではなく、人事、給与等に関する事務を

行う総務部が契約を締結していた。

これらの派遣契約に係る契約手続についてみると、契約請求部は、嘱託職員等の雇用と同様であ

るとして、財務部に事前相談を行わずに、総務部に労働者派遣に係る業務内容、契約期間等の要求

を行い、総務部は、契約方式を検討することなく、当該要求内容が記載された仕様書を複数の派遣

会社に提示するなどして、仕様を満たしている派遣会社と随意契約により派遣契約を締結していた。

そこで、これらの派遣契約に係る1件当たりの支払額についてみると、100万円を超えていたもの

は、28年度計394件、支払額計9億9570万円、29年度計397件、支払額計11億1579万円となっていた。

また、支払額が100万円以下で契約期間が半期ごとや四半期ごとなどになっていた契約の中には、同

一の業務内容を年間を通じて同一の者が行っていることなどから年間契約をすることが可能であり、

年間契約としていれば支払額が100万円を超えることとなったものが、28年度計31件、支払額計137

3万円、29年度計44件、支払額計2773万円となっていた。

上記の支払額が100万円を超えている契約及び年間契約としていれば支払額が100万円を超えるこ

ととなる契約について、業務内容により区分すると、事務系業務に係る契約は計647件、支払額計8

億3683万円となっており、技術系業務に係る契約は計219件、支払額計13億1614万円となっていた。

これらの契約を締結するに当たっては、会計規程等に従って、事務系業務に係る契約については、

履行可能な者を有している派遣会社は特定の派遣会社に限定されるものではないことから競争に付

する必要があり、技術系業務に係る契約については、業務内容を考慮して、履行可能な者を有する

派遣会社が複数存在していることが確認できる場合には競争に付し、確認できない場合であっても

契約事前確認公募を実施する必要があったと認められた。

このように、28、29両年度における派遣契約計866件、支払額計21億5297万円について、会計規程

等に従って財務部による契約方式の検討が行われておらず、随意契約により契約が締結されていた

事態は、契約手続の公正性及び透明性が確保されておらず、競争による利益を十分に享受できないもの

となっていて適切ではなく、改善の必要があると認められた。

3 機構が講じた改善の処置

機構は、30年8月に、契約請求部の担当職員に対して事務連絡を発して、派遣契約の締結に当たっ

ては、会計規程等に従って財務部が契約方式について検討し競争に付するなどすることを周知徹底

し、事務系業務に係る契約については、同年9月以降に契約を締結するものについて、同年8月から

順次競争に付するとともに、技術系業務に係る契約については、31年4月以降に契約を締結するもの

について、履行可能な者を有する派遣会社が複数存在していることが確認できる場合には競争に付

することとし、確認できない場合には契約事前確認公募を実施することとする処置を講じた。
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－独立行政法人勤労者退職金共済機構－
       

中小企業退職金共済契約に係る掛金の口座振替納付について、全ての共済契約者に一律に口座振替

結果通知書を送付する取扱いを廃止し、共済契約者から要望があった場合に個別に同通知書を送付

することとして、同通知書の作成及び発送の業務に係る費用の節減を図るよう改善させたもの

節減できた口座振替結果通知書の作成及び発送の業務に係る費用(支出) ２億１９９５万円

1 中小企業退職金共済制度等の概要

(1) 中小企業退職金共済制度の概要

中小企業退職金共済制度は、中小企業者である事業主が、独立行政法人勤労者退職金共済機構

と中小企業退職金共済契約を締結して(この契約を締結した事業主を｢共済契約者｣)、その雇用す

る従業員を被共済者として、被共済者ごとに掛金月額を定めて毎月分の掛金を翌月末日までに機

構に納付し、被共済者が退職した場合には、当該被共済者等の請求に基づき、機構から掛金納付

月数の区分に応じて政令で定められた退職金が支払われるものである。

(2) 口座振替結果通知書の概要

中小企業退職金共済法施行規則等によれば、共済契約者は、毎月分の掛金の納付を、原則とし

て、共済契約者の預金口座から機構の預金口座への振替により行うこととされている(口座振替納

付)。

機構は、口座振替納付を行った全ての共済契約者(全ての共済契約者)に｢掛金等の振替結果のお

知らせ｣(口座振替結果通知書)を年4回送付して、各回につき3か月分の振替日、振替済額等の掛金

の振替結果の状況を通知することにしており、平成27年度から29年度までの3か年における送付件

数は計4,331,997件となっている。そして、機構は、口座振替結果通知書の作成及び発送の業務を

民間業者に委託して実施しており、これらの業務の実施に要する費用として、当該民間業者等に

業務委託費及び郵便料金を支払っている。

(3) 地方公共団体等による掛金補助及び経営事項審査の概要

中小企業退職金共済契約に係る掛金については、一部の地方公共団体において、当該地方公共

団体の区域内に主たる事業所を有する中小企業者等を対象とした掛金補助の制度が設けられてい

る。この制度は、おおむね共済契約者が補助対象期間中に支払った掛金に一定割合を乗じて得た

額を補助するものとなっており、補助金の申請を行う共済契約者は、掛金の支払を証明する書類

等を当該地方公共団体に提出することとなっている。

また、建設業法によれば、公共性のある施設等に係る建設工事で政令で定めるものを発注者か

ら直接請け負おうとする建設業者は、その経営に関する客観的事項について、当該建設業者に建

設業の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事による審査等(経営事項審査)を受けなければな

らないとされており、退職一時金制度等の導入の有無についても、審査項目の一つとされている。

そして、経営事項審査の申請を行う建設業者は、退職一時金制度等の導入の事実を確認できる資

料として、中小企業退職金共済制度への加入を証明する書類等を国土交通大臣又は都道府県知事

に提出することとなっている。

2 検査の結果

機構において、27年度から29年度までの間に民間業者に委託して実施した口座振替結果通知書の

作成及び発送の業務に係る業務委託費及び郵便料金計2億4267万円を対象として検査したところ、

機構は、全ての共済契約者に口座振替結果通知書を送付している理由を次のとおりとしていた。

ア 加入者サービスの一環として、共済契約者には、確実に口座振替が行われ掛金が領収されたこ

とを証明する書類を交付する必要があること

イ 共済契約者が、①法人税又は所得税の確定申告を行う際には、損金又は必要経費に係る証明書

類として、②地方公共団体による掛金補助の申請を行う際には、掛金の支払の証明書類として、
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また、③国土交通大臣等による経営事項審査の申請を行う際には、中小企業退職金共済制度への

加入の証明書類として、それぞれ口座振替結果通知書を提出する必要があること

しかし、アについては、口座振替納付の場合、共済契約者は、掛金の振替先、振り替えられた金

額、振替日等が記帳された預金通帳等により、確実に口座振替が行われ掛金が領収されたことを、

容易に確認することができると認められた。

イ①については、法人税又は所得税の確定申告を行う際に口座振替結果通知書を証明書類として

提出する必要があるか国税庁に確認したところ、その必要はないとのことであった。

イ②については、掛金補助制度を設けている全279地方公共団体(30年5月末現在)のうち協力が得

られた278地方公共団体の掛金補助の要件等を機構を通じて確認したところ、掛金の支払の証明書類

として口座振替結果通知書を必須としているのは8地方公共団体にすぎず、残りの270地方公共団体

では、預金通帳等の写しなどを掛金の支払の証明書類とすることを認めているなどしていた。

また、イ③については、国土交通大臣及び47都道府県知事が経営事項審査を行うに当たり、退職

一時金制度等の導入の事実を確認できる資料として提出を求めている証明書類を確認したところ、

口座振替結果通知書を必須としているのは1県のみであった。

そして、機構は、これらの状況を十分に把握しないまま、全ての共済契約者に一律に口座振替結

果通知書を送付していた。

このような状況からみて、掛金が領収されたことを証明する書類の交付が必要となる共済契約者

は口座振替結果通知書の提出を必須としている一部の地方公共団体に掛金補助や経営事項審査の申

請を行うなどする共済契約者であり、求めに応じて個別に口座振替結果通知書を送付すれば足りる

ことから、毎年度、多額の費用をかけて、全ての共済契約者に一律に口座振替結果通知書を送付し

ていた事態は適切ではなく、改善の必要があると認められた。

機構が保有する資料を基に、27年度から29年度までの3か年について、掛金が領収されたことを証

明する書類の交付を求める共済契約者数を試算し、当該共済契約者のみに口座振替結果通知書を送

付していたとすれば、その作成及び発送の業務に係る費用は2272万円となり、前記口座振替結果通

知書の作成及び発送の業務に係る費用2億4267万円との差額2億1995万円が節減できたと認められた。

3 機構が講じた改善の処置

機構は、31年1月発送分から、全ての共済契約者に一律に口座振替結果通知書を送付する取扱いを

廃止し、共済契約者から要望があった場合に個別に口座振替結果通知書を送付することとして、そ

の旨を30年7月までに共済契約者等に通知するなどの処置を講じた。
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－日本放送協会－
       

衛星契約への契約種別変更の勧奨を目的とする郵便物の郵送に当たり、割引制度を適切に活用する

ことにより郵便料金の節減を図るよう改善させたもの

節減できた郵便料金(支出) ４６５８万円

1 衛星契約への契約種別変更の勧奨を目的とする郵便物等の概要

(1) 衛星契約への契約種別変更の勧奨を目的とする郵便物の概要

日本放送協会は、放送法に基づき国内基幹放送等を行う法人であり、協会の放送を受信するこ

とのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約(受信契約)をしなけ

ればならないこととなっている。受信契約の契約種別は、日本放送協会放送受信規約において、

地上契約(地上放送のみの受信についての契約)、衛星契約(衛星放送及び地上放送の受信につい

ての契約)等となっており、受信契約を締結した放送受信契約者は、契約種別ごとに定められた

放送受信料(受信料)を協会に支払わなければならないこととなっている。そして、衛星契約の受

信料は、地上契約の受信料より高額となっている。

協会は、地上契約を締結している放送受信契約者(地上契約者)に対して、衛星契約への契約種

別変更の勧奨を目的として、衛星契約の申込書と協会が放送する衛星放送の内容を紹介した冊子

であるBSガイドを同封した郵便物を年に複数回郵送している。

(2) 郵便料金の割引制度等の概要

日本郵便株式会社は、郵便料金について、同社の定めた内国郵便約款(郵便約款)により割引制

度等を次のように設けている。

ア 区分郵便物の割引制度

区分郵便物の割引制度は、郵便物の形状、重量等が同一で、差出人が、受取人の住所又は

居所の郵便区番号ごとに区分して、これらを同時に2,000通以上差し出すなどした場合に適用
(注1)

を受けることができるものである。その割引率は、基本割引率に特別割引率を加算した率と

なっている。基本割引率は、差出通数が2,000通以上10,000通未満の場合3％で、差出通数が

増加するに従って高くなり、100,000通以上の場合6％で最大となっている。また、特別割引

率は、差出人が、郵便約款に定められている送達日数に加えて送達に3日程度の余裕を承諾(3
(注2)

日余裕の承諾)するなど一定の条件を満たす場合にその条件に応じて1％から11％となってい

る。

(注1) 郵便区番号 郵便局における郵便物の配達区域を示す番号。郵便番号7桁のうち前
から3桁又は5桁の番号

(注2) 送達日数 原則として、差し出された日の翌日から起算して3日以内(ただし、日曜
日、休日等は除く。)とされている。

イ 郵便区内特別郵便物の特別料金制度

郵便区内特別郵便物の特別料金制度は、郵便物の形状、重量等が同一で、同一の郵便区内

のみにおいて配達が行われる郵便物を当該郵便区内の配達を行う郵便局に同時に100通以上差

し出すなどした場合に適用を受けることができるものである。郵便区内特別郵便物の特別料

金の割引率は区分郵便物における割引率よりも高くなっており、重量25ｇ以内の基本料金1通

82円の定形郵便物では、割引率の一番低い場合で72円(割引率12.2％)、差出通数が1,000通以

上であって3日余裕の承諾をするなどした割引率の一番高い場合では56円(同31.7％)などとな

っている。

ウ 広告郵便物の割引制度

広告郵便物の割引制度は、郵便物の形状及び重量が同一で、郵便物の内容が専ら差出人の商

品の広告、役務の広告その他営業活動に関する広告を目的として同一内容で大量に作成された

印刷物であると、事前に取り扱う郵便局(料金割引承認局)の承認(広告郵便物の承認)を受けた
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ものについて、差出人が、受取人の住所又は居所の郵便区番号ごとに区分して、これらを同時

に2,000通以上差し出し、3日余裕の承諾をするなどした場合に適用を受けることができるもの

である。その割引率は、基本割引率に特別割引率を加算した率となっている。基本割引率は、

定形郵便物及び定形外郵便物の差出通数が2,000通以上3,000通未満の場合12％で、差出通数が

増加するに従って高くなり、300,000通以上500,000通未満の場合31％、また、1,000,000通以

上の場合37％で最大となっている。また、特別割引率は、差出通数が50,000通以上の郵便物に

ついて、差出人が、郵便約款に定められている郵便局に差し出すなど一定の条件を満たす場合

にその条件に応じて1％から7％となっている。

このように、広告郵便物の割引制度は、区分郵便物の割引制度よりも割引率が高く、差出通数

が多いなどの場合には郵便区内特別郵便物の特別料金制度に比べても割引率が高くなっている。

2 検査の結果

協会本部が平成29年度に郵送した衛星契約への契約種別変更の勧奨を目的とする郵便物659万余

通(本件郵便物)に係る郵便料金3億8398万円を対象として、協会本部において検査したところ、次

のような事態が見受けられた。

協会本部は、本件郵便物の郵送に当たり、大量の差出通数になることが見込まれたことから、郵

便区番号ごとの差出通数が同時に100通以上になるものについては、郵便区内特別郵便物の特別料

金制度の適用を受けていた。また、郵便区番号ごとの差出通数が100通より少ないものについては、

それらをまとめて2,000通以上とした上で区分郵便物の割引制度の適用を受けていた。一方、協会

本部は、本件郵便物について、料金割引承認局に対して広告郵便物の承認を求めておらず、広告郵

便物の割引制度の適用は受けていなかった。

これについて協会は、22年7月に協会本部が料金割引承認局に対して、当時郵送を予定していた

衛星契約への契約種別変更の勧奨を目的とする郵便物について広告郵便物の承認を受けられるか事

前に相談したところ、承認することは難しい旨の返答を得たとしている。そして、協会は、本件郵

便物と上記のとおり判断された郵便物とは発送目的や仕様が大きく異ならないとしており、これら

のことから、料金割引承認局に対して広告郵便物の承認を同月以降一度も求めていなかったとして

いる。

しかし、広告郵便物の割引制度については、日本郵便株式会社のホームページにおいて、会員加

入の案内等は広告郵便物に該当する旨示されていること、本件郵便物は、衛星放送の受信設備を持

たない地上契約者に対して衛星放送番組のPRを行い衛星放送の受信設備の購入・設置及びそれに伴

う地上契約に比べて高額な衛星契約への契約種別変更を勧奨することをその主たる目的としている

こと、また、同一内容で大量に作成された印刷物に該当することなどから、本件郵便物は、広告郵

便物の割引制度を活用するに当たって求められている条件を満たしており、料金割引承認局に広告

郵便物の承認を受けて割引制度の適用を受けることができる蓋然性が高いと思料された。そして、

本件郵便物は、同時期の差出通数が19万余通から100万余通と大量であることから、郵便区内特別

郵便物及び区分郵便物の割引率よりも、広告郵便物の割引率が高くなると認められた。

そこで、30年7月の本院の会計実地検査を踏まえて、協会本部において料金割引承認局に照会を

行ったところ、料金割引承認局から本件郵便物について広告郵便物の承認を受けられる旨の返答が

得られたことから、本件郵便物について事前に広告郵便物の承認を求めれば、より割引率の高い広

告郵便物の割引制度の適用を受けることが可能であったと認められた。

協会本部において、本件郵便物について広告郵便物の割引制度の適用を受けていたとすれば、郵

便料金3億8398万円は3億3739万円となり、4658万円節減できたと認められた。

3 協会が講じた改善の処置

協会は、30年9月に、関係部署に対して事務連絡を発して、今後、衛星契約への契約種別変更の

勧奨を目的とする郵便物を郵送する際には、より割引率の高い広告郵便物の割引制度の適用を適切

に受けるよう周知するなどの処置を講じた。
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－株式会社商工組合中央金庫－
       

危機対応準備金について、事業年度ごとに、危機対応業務の円滑な実施のために必要な財政基盤が

十分に確保されるに至っているか具体的な検討を行うとともに、国庫納付が可能であると判断した

場合は、適切に国庫に納付するよう改善させたもの

危機対応準備金の額と株式会社商工組合中央金庫が算定した

平成30年度の所要額との開差額(収入支出外) １５０億円

1 危機対応準備金の概要

株式会社商工組合中央金庫(商工中金)は、平成20年10月以降、危機対応業務に係る貸付け(危機対

応貸付け)を行っているが、その事業規模は、21年4月の｢経済危機対策｣等により、従来の1兆2000億

円から4兆2000億円へと拡大された。そして、政府は、危機対応貸付けの事業規模拡大の中でその円

滑な実施を図るため、商工中金の財政基盤の確保を目的として、同年7月に、21年度補正予算により

1500億円を商工中金に出資し、商工中金は、同額を危機対応準備金として計上した。

危機対応準備金は、国による返還請求権が付されていないことから負債ではなく、欠損の塡補を

行うことが可能となっていることから、資本として位置付けられている。また、危機対応準備金の

額が計上されている場合は、株式会社商工組合中央金庫法(商工中金法)第48条第1項等の規定により、

商工中金は、事業年度ごとに、事業年度経過後3か月以内に危機対応準備金の額の見通し及びその根

拠について経済産業大臣及び財務大臣(両大臣)に報告することとなっている。さらに、商工中金法

附則第2条の8の規定により、商工中金が、危機対応業務の円滑な実施のために必要な財政基盤が十

分に確保されるに至ったと認める場合には、危機対応準備金の額の全部又は一部に相当する金額を

国庫に納付することとなっている(危機対応業務の概要については、前掲166ページ参照)。

2 検査の結果

危機対応準備金や危機対応貸付けを対象に検査したところ、次のような事態が見受けられた。

商工中金は、事業年度ごとに、危機対応準備金の額の見通し及びその根拠を両大臣に報告してい

たが、28年度までの報告内容は、見通しについては前年同期と比べて変わらないとしており、また、

見通しが前年同期と比べて変わらない根拠については｢欠損のてん補を行うこと及び国庫納付を行う

ことをいずれも予定していないため｣としていて具体的なものとはなっていなかった。

そこで、見通しの具体的な根拠を検討しているか確認したところ、商工中金は、中期経営計画策

定時に、国際的な金融規制を踏まえるなどして、安定的な経営基盤を確保するための総自己資本比

率(23年度末までは自己資本比率)の目標を設定したり、毎年度の事業計画策定時に、自己資本の質

的向上等について設定したりしていたが、危機対応業務の円滑な実施のために必要な財政基盤が十

分に確保されるに至っているかについて具体的な検討を行っていなかった。

一方、商工中金において、危機対応業務の要件確認における不正事案が判明し、要件を充足して

いない危機対応貸付けが相当数あったことなどが明らかになったことから、実需を上回る危機対応

貸付けが行われてきたと思料された。また、商工中金は、28年12月から、新規に行う危機対応貸付

け全件の要件適合性の確認を本店で行うなどの再発防止策を講じていたことから、危機対応貸付け

の新規貸付件数は大きく減少していることなどが想定された。

このような危機対応貸付けの実施状況の中で、商工中金は、29年6月に29年度の危機対応準備金の

額の見通し及びその根拠を両大臣に報告していたが、その内容は、いずれも前年度までの報告と同

様であり、29年度の事業計画策定時に、自己資本の質的向上等について設定するなどしていたが、

危機対応業務の円滑な実施のために必要な財政基盤が十分に確保されるに至っているかについて具

体的な検討を行っていなかった。

そこで、27年4月から29年3月までの半期ごとの商工中金が行った危機対応貸付けの実施状況の推

移をみたところ、新規貸付件数及び貸付金額並びに期末貸付残高は大幅な減少傾向にあり、特に、
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28年11月に危機対応業務に係る不正事案の公表を行った28年度下半期は、新規貸付件数及び貸付金

額は、前年同期比で共に50％以上減少していて、また、期末貸付残高は前年同期比で21.0％減少し

ていた。

また、総自己資本比率の目標とその達成状況をみたところ、第一次及び第二次中期経営計画につ

いては当該目標は達成され、第三次中期経営計画についても、28年度末時点では当該目標を上回る

状況となっていた。

そして、同年度末時点までの総自己資本の額の主な内訳の推移をみたところ、利益剰余金が継続

して増加していることから、欠損の塡補が行われるような状況とはなっていなかった。

このように、危機対応準備金について、危機対応業務の円滑な実施のために必要な財政基盤が十

分に確保されるに至ったと認める場合には、その額の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付す

ることとなっているのに、商工中金が、危機対応貸付けの実施状況等を踏まえて、危機対応業務の

円滑な実施のために必要な財政基盤が十分に確保されるに至っているかについて具体的な検討を行

っていない事態は適切ではなく、改善の必要があると認められた。

3 商工中金が講じた改善の処置

商工中金は、危機対応準備金について、次のような処置を講じた。

ア 30年5月に商工中金法第59条及び株式会社日本政策金融公庫法第24条の規定による命令に基づき

主務大臣等(財務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び金融庁長官)に提出した｢ビジネスモデル

等に係る業務の改善計画｣において、今後の危機対応貸付けの残高の減少等を踏まえて、危機対応

業務の円滑な実施のために必要な財政基盤が十分に確保されるに至ったかどうかの観点から、危

機対応準備金の額の適正な水準を事業年度ごとに検討していくこととした。

イ アの検討の結果、30年度における危機対応準備金の所要額を1350億円と算定して、29年度末の

危機対応準備金の額1500億円との差額150億円を国庫納付することが可能であると判断した上で、

31年3月に同額を国庫納付することを30年6月の株主総会に付議して可決された。そして、同月、

30年度における危機対応準備金の額の見通しを1350億円として、150億円を国庫納付することを予

定していることを経済産業大臣及び財務大臣に報告した。
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－エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株

式会社－
       

浸水リスクがある区域に所在する通信ビル等に配備している移動電源車について、洪水等による浸

水が予見される場合の移動に係る具体的な取扱いを定めることなどにより、大規模な洪水等が発生

した場合でもその機能を発揮して商用電源が途絶するなどした通信ビルの電源救済を効果的に行う

ことができるよう改善させたもの

浸水リスクがある区域内の通信ビル等に配備されている移動電源車の固定資産取得価額

(リース資産に関してはリース料額)(収入支出外) コム社１１億１６０５万円、

東会社２１億６９０７万円、西会社８億６０９１万円

1 移動電源車等の概要

(1) 3会社の災害対策の体制

東日本電信電話株式会社(東会社)、西日本電信電話株式会社(西会社)及びエヌ・ティ・ティ・

コミュニケーションズ株式会社(コム社。これらを｢3会社｣)は、電気通信事業法(事業法)等に基づ

き、電気通信役務を提供するために、電気通信を行うための機械、器具等である電気通信設備を

通信ビルに設置している。

災害対策基本法(基本法)及び防災基本計画によれば、基本法に基づいて指定される指定公共機

関は防災業務計画を作成することとされ、企業は災害時に果たす役割を十分に認識し、災害時に

重要業務を継続するための事業継続計画(BCP)を策定するよう努めることとされている。

3会社は、指定公共機関として、その業務の公共性又は公益性に鑑み、それぞれの業務を通じて

防災に寄与しなければならないこととされており防災業務計画を作成するとともに、これに基づ

いてそれぞれ災害等対策規程を定めている。これらによれば、災害発生時において電気通信サー

ビスを確保し、又は被害を迅速に復旧するために、必要に応じて非常用電源装置を含めた災害対

策用の機器、車両等を合理的に配置することとされている。

(2) 電気通信設備の災害対策に関する基準等

事業法に基づく事業用電気通信設備規則によれば、事業用電気通信設備は、商用電源の供給が

停止した場合においてその取り扱う通信が停止することのないよう発動発電機又は蓄電池の設置

その他これに準ずる措置が講じられていなければならないことなどとされている。

また、電気通信事業者は、大規模な災害により電気通信役務の提供に支障が生ずることを防止

するために、地方公共団体が公表する自然災害の想定に関する情報を考慮し、電気通信設備の設

置場所を決定若しくは変更し、又は適切な防災措置を講ずるよう努めなければならないこととさ

れている。

(3) 移動電源車等の概要

3会社は、災害等対策規程等に基づき、商用電源が途絶した場合に電気通信役務の提供が途絶す

ることのないよう通信ビルに電気通信設備である発動発電機や蓄電池を設置している。また、発

動発電機が故障した場合等に、一定の範囲に所在する通信ビルへ電源のバックアップ(電源救済)

を行うために、発動発電機、送電に必要なケーブル等を搭載した車両である移動電源車を通信ビ

ル等に配備しており、移動電源車についても、事業法上の電気通信設備に該当する。

3会社の移動電源車の配備基準によれば、移動電源車は災害や事故等の緊急時に備えて運用され、

高圧の移動電源車は、通信ビルの発動発電機が故障するなどした場合に電気通信役務の中断がな

いように配備され、その稼働範囲は、蓄電池の保持時間等を考慮しておおむね半径75kmとされて

いるが、広域災害により複数の通信ビルが被災するなどした場合には、より広域的に対応するこ

ととされている。そして、移動電源車を配備する通信ビル等の選定に当たっては、地理的条件、
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災害発生頻度等を考慮して効率的に運用ができるよう、東会社の事業部及び西会社の地域事業本

部(これらを｢事業部等｣)並びにコム社等で調整の上、選定することなどとされている。

(4) 水害に関する想定

水防法によれば、国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長は、同法により指定した河川が氾

濫した場合、排水施設等から雨水を排除できなくなった場合、又は高潮による氾濫が発生した場

合に、浸水が想定される区域をそれぞれ指定することとされている。

また、津波防災地域づくりに関する法律によれば、都道府県知事は、津波があった場合に想定

される浸水の区域(水防法に基づいて指定される区域と合わせて｢浸水リスクがある区域｣)を、設

定及び公表することとされている。

2 検査の結果

3会社が通信ビル等に配備している移動電源車の状況について、東会社の6事業部における移動電
(注1)

源車計104台(固定資産取得価額計54億1773万円(平成29年度末))、西会社の6地域事業本部における
(注2)

移動電源車計56台(固定資産取得価額及びリース料額計20億7252万円(同))及びコム社における移動

電源車計30台(同計23億8656万円(同))を対象として検査したところ、東会社は計40台(固定資産取得

価額計21億6907万円)を、西会社は計20台(同計8億6091万円)を、コム社は計13台(固定資産取得価額

及びリース料額計11億1605万円)を浸水リスクがある区域に所在する通信ビル等に配備している状況

となっていた。

そして、広域的な通信ビルの電源救済を目的とする移動電源車が、洪水等が発生した場合でもそ

の機能を発揮できるようにするためには、洪水等による浸水が予見される場合に、その機能が損な

われたり、電源救済を行うための移動が不可能となったりしないよう移動電源車を適時適切に移動

させることが必要となる。そこで、事業部等及びコム社において、洪水等による浸水が予見される

場合の移動電源車に関する取扱いについてみたところ、具体的な取扱いを定めていなかった。また、

事業部等及びコム社が、洪水等のおそれがある場合に、浸水リスクがある区域に所在する通信ビル

等に配備している移動電源車を移動した実績はなかった。

このように、多数の移動電源車が洪水等による浸水リスクがある区域に所在する通信ビル等に配

備されているのに、これらの移動電源車について、洪水等による浸水が予見される場合の移動に係

る具体的な取扱いを定めていなかった事態は、広域的な通信ビルの電源救済を目的として配備され

た移動電源車が、大規模な洪水等が発生した場合に商用電源が途絶するなどした通信ビルの電源救

済を効果的に行うことができなくなるおそれがあり、適切とは認められず、改善の必要があると認

められた。

(注1) 6事業部 東京、神奈川、千葉、埼玉、宮城、北海道各事業部

(注2) 6地域事業本部 関西、東海、北陸、中国、四国、九州各地域事業本部

3 が講じた改善の処置3会社

3会社は30年8月に、それぞれ文書を発するなどして、次のような処置を講じた。

ア 浸水リスクがある区域に所在する通信ビル等に配備せざるを得ない移動電源車について、洪水

等による浸水のおそれを予見するために収集すべき情報を明示したり、収集した情報に基づいて

移動電源車の移動に向けて執るべき標準的な取扱いを定めたり、浸水のおそれが生じた場合にお

いて移動すべき緊急待避場所を定めたりなどして、浸水リスクに対応できる体制を整備した。な

お、コム社は、これに加えて、浸水リスクがある区域に所在する通信ビルに配備している移動電

源車のうち2台について、浸水リスクがある区域外に所在する通信ビルに配備することを決定した。

イ 移動電源車を配備している通信ビル等について、毎年、最新の浸水リスクがある区域の確認を

継続的に行い、過去に検討した内容を踏まえて緊急待避場所等を継続的に見直す体制を整備した。
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(５) 不当事項に係る是正措置等の検査の結果

～目 次～

＜件 名＞ ページ

・検査報告に掲記した不当事項に係る是正措置の状況について････････････ ３３１

・本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項に係る処置の履

行状況について････････････････････････････････････････････････････ ３３２
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検査報告に掲記した不当事項に係る是正措置の状況について

是正措置が未済となっている件数及び金額 ４１１件 １０２億１３９７万円

(前年度 ４５６件 １０５億１４４８万円)

1 不当事項に係る是正措置の概要

本院は、会計検査院法第29条第3号の規定に基づき、検査の結果、法律、政令若しくは予算に違反

し又は不当と認めた事項を不当事項として検査報告に掲記している。

省庁及び団体(省庁等)は、検査報告に掲記された不当事項に対して、省庁等が講じた又は講ずる

予定の是正措置について説明する書類を作成しており、この書類は｢検査報告に関し国会に対する説

明書｣として毎年度国会に提出されている。

検査報告に掲記された不当事項に係る是正措置には次の方法がある。

① 補助金、保険給付金等の過大交付、租税、保険料等の徴収不足及び不正行為に係る不当事項に

対して、省庁等が指摘に係る返還額等を債権として管理して、返還させたり徴収したりなどする

ことによる是正措置(金銭を返還させる是正措置)

② 租税及び保険料の徴収過大等に係る不当事項に対して、省庁等が指摘に係る還付額を還付等す

ることによる是正措置(金銭を還付する是正措置)

③ 構造物の設計及び施工が不適切となっている事態等に係る不当事項に対して、省庁等が手直し

工事、体制整備等を行うことによる是正措置(手直し工事等による是正措置)

④ 会計経理の手続が法令等に違反しているが省庁等に実質的な損害が生じているとは認められな

いなどの不当事項に対して、同様の事態が生じないよう指導の強化を図るなどの再発防止策を実

施することによる是正措置

2 検査の結果

昭和21年度から平成28年度までの検査報告に掲記した不当事項についてみると、是正措置が未済

となっているものが49省庁等における411件102億1397万円ある。このうち、金銭を返還させる是正
(注1)

措置を必要とするものが49省庁等における398件98億9198万円、金銭を還付する是正措置を必要とす

るものが2団体における5件208万円、手直し工事等による是正措置を必要とするものが4省におけ
(注2) (注3)

る9件3億1990万円ある。

(注1) 411件102億1397万円 1件について複数の方法による是正措置が必要なものがあるた
め、それぞれの是正措置の件数を合計しても411件とは一致しない。また、指摘金
額の一部でも是正措置が講じられた場合は、当該金額を是正措置が完了した金額
として計上しているが、是正措置が全て講じられるまでは是正措置が完了した件
数として計上していない。

(注2) 2団体 独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究センター

(注3) 4省 農林水産、国土交通、環境、防衛各省

3 本院の所見

是正措置が未済となっているものの中には、債務者等の資力が十分でなかったり、債務者等が行

方不明であったりなどしているため、その回収が困難となっているものも存在するが、省庁等にお

いて、引き続き適切な債権管理を行うことなどにより、是正措置が適正かつ円滑に講じられること

が肝要である。

本院は、是正措置が未済となっているものの状況について今後とも引き続き検査していくことと

する。
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本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項に係る処置の履行状況について

改善の処置の履行状況を検査した事項の件数 ６４件

(前年度 ８０件)

1 本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項に関する検査の概要

本院は、検査の過程において会計検査院法第34条又は第36条の規定による意見表示又は処置要求

を必要とする事態として指摘したところ、その指摘を契機として省庁及び団体(省庁等)において改

善の処置を講じたものを、検査報告に本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項(処

置済事項)として掲記している。

一方、本院は、毎年次策定している会計検査の基本方針にのっとり、検査の結果が予算の編成・

執行や事業運営等に的確に反映され実効あるものとなるように、その後の是正改善等の状況を継続

して検査することとしている。検査報告に掲記した処置済事項についても、省庁等が制度を改める

などの改善の処置が履行されること(改善の処置に基づき、その後の会計経理等が適切に行われるこ

と)により初めて実効あるものとなることから、当該改善の処置が履行されるまでその履行状況を継

続して検査している。

2 検査の結果

本院は、改善の処置が履行されているかなどに着眼して、平成28年度決算検査報告において改善

の処置の履行状況を継続して検査していくこととした処置済事項73件のうち、検査報告掲記時点で

既に履行済であったため検査の必要がなかったもの1件及び今年次は履行状況の検査の対象となる会

計経理等の実績がなかったことから検査を実施しなかったもの8件を除いた64件について、平成29年

8月から30年7月までの間に、関係する27省庁等を検査した。

検査したところ、改善の処置が履行されていたもの(履行済)が45件、検査した範囲では改善の処

置が履行されていたもの(検査分履行済)が19件、改善の処置が一部履行されていなかったもの(一部

不履行)及び改善の処置が全く履行されていなかったもの(不履行)はそれぞれ0件となっていた。

3 本院の所見

処置済事項については、省庁等において改善の処置を講じた事項に係る処置が確実に履行される

ことが肝要である。

本院は、検査分履行済19件、今年次は履行状況の検査の対象となる会計経理等の実績がなかった

ことから検査を実施しなかったもの8件及び平成29年度決算検査報告に掲記した処置済事項39件の計

66件について、改善の処置の履行状況を継続して検査していくこととする。
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(６) 国会及び内閣に対する報告（随時報告）

～目 次～

＜件 名＞ ページ

・租税特別措置(相続税関係)の適用状況等について･･････････････････････ ３３５

・各府省庁の災害関連情報システムに係る整備、運用等の状況について････ ３３８

・官民ファンドにおける業務運営の状況について････････････････････････ ３４２

・在日米軍関係経費の執行状況等について･･････････････････････････････ ３４６

・高速増殖原型炉もんじゅの研究開発の状況及び今後の廃止措置について･･ ３５０

・石油・天然ガスの探鉱等に係るリスクマネーの供給について････････････ ３５４

・株式会社商工組合中央金庫における危機対応業務の実施状況等について･･ ３５９
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租税特別措置(相続税関係)の適用状況等について

1 検査の背景

(1) 租税特別措置の趣旨及び租税特別措置を取り巻く状況

租税特別措置(特別措置)は、租税特別措置法(措置法)に基づき、特定の個人や企業の税負担を

軽減することなどにより、国による特定の政策目的を実現するための特別な政策手段であるとさ

れ、｢公平・中立・簡素｣という税制の基本原則の例外措置として設けられている。平成22年度税

制改正大綱では、特別措置をゼロベースから見直して、整理合理化を進めることが必要とされた。

見直しに際しては、適用実態等からみて国民の納得できる必要最小限の措置となっているかなど

といった指針により実施することとされている。

また、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律により、税負担の軽減等を行う相続税

関係の特別措置(相続税関係特別措置)について、財務大臣は適用実態を調査する必要があると認

めるときは、その必要の限度において、税務署長に提出される調書等を利用することなどができ

ることとされているが、これまでに同法に基づき適用実態の調査を実施したことはない。

(2) 関係省庁及び財務省における特別措置の検証

相続税関係特別措置のうち、特定の行政目的の実現のために税負担の軽減等を行うもの(相続税

軽減措置)については、政策評価に関する基本方針等に基づき、新設又は内容の拡充若しくは期限

の延長等の際に、積極的かつ自主的に事前評価を実施するよう努め、また、事後評価の対象とす

るよう努めるものとされた。そして、租税特別措置等に係る政策評価の実施に関するガイドライ

ンによれば、税制上の措置を特定の政策目的を実現するための手段として位置付けている行政機

関(関係省庁)は、適用数や適用額、減収額等を把握することに努めるなどとされている。

このほかに、税制改正要望の際に財務省に提出される税制改正要望書において、関係省庁及び

財務省により、特別措置の効果等の検証が行われることになっている。

2 検査の着眼点

本院は、①相続税関係特別措置の適用状況はどのようになっているか、②相続税軽減措置に係る

関係省庁及び財務省による検証状況等はどのようになっているか、③減収見込額が多額に上ってい

る相続税軽減措置について、指針等により検証が適切に行われているかなどに着眼して検査した。

3 検査の状況

(1) 相続税関係特別措置の適用状況

27年4月1日現在で施行されている相続税関係特別措置は24措置となっていた。

(2) 関係省庁及び財務省における相続税軽減措置に係る検証状況及び適用実績の把握状況

上記の24措置について、関係省庁である11府省庁が自ら所管する政策と関係付けていることか

ら特定の行政目的の実現のための手段とされていると認められる特別措置を特定したところ21措

置となっており、これに対応する政策等の単位(関係省庁が所管している特別措置に係る政策等の

単位をいう。)の件数45件を対象として11府省庁における政策評価の実施状況等についてみたとこ

ろ、22年度から28年度までの間に政策評価を実施した実績がない政策等は41件となっていた。適

用始期から29年4月1日までの期間が10年を超えている政策等は32件あり、このうち政策評価を実

施した実績がない政策等は31件となっていた。

国税庁は、前記24措置のうち22措置の適用実績を把握しているが、関係省庁が当該適用実績を

必ずしも容易に活用することのできない状況となっていた。

(3) 減収見込額が多額に上っている相続税軽減措置の適用状況及び検証状況

ア 小規模宅地等の特例(措置法第69条の4)は、事業用又は居住用宅地等の相続税の課税価格を軽

減することで相続人の事業又は居住の継続等に配慮することを目的として創設された制度であ

る。

相続により取得した土地等の財産を相続税の申告期限(相続開始日の翌日から10か月)の翌日
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以後3年を経過する日までに譲渡していた2,907人について適用状況をみると、243人が小規模宅

地等の特例を適用していた。そして、当該243人が譲渡した土地等273件の申告期限の翌日から

譲渡までの期間を確認したところ、相続人が相続税の申告期限の翌日から1年以内に譲渡してい

たものが163件(うち貸付事業用宅地等は110件)、1か月以内に譲渡していたものも22件(同13

件)見受けられた。

関係省庁は28年度に事後評価を実施していたが、このように、事業又は居住の継続への配慮

という政策目的に沿ったものとなっていないと思料される状況となっていた。

イ 農地等の相続税の納税猶予(措置法第70条の6)は、相続により承継された農地等が農地等とし

て確実に利用されることを確保するために創設された制度である。特定貸付特例(措置法第70条

の6の2、第70条の6の3)は、特定貸付けを行った場合には、農地等の相続税の納税猶予の適用を

継続して受けることができる制度である。

農業相続人683人が相続により取得した特例農地等の種類別の適用状況をみたところ、市街化

区域外の農地等に対する適用面積が過半を占めていたが、納税猶予税額は、市街化区域内の農

地等に係るものが全体の96.3％となっていた。そして、所得税等の確定申告書の提出のあった

農業相続人589人のうち、農業所得が赤字で不動産所得等と損益通算を行っている農業相続人が

299人おり、農業所得以外の所得を経営の基盤として農業経営を継続している農業相続人が相当

数を占めると思料された。また、市街化区域外の農地等や都市営農農地等は終身にわたり農業

経営を継続した場合等に、それぞれ猶予されている相続税が免除されることとなっている一方

で、三大都市圏特定市以外の市街化区域内にある農地等のみを相続した農業相続人195人につい

ては、農業経営を20年継続すれば猶予されていた相続税が免除されることとなっているが、平

成24年簡易生命表から平均余命を機械的に試算したところ、20年10か月を上回る者が138人(70.

7％)となっていた。これらの者は、相続税を納付することなく特例農地等の譲渡等が可能とな

ることが見込まれる状況となっていた。

関係省庁は、税制改正要望の際に効果等の検証を行ったとしていたが、このように、検証の

際に留意すべき点も見受けられた。また、制度全体についての検証は行われていなかった。

ウ 事業承継税制(措置法第70条の7、第70条の7の2)は、中小企業における経営の承継に伴い、当

該中小企業の株式等に係る贈与税及び相続税の納付が見込まれることなどにより事業活動の継

続に支障が生じていると経済産業大臣が認定する企業の株式等を有する後継者に対して贈与税

及び相続税の納税を猶予等し、中小企業の事業承継を円滑化することにより、中小企業の事業

活動の継続を実現し、雇用の確保や地域経済の活力維持につなげることなどを目的とする制度

である。

贈与承継会社153件及び承継会社237件について適用状況をみたところ、事業承継税制の対象

となる中小企業者は資本金の額が一定の金額以下であることなどが要件となっているが、資本

金の額に対して多額の資本剰余金の額を計上している会社等も見受けられ、最大で資本金の約

885倍の資本剰余金が計上されていた。また、事業実態がなく単に資産を管理している会社を対

象外とするなどのために、資産保有型会社等に該当しないことが要件となっているが、資産保

有型会社等に該当する66件の会社については、従業員の数が5人以上であることなどの要件を満

たすことから、事業実態がある資産保有型会社として、事業実態に係る資産のみではなく、全

ての資産の価額を対象として納税猶予税額を計算し、事業承継税制が適用されていた。

関係省庁は、23年度に事後評価、25年度及び29年度税制改正要望の際に事前評価を実施する

などしていたが、このように、事業承継税制の政策目的に照らして、必ずしも必要最小限のも

のとなっていないと考えられる状況が見受けられた。

4 所見

特別措置は、｢公平・中立・簡素｣という税制の基本原則の例外措置として設けられているもので

あり、その効果を不断に検証して真に必要なものに限定すべきであるとされている。
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相続税関係特別措置について、政策評価や適用実態の調査の実施が義務付けられておらず、また、

適用実績の把握が困難な場合もあるものの、相続税軽減措置に係る減収見込額が多額に上っている

ことを踏まえて、前記のような小規模宅地等の特例、農地等の相続税の納税猶予等及び事業承継税

制の検証の状況を念頭に置きつつ、関係省庁において、相続税軽減措置について、引き続きその検

証等の基礎となる適用実績の把握等に努めるなどして、指針等により政策評価や税制改正要望の際

の検証を行い、政策の企画立案作業に活用するとともに、相続税軽減措置の透明性を向上させ、そ

の適用に当たって国民に対する説明責任を果たしていくことが望まれる。

また、財務省において、相続税軽減措置について、今後とも十分に検証していくことが望まれる。

本院としては、今後とも相続税関係特別措置の適用状況並びに関係省庁及び財務省による検証状

況について、引き続き注視していくこととする。
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各府省庁の災害関連情報システムに係る整備、運用等の状況について

1 検査の背景

我が国の防災の基本法として災害対策基本法が制定されている。同法によれば、内閣府に中央防

災会議を置くとされ、同会議は、災害予防、災害応急対策及び災害復旧の基本となる防災基本計画

の作成、その実施の推進、防災に関する重要事項の審議をそれぞれ行うなどとされている。そして、

平成24年6月の改正では、内閣総理大臣が指定する行政機関(指定行政機関)の長、地方行政機関の長

(両機関を｢指定府省庁｣)、地方公共団体の長等、内閣総理大臣が指定する公共機関(指定公共機関)

等は、災害に関する情報を共有し、相互に連携して災害応急対策の実施に努めなければならないと

規定された。

同会議は、指定行政機関等が個々に整備している防災情報システムの相互の連携がとられていな

い面があり、効果的な防災対策に結び付いておらず指定行政機関等間での防災情報の共有化が必要

であるとして、14年10月に｢防災情報の共有化に関する専門調査会｣を設置して、政府が緊急に推進

すべき防災情報システムの整備戦略について検討を行い、15年3月に｢防災情報システム整備の基本

方針｣(基本方針)を決定した。基本方針では、指定行政機関等が共有すべき情報を共通のシステムに

集約し、その情報にいずれからもアクセスできる防災情報共通プラットフォーム(防災PF)を構築す

ることとされた。

各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議は、17年12月に｢災害管理業務の業務・システム最適化計

画｣(最適化計画)を策定し、防災PFにより防災情報の共有化を図ることとした。22年8月に改定され

た最適化計画では、防災PF等3システムを統合し、総合防災情報システム(総防システム)として一体

的に運用、管理を行うこととされ、内閣府は23年5月に総防システムの運用を開始した。

総防システムでは、各指定府省庁等が入力したり閲覧したりする情報を、｢津波｣｢台風｣｢地震｣｢地

震被害推計｣｢電力｣｢ガス｣｢水道｣｢電話回線｣｢河川・ダム｣｢道路｣｢鉄道｣｢被害報｣｢施設情報｣｢部隊派

遣｣｢ヘリ位置｣の15種類に分類して整理している。そして、各指定府省庁及び指定公共機関が、情報

を総防システムに自動入力するなどして当該情報を総防システムに一元的に登録することにより、

各指定府省庁及び指定公共機関は、当該情報を共有することができるようになっている。

中央防災会議は、29年4月に防災対策実行会議の｢災害対策標準化推進ワーキンググループ｣の下に、

国と地方・民間の｢災害情報ハブ｣推進チームを立ち上げた。そして、その第1回検討会において、国

立研究開発法人防災科学技術研究所等が府省庁連携防災情報共有システムで集約及び提供すること

を検討している情報項目案の一覧(標準化災害情報プロダクツ)が資料として提出された。標準化災

害情報プロダクツは、指定行政機関等が運用している情報システムで取り扱われている多様な形式

の災害に関する情報項目を3の大分類、20の中分類、63の小分類に整理したものとなっている。

防災業務のうち、災害応急対策は、発災直後に行うことから迅速かつ円滑な実施が必要とされる

業務である。このため、国は、災害応急対策に用いる情報(災害関連情報)を可能な限り迅速かつ的

確に収集し、また、地方公共団体、公共機関等と共有するなどする必要がある。そして、各指定府

省庁は、上記の収集や共有を円滑に実施するなどのために、それぞれが整備している情報システム

の運用継続性を適切に確保し、効率的、効果的に整備し、運用等することが重要である(総防システ

ムと各指定府省庁が整備した総防システム以外の災害関連情報を収集等する情報システムを｢災害関

連情報システム｣)。

そこで、本院は、災害関連情報システムの整備、運用等の状況について、合規性、経済性、効率

性、有効性等の観点から、次の点に着眼して、検査した。

ア 災害関連情報システムの整備状況等はどのようになっているか。

イ 災害関連情報システムを整備等している各指定府省庁は、災害応急対策を効率的、効果的に行

えるよう、各災害関連情報システム等により収集した災害関連情報を他府省庁、地方公共団体、

公共機関等との間で適切に共有しているか。
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ウ 災害関連情報システムを整備等している各指定府省庁は、災害時に、災害関連情報を迅速かつ

的確に収集し、伝達できるよう、各災害関連情報システムの運用継続性を確保するために十分な

措置を講じているか。

2 検査の状況

災害関連情報システムの整備状況等(1)

災害関連情報システムを整備、運用等していたのは、24の指定府省庁のうち12府省庁で、67シ

ステムとなっていた。また、24年度から29年度(29年9月30日まで)までの整備経費の支払額は計3

96億6954万円、運用等経費の支払額は計566億2355万円、整備経費及び運用等経費に係る支払総額

は合計962億9310万円となっている。このうち、内閣府において、後継となる新たな災害関連情報

システムを整備したのに、既存の災害関連情報システムに係る契約を見直さないまま継続して経

。費を支払っていた事態が見受けられた

上記の67システムについて、どのような災害応急対策で使用するかをみたところ、災害発生直

前の対策、発災直後の情報の収集・連絡及び活動体制の確立、災害の拡大・二次災害・複合災害

の防止及び応急復旧活動等に使用するものが多く、保健衛生・防疫・遺体対策に関する活動、社

会秩序の維持・物価の安定等に関する活動、応急の教育に関する活動及び自発的支援の受入れに

使用するものは整備されていなかった。

また、システム取扱情報について、標準化災害情報プロダクツで示されている情報項目等へ該

当させてみると、延べ436件となっていた。そして、｢ハザード｣に関する情報は延べ246件、｢被

害｣に関する情報は延べ96件、｢対応｣に関する情報は延べ41件等となっていた。また、これらの登

録方法をみたところ、｢被害｣及び｢対応｣に関する情報は自動入力されることになっているものが

少なくなっていた。

(2) 各災害関連情報システムによる災害関連情報の共有状況等

ア 総防システムによる災害関連情報の共有状況等

総防システムへの災害関連情報15項目の登録状況についてみたところ、各指定府省庁及び指

定公共機関の情報システムから総防システムへの自動入力が｢津波｣｢台風｣｢地震｣｢電力｣｢ガス｣

｢河川・ダム｣｢部隊派遣｣の7項目の全部又は一部で行われているものの、手入力に限られている

｢水道｣｢電話回線｣｢道路｣｢鉄道｣｢被害報｣｢施設情報｣の6項目については、登録が低調となってい

た。また、地方公共団体の情報システムと総防システムとは接続されていなかった。そして、

総防システムに登録された災害関連情報の各指定府省庁、地方公共団体、一般国民等に対して

の情報提供については、12省庁において、総防システムと他の災害関連情報システムの情報連

携を行い、自動入力を行う機能を把握しておらず、また、職員による閲覧回数が低調となって

いたり、内閣府において、総防システムに一般国民等への情報提供機能を整備していたのに当

該災害関連情報を閲覧できるようにしていなかったりなどしていた。

イ 総防システム以外の災害関連情報システム間の情報連携の状況等

各指定府省庁が他府省庁からの提供を必要と考えている災害関連情報等について調査したと

ころ、災害関連情報システムによる提供が全くされていない｢被害｣のうちの｢施設｣｢交通｣｢通

信｣や｢対応｣のうちの｢医療｣｢物資｣に係る情報等、提供が必要であると回答した情報が多くあっ

た。総防システム以外の66の災害関連情報システムにおいて、他の災害関連情報システム等と

の情報連携が行われているかをみたところ、39システムにおいて情報連携が行われていた。66

システムのうち他の総防システム以外の災害関連情報システム等と情報連携を行っている災害

関連情報システム延べ42システムについて、情報連携が行われているシステム取扱情報がどの

ような内容となっているかを、標準化災害情報プロダクツによる情報項目の分類に沿ってみた

ところ、｢ハザード｣に関する情報が26システムと最も多く、｢被害｣に関する情報及び｢対応｣に

関する情報の共有は、電話、ファクシミリ、メール等の手段によるものが主流となっていた。
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66システムのうち都道府県の情報システムとの情報連携を行っている10システムに係るシステ

ム取扱情報がどのような内容のものか標準化災害情報プロダクツによる情報項目の分類に沿っ

てみたところ、半数以上が｢ハザード｣に関する情報となっていた。66システムについて、指定

公共機関等が保有する情報システムと情報連携が行われている災害関連情報システムは8システ

ムで、情報連携先は70法人となっていた。この8システムの災害関連情報がどのような内容のも

のか標準化災害情報プロダクツによる情報項目の分類に沿ってみたところ、4システムが｢ハザ

ード｣に関する情報となっていた。

ウ 災害関連情報システムに登録された災害関連情報の公開状況等

前記の67システムのうち、39システムでシステム取扱情報の全部又は一部について公開され

ており、このうち37システムはホームページ等により広く一般に公開されていた。システム取

扱情報の公開を行っていなかった28システムのうち、5システムにおいて情報の公開が予定又は

検討されており、23システムにおいては情報の公開が予定されていなかった。上記の39システ

ムについて、公開されているシステム取扱情報のデータ形式をみたところ、PDF等の二次利用が

困難とされている文章形式のデータで公開しているものの割合が高くなっていた。また、この

うち9システムについては、公開しているデータの二次利用が可能である旨を記載した利用ルー

ルを設けておらず、オープンなライセンスで公開していなかった。

(3) 災害関連情報システムの運用継続性を確保するための対策状況

ア 災害関連情報システムの冗長化とリソースの状況

前記の67システムについて 冗長化の実施状況をみたところ、｢非常用発電装置からの電源、

供給を可能とした冗長化｣を実施しているものが61システムと最も多かった。また、｢2系統シス

テムによる冗長化｣の実施状況を確認したところ、32システムと全体の半数以下となっていた。

また、前記の67システムについて、システムへのアクセス量等に応じて柔軟にリソースを増加

させるなどの仕組みの導入状況をみたところ、当該仕組みを導入しているのは8システムとなっ

ていた。また、リソース使用状況の把握状況をみたところ9システムで当該状況を把握していな

いなどの状況となっていた。前記の67システムのクラウド化に向けた検討状況をみたところ、

政府共通プラットフォームに移行を予定しているのは1システムとなっていて、66システムにつ

いては、29年12月に改定された｢政府情報システム改革ロードマップ｣においても政府共通プラ

。ットフォームへの移行対象とはされていない

イ 情報システム業務継続計画の策定状況

前記の67システムについて、情報システム業務継続計画(IT-BCP)の策定状況をみたところ、

IT-BCPを策定している又は策定を予定しているものが36システム、IT-BCPを策定していないも

のが31システムとなっていた。また、IT-BCP等の業務継続計画を定めていても、その内容によ

っては、注意すべき体制例への対応等が十分に行われていない状況となっていた。

ウ 災害関連情報システムにおける事前の訓練の実施状況

前記の67システムについて、災害関連情報システムのバックアップしたデータからのリスト

アに係る手順書の策定状況及び事前の訓練の実施状況をみたところ、バックアップを実施して

いる48システムのうちリストア手順書を策定していないものが8システムあり、リストア手順書

を策定している40システムのうちリストア訓練を実施したことがないものが26システム見受け

られた。また、待機用サーバへの切替えに係る手順書の策定状況及び事前の訓練の実施状況を

みたところ、待機用サーバを整備している50システムのうち切替手順書を策定していないもの

が12システムあり、切替手順書を策定している38システムのうち、切替訓練を実施したことが

。ないものが15システム見受けられた

3 所見

災害発生時に災害応急対策を効率的、効果的に行うためには、平時から災害関連情報システムを
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体系的に整備し、災害関連情報を収集するとともに、災害発生時には、収集した災害関連情報を各

府省庁、地方公共団体、公共機関等の間で適切に共有することが重要である。

ついては、災害関連情報システムを整備している各指定府省庁において、災害関連情報システム

の整備、運用等の実施について、次の点に留意する必要がある。

ア 各指定府省庁は、既存の災害関連情報システムがその整備、運用状況からみて災害応急対策に

十分に資するものとなっているか留意すること、また、災害関連情報システムの整備に当たって

は経済的なものとなるよう留意すること

イ 内閣府は、他省庁や地方公共団体等が収集した災害関連情報について、当該省庁等の情報シス

テムから情報連携により総防システムに自動入力する必要性について検討すること、また、総防

システムに係る手入力による登録方法、閲覧機能について、他省庁、地方公共団体、公共機関等

の必要な機関等へ周知すること

ウ 各指定府省庁は、他府省庁、地方公共団体、公共機関等との間での災害関連情報の共有に向け

た取組を推進すること及び総防システム以外の災害関連情報システムについて他の災害関連情報

システムや地方公共団体等の情報システムとの情報連携を行うことについて、その必要性と要す

る費用を踏まえて検討すること、また、各指定府省庁は、災害関連情報システムが収集した災害

関連情報について、公開の可否を検討して、公開する場合には、二次利用が行いやすい利用ルー

ルを設けるなどして、オープンなライセンスで公開するよう留意すること

エ 各指定府省庁は、災害関連情報システムの整備等に当たっては、2系統システムによる冗長化

の実施やシステムへのアクセス量等に応じたリソースの増加の仕組みなど、災害関連情報システ

ムの運用継続性を確保する方策について、その必要性を踏まえて効率的、効果的な方策を検討す

ること、また、災害応急対策の迅速な実施に支障が生ずることがないようIT-BCPの策定や見直し

を行ったり、リストア訓練等の事前の訓練を適切に実施したりすること

本院としては、今後とも各府省庁の災害関連情報システムの整備、運用等の状況について、引き

続き注視していくこととする。
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官民ファンドにおける業務運営の状況について

1 検査の背景

官民ファンドは、国からの出資等(政府出資等)を受けた株式会社等の法人が、企業等に対する出

資等(支援)を行い、政府の成長戦略の実現等の政策的意義があるものに限定して、民業補完を原則

とし、民間で取ることが難しいリスクを取ることによって民間投資を活発化させて、民間主導の経

済成長を実現することを目的とするファンドである。

官民ファンド運営法人は、設置根拠法等に定められた政策目的に沿った支援を行うこととなって

おり、官民ファンドの業務運営に関して官民ファンド運営法人16法人に対して行われた政府出資等

の額は多額に上っている。そして、官民ファンド運営法人が行う支援に損失が生じていないか、政

策目的に沿った支援が行われているかなどについて国民の関心が高くなっている。

2 検査の着眼点

本院は、官民ファンドにおける業務運営の状況について、官民ファンド運営法人に対する官民フ

ァンドの業務運営に関する国の財政支援の状況、官民ファンド運営法人による支援の実施状況はど

のようになっているか、官民ファンド運営法人の案件発掘、支援決定、モニタリング等の支援業務

の実施状況はどのようになっているか、官民ファンド運営法人における官民ファンドの業務に係る

財務等の状況はどのようになっているかに着眼して検査した。

3 検査の結果

(1) 国の財政支援及び官民ファンド運営法人による支援の実施状況

ア 国の財政支援の状況

官民ファンド運営法人に対する官民ファンドの業務運営に関する平成28年度末の政府出資等

の額は、合計7812億円となっている。

イ 官民ファンド運営法人が実施する支援の状況

官民ファンド運営法人は、それぞれの設置根拠法等において政策目的が定められており、設

置根拠法等に支援の終了時期が定められている法人と定められていない法人がある。

官民ファンド運営法人が支援を行う際の支援スキームには、①官民ファンド運営法人が対象

事業者に対して支援を行うもの(直接支援)と②官民ファンド運営法人が他の民間事業者等と共

に出資して設立した投資事業有限責任組合(サブファンド)を通じて対象事業者に対して支援を

行うもの(間接支援)があり、設置根拠法等において、支援スキームが定められている。

資本金等が対象事業者等への支援に活用されているかみたところ、資本金等に対する実支援

額の割合が100％を超えるなどしていて活用されている官民ファンドがある一方で、設置日等か

ら期間が短いなどの理由により同割合が50％以下となっている官民ファンドもある。間接支援

についてみると、支援決定から1年以上経過したサブファンドのうち、一部の官民ファンドにお

いて出資等の実績がないサブファンドが見受けられた。また、株式会社農林漁業成長産業化支

援機構では、出資等の実績がないまま解散して清算を結了していたサブファンドが見受けられ

た。

官民ファンドの支援対象分野は、対象事業者が実施する事業の内容等により定められており、

同一の対象事業者に対して複数の官民ファンドが重複して支援を行うことが可能な状況となっ

ている。このため、関連する官民ファンド運営法人が連携して支援案件等の情報交換等に取り

組むこととされた。

政府出資等の国庫納付等の規定が定められている官民ファンド運営法人があり、実際に国庫

納付等を行っている法人が見受けられた。

ウ KPIによる政策目的の達成状況等の評価の状況等

政策目的のKPI(評価を行うための重要な指標)とする必要性に疑問がある指標を用いているも

の、支援中の案件の進捗状況等を含めた評価結果が公表されていないものなどが見受けられた。
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また、国立大学法人4法人はそれぞれの評価を公表していなかった。

エ 官民イノベーションプログラムにおける政府出資金等の状況

国立大学法人4法人の研究成果の実用化等のための事業として、計1200億円(政府出資金1000

億円、運営費交付金200億円)が交付された。

国立大学法人4法人は、29年9月時点で特定研究成果活用支援事業計画の認定を受けていない

政府出資金計447億円の活用について、既存の国大ファンドの新規投資期間の終了時期等を考慮

し、今後の使用見込等について十分に検討する必要がある。そして、前記の政府出資金計1000

億円の具体的な回収方法は法令に規定されていない。

28年度末現在、前記の運営費交付金計200億円のうち計187億円が使用されていない状況とな

っており、その必要性等について十分に検討する必要がある。

オ 国の監督等の状況

官民ファンド運営法人に対する国の監督についてみると、設置根拠法等において、主務大臣

が監督して、監督上必要な命令をすることができるなどと規定されている。

(2) 案件発掘、支援決定、モニタリング等の支援業務の実施状況

ア 支援基準等における政策目的等に関する基準及びリスク回避の取組

官民ファンド運営法人は、政策目的等に関する基準に沿った支援の候補となる企業等を探索

する案件発掘、事業の価値の評価及び当該企業等の財務、法務等に関するリスク、問題点等に

関する詳細な調査(デューデリジェンス)等の支援業務を実施して支援決定を行っている。また、

官民ファンド運営法人は、リスク回避の取組等が求められており、デューデリジェンス等の取

組が重要となっている。

イ 支援業務の実施体制

官民ファンド運営法人は、おおむね投資部等の担当部署を設置して支援業務を行っており、

その担当者数等は、各法人の事業分野等により様々となっている。

ウ 支援決定に至るまでの支援業務に係る実施状況

案件発掘は金融機関からの相談、事業者からの依頼等により行われており、このうち事業化

される確度が高いと判断された案件を支援候補案件としている。また、デューデリジェンスは

実務経験者等により行われるなどしている。

エ 支援決定の実施状況

官民ファンド運営法人に設置されている支援決定機関については、おおむね、独立した立場

の社外の実務経験者等を委員に加えて審議するなどして、執行部を監視・牽制する仕組みを導
けん

入している。また、支援決定機関の審議に至るまでに、おおむね複数回の審議が行われている。

間接支援を行う場合のGP(サブファンドの業務を執行して債務全額について責任を負う無限責任

組合員)についてみると、GPとしての業務執行実績がなく運用担当者も過去に運用実績を有して

いないが、LP(出資の価額を限度として債務の弁済責任を負う有限責任組合員)との連携等によ

り一定の案件組成力等が期待できるなどとしてGPを選定している官民ファンド運営法人が見受

けられる。

オ モニタリングの実施状況

官民ファンド運営法人は、支援を行った後、対象事業者の財務情報等の企業情報を継続的に

把握するモニタリングを適切に行うことが重要であるとされているが、対象事業者が必要とな

る法令上の手続を行わないまま工事に着手するなど、支援決定後から実支援までの間のモニタ

リングが十分に行われていなかった事例が見受けられた。

(3) 財務等の状況

ア 官民ファンド運営法人の財務諸表等

官民ファンド運営法人には、ファンド専業法人と兼業法人とがあり、兼業法人の財務諸表等

は区分経理の有無等によって把握できる情報が異なっている。
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イ 官民ファンドの業務に係る財務の状況

官民ファンドの業務に係る資産、負債及び純資産が把握可能な13法人の純資産の状況をみる

と、28年度末時点で、11法人の純資産の計が資本金等を下回っている。このうち、28年度末時

点で繰越損失等を解消するまでの計画等を策定している法人は少数であったが、29年12月の関

係府省庁を構成員とする｢官民ファンドの活用推進に関する関係閣僚会議幹事会｣(幹事会)にお

いて、全ての官民ファンド運営法人が、業務終了時までの収支見通しがゼロ又はプラスとなる

投資倍率等の見込みを報告しており、その内容が公表されている。

ウ 支援案件の損益等の状況

15法人が運営する13官民ファンド合計では、官民ファンドの業務開始から28年度末までの支

援案件の損益は、回収額と保有有価証券評価額等の合計が支援に伴う支出額を1兆5943億円上回

っている(投資倍率は181.8％)が、9法人が運営する6官民ファンドにおいて、回収額と保有有価

証券評価額等の合計が支援に伴う支出額を下回っており、損失となっている。そして、28年度

末までの支援に伴う支出額に事務費等の諸経費を加えた全ての支出額を回収するために必要な

投資倍率(必要投資倍率)と28年度までの投資倍率の実績とを比較すると、6法人は投資倍率の実

績が必要投資倍率を下回っている。また、28年度までに支援を終了した実績がある8法人におい

て、出資(直接支援)では3679億円の利益(投資倍率は174.5％)、出資(間接支援)では136億円の

損失(投資倍率は82.0％)となっている。

エ 28年度末に支援継続中の出資案件の状況

28年度末において直接支援継続中の出資案件のうち、28年度末の純資産持分相当額が出資額

の50％以下の支援件数は、全官民ファンド合計で151件中69件(全体の45.6％)となっており、そ

のうち、対象事業者の経営状況が事業計画等から外れているなどとして、減損処理を行うなど

した件数は12件となっている。また、28年度末においてサブファンドへの出資がある大半の法

人で、間接支援継続中の全サブファンドの当期損益累計額の合計がマイナスとなっている。

オ KPIによる収益性の確保に関する評価の状況等

各官民ファンド運営法人における法人全体の収益性のKPIの設定についてみると、2法人は、

出資等回収累計額が出資等累計額を上回るかを基準とした成果目標を設定しており、諸経費を

考慮していない。また、独立行政法人中小企業基盤整備機構は、運営する官民ファンドを単年

度の損益のみで評価していた。さらに、11法人は法人全体の収益性のKPIについて評価を実施し

ておらず、そのうち9法人は個別案件のKPIの収益性に係る情報も公表していない。

カ 支援に係る情報開示の状況

支援を終了した案件がある官民ファンド運営法人で、個別案件ごとの損益額についての情報

開示を行っている法人はなかった。

4 所見

官民ファンド運営法人及び所管府省庁は、ガイドラインに沿って官民ファンドの運営等を行って

いくとともに次の点に留意することが必要である。また、幹事会の構成員である関係府省庁は、幹

事会において、従来官民ファンドの運営状況の検証を行ってきたところであるが、統一的に対応す

べき問題について、次の点に留意しながら引き続きガイドラインに基づいた検証等を行うことが望

まれる。

ア 国の財政支援及び官民ファンド運営法人による支援の実施状況

(ｱ) 官民ファンド運営法人は、その財源の多くが政府出資等であることに鑑み、収益性の確保に

留意しつつ、引き続き政策目的に沿った支援を実施すること。また、支援の実施状況等を踏ま

え、支援の実施に必要のない政府出資等が生じた場合等には、引き続き国庫納付等を適切に実

施していくこと

(ｲ) 株式会社農林漁業成長産業化支援機構等の間接支援を実施している官民ファンド運営法人は、

サブファンドに対する支援について、支援の対象となり得る事業者の数や出資等に対する需要
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を引き続き十分に確認するとともに、支援決定時に見込んだ出資等が進まない場合には、必要

に応じて業務運営の進め方の見直しを検討すること

(ｳ) 官民ファンド運営法人は、同一の事業者に対して重複して支援が実施される可能性があるこ

とから、支援の実施に当たり、一層効率的、効果的に取り組む観点から、引き続き官民ファン

ド間の情報交換等に努めることが望ましいこと

(ｴ) 政策目的のKPIについて、必要性に疑問がある指標を用いていたり、支援中の案件の進捗状況

等を評価できるKPIを設定していなかったり、法人ごとの評価結果を公表していなかったりする

などする官民ファンド運営法人は、KPIの見直しや評価結果の公表等を検討すること

(ｵ) 国立大学法人4法人は、官民イノベーションプログラムに対する政府出資金のうち、特定研究

成果活用支援事業計画の認定を受けていない資金の活用について、既存の国大ファンドの新規

投資期間の終了時期等を考慮し、今後の使用見込み等について十分に検討するとともに、文部

科学省は、使用する見込みがない政府出資金が生ずる場合には、財政資金の有効活用の観点か

ら、国立大学法人法を改正するなど、国庫納付が行えるようにする措置を検討すること

イ 案件発掘、支援決定、モニタリング等の支援業務の実施状況

(ｱ) 官民ファンド運営法人は、政策目的を達成するため、支援決定については、独立した立場の

社外の実務経験者等の委員を加えて審議するなどにより、執行部を監視・牽制する仕組みを引

き続き適切に運営すること。また、サブファンドの業務を執行するGPについて、出資等の需要

が見込める場合には、案件組成力等が期待できるGPの選定を引き続き適切に行うこと

(ｲ) 官民ファンド運営法人は、モニタリングについて、支援決定後から実支援までの間において、

対象事業者が行う法令上の手続等に不備が生じないようその確認を適切に行うほか、支援を行

った後においては、対象事業者の財務情報等の企業情報を引き続き継続的かつ適切に把握する

こと

ウ 財務等の状況

(ｱ) 繰越損失等が生じており、純資産の計が資本金等を下回っている官民ファンド運営法人は、

最終的に国が政府出資等の額を回収できるように、繰越損失等を解消するまでの計画等の目標

の妥当性を確保するために必要な見直しを継続的に行い、その目標の達成に向けて官民ファン

ドを運営し、進捗状況を的確に把握して、必要な施策を講じていくこと

(ｲ) 官民ファンド運営法人は、対象事業者の事業が軌道に乗り財務状況が改善していくように、

引き続き適時適切にモニタリングした上で、必要に応じて業務改善に関する助言を行うなど、

必要な手段を諸経費も考慮しつつ講じていくこと

(ｳ) 法人全体の収益性のKPIについて、諸経費を考慮していなかったり、単年度の損益のみで評価

していたりするなどしている官民ファンド運営法人は、諸経費を考慮したり、出資等累計額を

使用したりするなどすることで、政府出資等の全額を国庫に返納できるかを判断できるように

すること

(ｴ) 法人全体の収益性のKPIについて評価を実施していない官民ファンド運営法人は、情報の秘匿

性に留意しつつ、支援実施中の案件の収益性について積極的に情報提供を行っていくこと

(ｵ) 官民ファンド運営法人は、国民に対する説明責任を果たす観点から、多額の減損損失等によ

り政府出資等に重要な影響が生ずるおそれがあるなどの場合には、情報の秘匿性に留意しつつ、

個別の案件の損失についても可能な限り情報開示を行っていくこと

本院としては、今後業務の進捗に伴い支援を終了して損益が確定する案件が増加していくことな

どを踏まえて、官民ファンドにおける業務運営の状況について、今後とも多角的な観点から引き続

き注視していくこととする。
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在日米軍関係経費の執行状況等について

1 検査の背景

日本国政府は、日米安全保障条約、日米地位協定、特別協定等に基づき、日本国の安全に寄与す

るなどのために、日本国政府の負担の下、日本国内の施設等を合衆国政府に提供するなどしており、

在日米軍が日本国内各地に配置されている。

また、日本国政府の負担の下に、沖縄に駐留する在日米軍に関する沖縄県民の負担を軽減するこ

とを目的とした｢沖縄に関する特別行動委員会｣(SACO)による最終報告(SACO最終報告)に基づく措置

に必要な経費(SACO関係経費)が平成8年度補正予算から、また、｢再編実施のための日米ロードマッ

プ｣等に基づく普天間飛行場代替施設の建設やグアム移転等の措置に必要な経費(米軍再編関係経

費)が18年度補正予算から、それぞれ計上されている。

これらの在日米軍の駐留及び再編等に関して日本国政府が負担している在日米軍関係経費の予算

額は、26年度以降増加しており、29年度当初予算は5874億円に上るなど、毎年度多額となっている

(図参照)。

図 在日米軍関係経費(防衛省資料を基に作成。平成29年度当初予算の例)

注(1) 特別協定による負担のうち、訓練移転費は、在日米軍駐留経費負担に含まれるものとSACO関係
経費及び米軍再編関係経費に含まれるものがある。

注(2) SACO関係経費とは、沖縄県民の負担を軽減するためにSACO最終報告の内容を実施するための経
費、米軍再編関係経費とは、米軍再編事業のうち地元の負担軽減に資する措置に係る経費である。
他方、在日米軍駐留経費負担については、日米安保体制の円滑かつ効果的な運用を確保している
ことは極めて重要との観点から我が国が自主的な努力を払ってきたものであり、その性格が異な
るため区別して整理している。

注(3) 在日米軍の駐留に関連する経費には、防衛省関係予算のほか、同省以外の他省庁分(基地交付
金等：384億円、28年度予算)、提供普通財産借上試算(1657億円、28年度試算)がある。

注(4) 四捨五入のため、合計値が合わないものがある。

そして、本院は、従来、在日米軍関係経費について検査を実施し、これまでにも累次、その結果

を検査報告に掲記している。

2 検査の着眼点

本院は、在日米軍関係経費の執行状況等について、①在日米軍関係経費の決算の状況はどのよう

に推移しているか、②在日米軍に対する提供施設等の受渡しや返還に対応して、国有財産の提供や

関係経費の支出が法令に基づき適切に行われているか、③｢在日米軍駐留経費負担｣の大半を占める

労務費等の支払等は適切に行われているか、④｢SACO関係経費｣及び｢米軍再編関係経費｣の予算は適
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切に執行され、SACO事業及び在日米軍再編事業の実施に伴い取得した土地等の国有財産は関係法令

に従って適切に管理されているか、⑤｢SACO関係経費｣及び｢米軍再編関係経費｣に関して、関連する

市町村に交付される交付金により整備された施設や実施された事業等はそれぞれの目的を達成する

ものとなっているかに着眼するなどして検査した。

3 検査の状況

(1) 在日米軍関係経費の決算の状況

｢在日米軍の駐留に関連する経費｣のうち、｢在日米軍駐留経費負担｣に係る23年度から28年度ま

での支出済歳出額は、計1兆0913億6184万円となっている。この期間における各年度の執行率をみ

ると、｢提供施設整備｣については、各年度の提供施設等の整備に係る工期を翌年度に延長したこ

とによる予算の繰越し、契約価格が予定を下回ったことによる不用等が生じたことなどにより、

50％から77％までの間で推移しているが、｢在日米軍駐留経費負担｣全体では90％を超えている。

また、｢周辺対策、施設の借料等｣の23年度から28年度までの各年度の執行率についてみると、｢施

設の借料｣は、年度中の所要経費を高い精度で見込めるため、96％から99％までと高い執行率にな

っている一方、｢周辺対策｣は、工事日程の調整に時間を要することなどにより、67％から90％ま

での間で推移しており、｢周辺対策、施設の借料等｣の全体では83％から93％までの間で推移して

いる。

｢SACO関係経費｣に係る支出済歳出額は、23年度以降、減少傾向となっており、｢土地返還のため

の事業｣は、28年度に｢米軍再編関係経費｣の｢沖縄における再編のための事業｣から100億円の振替

を受けている一方で、歳出予算現額の64％を29年度に繰り越している。また、23年度から28年度

までの各年度の執行率についてみると、｢土地返還のための事業｣は、提供施設等の移設等の工期

が翌年度に延長されたことなどにより、28年度が29％になるなど年度ごとに違いが大きく、その

結果、｢SACO関係経費｣全体では40％から87％までの間で推移している。

｢米軍再編関係経費｣に係る支出済歳出額は、23年度の548億9120万円から毎年度増加し、28年度

には1550億8189万円と、約2.8倍になっている。また、23年度から28年度までの各年度の執行率に

ついてみると、｢在沖米海兵隊のグアムへの移転｣は、23、24両年度に多額の繰越額及び不用額を

計上したことや、27、28両年度においてグアム移転資金を予算と同額支出したことなどにより、

0.5％から99％までと各年度で大きな差が生じている。｢沖縄における再編のための事業｣は、提供

施設等の整備事業の工期を翌年度に延長したことなどにより、25％から63％までの間で推移して

おり、｢米軍再編関係経費｣全体では38％から78％までの間で推移している。

(2) 提供施設等に係る土地等の状況並びに受渡し及び返還に伴う国有財産の提供や関係経費の支出

の状況

提供施設等に係る土地面積は、8年度末には3億1399万㎡であったが、28年度末には2億6434万㎡

となっている。このうち、沖縄県内の提供施設等については、SACO最終報告が公表された8年度末

には2億3498万㎡であったが、28年度末には1億8609万㎡となっている。

施設整備が完了した施設等の受渡しの状況についてみたところ、28年度末時点で提供の合意に

係る手続をとっていない施設等で、工事完了後3年以上を経過しているものが、5防衛局で工事件
(注1)

数183件見受けられた。これは、施設等の提供のための合意に係る手続について一定規模の施設等

をまとめて行うことになっていることにもよるが、これらの中には、長期間を要しているものも

見受けられた。

一方、日米両政府において返還の合意があった提供施設等について検査したところ、関係市町

村等から返還時期の延長等の要望を受けているものが見受けられた。また、このほかに、地上部

分について提供施設等として本来の使用目的が失われているものなどが見受けられた。これらを

合わせると、2防衛局管内で計4提供施設等に係る6区域(これらに係る土地面積計34万㎡、28年度
(注2)

末の国有財産台帳価格計3億1617万円、28年度の賃借料計9182万円)となっている。

(注1) 5防衛局 東北、北関東、南関東、中国四国、沖縄各防衛局
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(注2) 2防衛局 東北、沖縄両防衛局

(3) 在日米軍駐留経費負担の支払

｢在日米軍駐留経費負担｣の大半を占める労務費について、駐留軍等労働者数の14年度以降の推

移をみると、14年度の24,974人に対して22年度の25,859人をピークに増加傾向にあったが、その

後は25,200人(26年度)から25,545人(23年度)までの間で推移している。また、28年度の労務費の

支払額は、日米地位協定分及び特別協定分を合わせて計1220億0961万円となっている。

労務費の支払について検査したところ、夏季手当及び年末手当の期間計算に当たり、労務提供

契約に、制裁措置として科される出勤停止期間を除算する規定が定められておらず、独立行政法

人駐留軍等労働者労務管理機構において出勤停止期間を除算せずに期間計算を行うなどしていた。

しかし、駐留軍等労働者の勤務条件は、国家公務員及び民間企業の従業員における給与等を考慮

して定めることとなっており、国家公務員の期末手当及び勤勉手当の算定については停職期間を

除算することとなっていることから、期間計算に当たっては出勤停止期間を除算する必要があっ

たと認められる。

そして、23年度から28年度までの6年間に、制裁措置として出勤停止処分が科された駐留軍等労

働者延べ79人分に支給された夏季手当及び年末手当の支給額について、在籍期間から出勤停止期

間を除算して期間計算すると、計941万円が過大になっていた。

これについて、日本国政府(防衛省)は、本院の検査を踏まえて、29年12月に、合衆国政府(在日

米軍)との間で、出勤停止期間を除算するよう基本労務契約等を改正する処置を講じた。

(4) SACO関係経費及び米軍再編関係経費に関する事業の実施

ア SACO関係経費に関する事業の実施

SACO交付金は、その交付が開始された9年度から28年度までに、SACO最終報告に基づく事業に

関連する23市町村に対して、計506億3779万円が支出されている。

SACO交付金により実施した事業について、本院は、平成28年度決算検査報告に｢特定防衛施設

周辺整備調整交付金で整備したIP告知システムによる一斉放送が実施できておらず、補助の目

的を達していなかったもの｣を掲記している。

イ 米軍再編関係経費に関する事業の実施

(ｱ) 空母艦載機の移駐等のための事業

空母艦載機の厚木飛行場から岩国飛行場への移駐等に係る事業に要した経費の18年度から

28年度までの間の支出済歳出額は、計3981億9298万円となっている。

このうち、中国四国防衛局は、空母艦載機部隊の移駐に伴う軍人等の住宅等の建設のため

に、24年3月に愛宕山用地を168億9000万円で購入し、土地の価格について国有財産台帳に記

録していた。しかし、27年5月に完了していた敷地造成のための整地工事及び盛土工事に係る

工事費計6億1956万円について、国有財産関係要領等に基づき、工事完了後に国有財産台帳価

格に加算すべきであったのに、同防衛局では加算しておらず、平成27年度国有財産増減及び

現在額報告書の価格にも反映していなかった。

これについて、同防衛局は、本院の検査を踏まえて、28年度末までに、報告漏れとなって

いた工事費を当該土地の価格に加算するなどして、国有財産台帳価格の修正を行った。

(ｲ) 沖縄における再編のための事業

沖縄防衛局は、普天間飛行場代替施設の建設に係る工事、キャンプ・シュワブ再編成に基

づく施設の建設に係る工事及び各種の業務等を実施しており、これらの事業に要した18年度

から28年度までの間の支出済歳出額は、計763億2290万円となっている。そして、これらの事

業を実施するために締結した契約のうち、沖縄県との協議のため工事等の契約締結後に一時

中止した建設工事が27件見受けられた。このうち、キャンプ・シュワブ再編成に基づく施設

の建設に係る工事6件は、工事の一時中止に伴い、工事契約に基づき、受注者が設置した仮設

の現場事務所等の賃借料等に対する支払が29年12月末までに計2137万円発生していた。また、
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残りの工事21件は、現在においても再開されていないものや完成に至っていないものなどが

あることから、今後、同様の費用が発生し、これに係る支払が必要となることが見込まれる。

本件事業に関して、本院は、平成28年度決算検査報告に｢海上警備業務契約の予定価格の積

算に当たり、業務内容を十分精査した上で、同種の業務に係る他の機関を含めた取引の実例

価格又は官公庁の定める労務単価によることができるものについてはこれらを採用するなど

して、労務費の算定を適切なものとするよう改善させたもの｣を掲記している。

(ｳ) 再編関連措置の円滑化を図るための事業

再編交付金は、その交付が開始された19年度から28年度までに、44市町村に対して、計83

7億4535万円が支出されている。

本件事業に関して、本院は、平成28年度決算検査報告に｢魚礁の設計及び施工が適切でなか

ったもの｣を掲記している。

(ｴ) 在沖米海兵隊のグアムへの移転

グアム移転事業に必要な経費として、21年度から29年度(29年12月末まで)までの間に、各

年度の交換公文に基づき日本国政府から合衆国政府へ支払われたグアム移転資金の移転済額

は、計15億0146万米ドル(合衆国の2008会計年度米ドルで13億4495万米ドル)であり、同期間

におけるグアム移転資金を使用した合衆国政府によるグアム島内での米軍施設等の建設に係

る契約済額は、計4億0162万米ドルとなっている。

4 所見

同省において、今回の検査により明らかになった状況を踏まえて、在日米軍関係経費の執行等が

適切に行われるよう、次の点に留意することが必要である。

(1) 提供施設等に係る土地等の状況並びに受渡し及び返還に伴う国有財産の提供や関係経費の支出

について

ア 提供施設等の受渡しについて、施設等の整備の工事完了後、在日米軍において既に使用を開

始するなどしている施設等について、引き続き施設等の提供のための手続を適切に行うこと

イ 提供施設等に係る返還の合意を行っている土地等について、賃借料の節減が図られるよう、

関係市町村、所有者、合衆国政府等との間で協議を一層進めること。また、提供施設等として

使用目的が失われていると認められる土地等について、必要な手続を進めること

(2) 在日米軍駐留経費負担の支払について

｢在日米軍駐留経費負担｣のうち労務費については、多額の予算が計上されていることを踏まえ

て、日米地位協定、特別協定等に基づき引き続き適正に執行するとともに、その計算方法が国家

公務員及び民間企業の従業員における給与等を考慮した適切なものとなるよう留意すること

(3) SACO関係経費及び米軍再編関係経費に関する事業の実施について

ア 在日米軍再編事業等により購入した土地について、庁舎、宿舎等を新営するための造成工事

を実施した場合は、国有財産関係要領等に基づき国有財産台帳の当該土地の価格に当該工事費

を加算するなど適正に記録するようにすること

イ SACO交付金及び再編交付金の交付を受けて地方自治体が実施する事業について、平成28年度

決算検査報告に掲記した事態のように、事業の目的を達していないと認められた場合は、その

原因を分析するなどして、今後の事業の実施に当たって同種事態の発生防止のために活用する

こと

本院としては、今後とも在日米軍関係経費の執行状況等について引き続き検査していくこととす

る。
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高速増殖原型炉もんじゅの研究開発の状況及び今後の廃止措置について

1 検査の背景

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構は、高速増殖原型炉もんじゅ(もんじゅ)の研究開発を

実施している。もんじゅは、昭和43年に予備設計が開始され、平成3年に原子炉の据付けを完了した

が、7年にナトリウム漏えい事故、22年に炉内中継装置の落下事故が発生したことなどから、長期間

にわたって性能試験を中断しており、運転段階前の建設段階にある原子炉として位置付けられてき

た。そして、23年3月の旧東京電力株式会社の福島第一原子力発電所における事故(23年原発事故)後、

国の原子力政策をめぐる状況が大きく変化し、また、もんじゅの保守管理の不備が多数確認される

などしている中で、28年12月に運転を開始することなく廃止措置に移行することが決定され、今後、

政府一体となった指導・監督の下で、おおむね30年をかけて、廃止措置が実施されていくこととな

っている。

2 検査の着眼点

本院は、もんじゅの研究開発の状況等について、合規性、経済性、効率性、有効性等の観点から、

①これまでにもんじゅの研究開発に要した経費やその内訳等はどのようになっているか、②もんじ

ゅの保守管理は適切に実施されているか、特に、もんじゅの保守管理に係る仕組みが変更された20

年度以降、廃止措置への移行決定に至るまでの状況はどのようになっているか、③もんじゅの研究

開発はどのように実施され、どのような成果が得られたか、④もんじゅの廃止措置に係る取組の状

況や廃止措置に要する費用はどのようになっているか、特に、廃止措置中に見込まれる保守管理は、

これまでの保守管理の状況を踏まえたものとなっているかに着眼して検査した。

3 検査の結果

(1) もんじゅの廃止措置への移行決定までの研究開発に要した経費

もんじゅの研究開発に要した経費についてみると、昭和46年度から廃止措置への移行が決定さ

れた平成28年度までの間の総支出額は1兆1313億6439万円に上っており、このうち、もんじゅの建

設やその準備に要した経費は少なくとも計5907億9103万円、もんじゅの保守管理に要した経費は

少なくとも計4382億6432万円、人件費は少なくとも計590億4285万円、固定資産税は少なくとも計

432億6617万円となっている。

(2) もんじゅの廃止措置への移行決定までの保守管理等の動向

ア 保全計画に基づくもんじゅの保守管理の状況

機構は、21年1月に保全プログラムを導入し、もんじゅの具体的な保守管理の実施に関する計

画(保全計画)を制定して、もんじゅの保守管理を実施することとした。しかし、保全計画にお

ける点検間隔の起点を保全プログラム導入時点の21年1月1日としていたため、保全計画に基づ

く点検の中には、保全プログラム導入前の直近の点検実施日から、保全プログラム導入後の最

初の点検実施日までの期間が、保全計画上の点検間隔を超えているものが相当数見受けられた。

また、保全計画に定めのない点検を実施し、その結果が活用されていない事態が見受けられた。

さらに、機構は、保全計画を計32回改訂していたが、これらの改訂の中には、保全計画を改訂

したものの、直後に再び改訂して元に戻したり、その後更に当初の改訂を繰り返したりしてい

て、改訂の妥当性に疑義のあるものが相当数見受けられた。

保守管理の不備の多くは、高速増殖炉特有の技術課題に起因するものではなく、点検が保全

計画に基づいて実施されていなかったり、保全計画が適切に整理されていなかったりするなど

の管理上の問題に起因するものであった。そして、保全計画に基づく点検を適切に実施する必

要性について職員の間で十分に認識が共有されていなかったり、保全計画に基づく点検を適切

に実施する体制の整備が図られていなかったりしている事態が見受けられた。このように、保

全プログラムの導入以降、もんじゅにおいて、保全計画の見直しを含めた適切な保全計画に基

づく保守管理を実施する仕組みの構築に速やかに取り組めていなかったことが、保守管理の不
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備の原因であったと思料される。

機構は、24年11月に保守管理の不備が確認されて以降、プラントの安全性への影響を考慮し

ながら未点検機器の点検を計画的に進めるなどして、保守管理の不備の解消に取り組んできた。

しかし、その後も、機構は、保安検査において、保守管理業務支援システムの警報機能に関す

る指摘を受けるなど、保全計画に基づく保守管理を実施する仕組みの構築は途上にある。一方、

廃止措置においても、もんじゅの保守管理は引き続き実施することとされており、特に炉心に

装荷されている燃料の取出しが終了するまでの間は、現在とほぼ同等の保守管理が必要になる

ことが見込まれている。

イ 性能試験の実施保留後に締結された性能試験の準備作業に係る契約等の状況

23年原発事故を受け、国が原子力政策の抜本的見直しを表明したことから、機構は、23年10

月に、国の方針が示されるまでの間、性能試験の実施を保留し、また、24年6月に新規制基準
(注)

の導入が見込まれたことを受けて、必要な安全対策を講じなければ原子炉を稼働できなくなっ

たことから、当分の間、性能試験の再開は見込めなくなったとしていたが、23年10月以降も、

性能試験の準備作業に係る契約が新たに締結されるなど、国の原子力政策等をめぐる環境や状

況の変化に応じた契約の見直しが十分に行われていない事態が見受けられた。

(注) 新規制基準 23年原発事故を踏まえて原子炉の安全確保の一層の向上を図るために強
化された炉心の損傷等の重大事故を防止するための基準及び新設された万一重大事
故が発生した場合に対処するための基準

(3) もんじゅの廃止措置への移行決定までの研究開発の成果

｢｢もんじゅ｣の取扱いに関する政府方針｣によれば、もんじゅの研究開発の重要な成果は、国内

技術に基づき設計・建設がなされ、40％出力試験まで行われたことにより、様々な知見が獲得さ

れたことであるとされている。

そして、文部科学省は、24年5月に、もんじゅの性能試験開始後における技術成果の達成度につ

いて、もんじゅの後の実証炉の開発に対して有用かどうかの観点から数値化している。そこで、

同省が当該達成度の算出に用いた試験等項目等と同じ条件を用いて、本院において、もんじゅの

性能試験開始後の各時点における技術成果の達成度を試算したところ、ナトリウム漏えい事故が

発生した7年12月時点で最大で14％、炉内中継装置の落下事故が発生した22年8月時点で16％、も

んじゅの廃止措置への移行が決定した28年12月時点で16％となった。そして、もんじゅの継続的

な運転・保守管理を前提とする試験等項目については達成されておらず、28年12月の廃止措置へ

の移行決定時点で達成している試験等項目は、もんじゅのプラントの稼働日数250日の間に実施し

た性能試験の実施項目のみであった。

また、機構は、もんじゅの研究開発を通じて得られた知見の蓄積として、28年度末時点で、民

間業者のノウハウ等が含まれているため公開していないものの、設計・建設関連図書約19万件を

保有するなどしており、これらの成果が実証炉以降の高速炉開発等に貢献するものになるよう、

廃止措置に係る技術成果と共に集大成を行うとしている。

(4) もんじゅの廃止措置

ア もんじゅの廃止措置への移行決定後のこれまでの状況

原子力規制委員会は、もんじゅについて、燃料の取出し前に廃止措置計画の申請・認可を行

えるようにするとともに、新たに、廃止措置段階で性能を維持すべき設備を選定して、新規制

基準に適合するよう維持することを求めた上で、これにより難い場合には、認可を受けた廃止

措置計画に定めるところにより維持することとした。そして、機構は、29年12月に、同委員会

に対して、もんじゅの廃止措置計画に係る認可申請を行い、30年3月に認可を受けている。

イ 廃止措置段階における燃料等の状況

もんじゅの燃料は、28年度末時点で計646体あり、そのほか、燃料に加工される前の材料が一

定量保管されている。これらの取得価額は計265億3487万円、28年度末における帳簿価額は計1
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99億3524万円となっている。また、機構は、廃止措置で取り出す燃料と交換が予定されている

模擬燃料について、保有している模擬燃料197体は錆が付着しているため再使用はせず、これ
さび

らを含めた351体について、今後、新たに製造するとしている。

もんじゅの燃料については、もんじゅの長期停止の影響もあり、これまで加工・保管のため

に多額の経費が発生している。そして、今後、燃料及び模擬燃料について、相当期間にわたっ

て適切な管理・処分が必要となり、そのための費用が発生することが見込まれる。

ウ 廃止措置に要する費用

もんじゅの廃止措置に要する費用は、国により、廃止措置が終了するまでの期間を30年と想

定した上で、計3750億円と試算されている。このうち維持管理費2250億円については、29年度

は170億円であり、燃料の取出し等が終了するまでの5年半の間は、廃止措置への移行前と同等

の保守管理が必要であるとして、同程度の費用が見込まれている。一方、上記に含まれていな

い費用や、現時点で見積もることができる範囲のみが計上されている費用があるなど、廃止措

置の過程で変動する可能性があるほか、廃止措置に要する期間が当初の想定の30年よりも長期

化した場合には、費用が増加することが見込まれる。

4 所見

もんじゅは、昭和43年からおよそ半世紀にわたり、少なくとも1兆1313億円が投じられて研究開発

が継続されてきたが、平成21年1月の保全プログラムの導入後も、保全計画に基づく保守管理を実施

する仕組みが速やかに構築されてこなかったことから、24年11月以降、保守管理の不備が度々確認

され、これが要因の一つとなって、運転段階に移行しないまま28年12月に廃止措置への移行が決定

された。この結果、もんじゅは、原型炉の継続的な運転・保守管理を前提に取得することを見込ん

でいた機器の継続的な稼働データ、運転・保守経験等の知見について十分に取得することができな

かった。

一方、28年12月に策定された高速炉開発の方針によれば、国は、資源の有効利用、廃棄物の減容

・有害度の低減等に資する核燃料サイクルを推進して、高速炉開発に取り組むとしている。そして、

高速炉開発に対する社会的な信認を得ていくために、もんじゅでの取組で得られた教訓を真摯に踏

まえ、プロジェクト管理機能の強化と効率化を図っていく必要があるとしている。

今後、廃止措置が完了するまでの期間はおおむね30年と見込まれており、国は、新たに廃止措置

体制を構築し、政府として主体的に検討・調整を行って廃止措置を実施することとしている。特に、

炉心の燃料の取出し等が終了するまでの5年半の間は一層の安全確保に留意して、着実に保守管理を

実施していくことが求められているところである。

ついては、もんじゅの廃止措置を安全かつ着実に進める上で同省による機構への適切な指導・監

督及び同委員会による安全規制の実施が肝要であり、機構は、政府一体の指導・監督の下で、次の

点に留意して今後のもんじゅの廃止措置等に取り組む必要がある。

(1) もんじゅの保守管理等

ア 廃止措置においても、もんじゅの保守管理は引き続き実施することとされており、特に炉心

に装荷されている燃料の取出しが終了するまでの間は、現在とほぼ同等の保守管理が必要にな

ることが見込まれていることから、廃止措置への移行決定までの保守管理の不備等から得られ

た教訓を踏まえて、保全計画に基づいて保守管理を実施する必要性について職員の間で十分に

認識を共有するとともに、引き続き保守管理業務支援システムの運用体制の整備や保全計画の

見直しを行うなど、法令等に基づき安全を十分に確保したもんじゅの保守管理を確実に実施す

る仕組みを早急に構築すること

イ もんじゅの廃止措置が終了するまでの間に必要とされる保守管理等の業務について、国の原

子力政策等をめぐる環境や状況の変化に応じて適切に見直し、契約等に適時に反映させるなど

して、より適切に実施すること

(2) もんじゅの研究開発の成果



- 353 -

高速炉開発を含めた核燃料サイクルの研究開発が継続されるとされていることから、もんじゅ

の設計から性能試験における40％出力試験の実施までの研究開発を通じて得られた成果及び今後

の廃止措置に係る成果について適切に情報提供等を行うこと

(3) もんじゅの廃止措置

ア 今後の新規制基準への適合に係る対応を含めた廃止措置を実施するために必要な安全確保上

の措置等について、同委員会等の関係機関との間で十分な情報共有と調整を行い、廃止措置を

着実に実施すること

イ 保有している燃料等については、最終処分までに見込まれる費用を十分勘案しながら管理・

処分を適切に実施するとともに、国民に対する説明責任を果たすため、これらを含めた廃止措

置に要する費用について、廃止措置の実施状況と合わせて適時適切に明らかにすること

本院としては、もんじゅの廃止措置に係る取組の状況について、今後とも引き続き注視していく

こととする。
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石油・天然ガスの探鉱等に係るリスクマネーの供給について

1 検査の背景

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構は、石油及び可燃性天然ガス(天然ガス)の探鉱等

に必要な資金の供給、石油・天然ガス資源の開発を促進するために必要な業務等を行い、もって石

油・天然ガスの安定的かつ低廉な供給に資することなどを目的として、損失を受けるリスクを負担

して石油・天然ガスの探鉱等に必要な資金を供給するための出資、債務の保証等(リスクマネーの供

給)を行うこととされている。

リスクマネーの供給は、平成16年度以降、石油公団から業務を承継した機構が中心となって行っ

てきており、原則として石油・天然ガスの探鉱、開発等を行う民間事業者(開発会社)を支援する体

制となっているが、28年11月に独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(機構法)が改正さ

れ、リスクマネーの供給に係る業務が拡充されることとなった。また、本院は、平成14年度決算検

査報告(14年度報告)において、公団がリスクマネーの供給等を行ったことにより取得した出資株式

又はその保有する貸付債権(公団資産)の処理等について引き続き注視していくとしている。

2 検査の着眼点

機構等によるリスクマネーの供給等について、①リスクマネーの供給に係る予算は適切に執行さ

れているか、リスクマネーの供給に係る収支や損益はどのようになっているか、リスクマネーの供

給によって取得した出資株式の売却により損失が生じていないか、②リスクマネーの供給は、自主

開発比率の向上に寄与するものとなっているか、リスクマネーの供給等を行っている権益に係る石

油・天然ガスは、緊急時に我が国に持ち込めるようになっているか、③リスクマネーの供給に係る

審査は、規程等に基づき適切に行われているか、④リスクマネーの供給に係る機構の財務諸表の表

示は適切なものとなっているか、⑤14年度報告の後の公団の欠損金や公団資産の状況はどのように

なっているかに着眼して検査を実施した。

3 検査の状況

(1) リスクマネーの供給に係る予算の執行、収支の状況等

ア エネルギー特会からの出資額等及び機構の執行額

エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定(エネルギー特会)から出資された出資金等のう

ち、機構が開発会社に対して出資を行うまでの間、機構において主に現預金として保有してい

る資金(執行残額)の推移をみたところ、国から出資を受けるなどしている17年度以降において、

23年度、24年度及び27年度を除いて機構に多額の執行残額が生じており、28年度の執行残額は

488億9734万円に上っていた。

イ 財投特会からの出資額及び機構の執行額

財政投融資特別会計投資勘定(財投特会)から出資を受けることとなった24年度以降に財投特

会に計上された機構に対する出資金の予算額等の状況をみると、歳出予算額計3880億円に対し

て、支出済歳出額は計1049億1959万円であり、28年度からの翌年度繰越額1860億円を除いた97

0億8040万円が財投特会における不用額となっていた。

ウ 債務保証のための信用基金の状況

信用基金の財源に充てることとされた国の出資金額に所定の数を乗じた金額(債務保証限度

額)に対する実際に実施された債務保証の額の比率をみると、19年度以降は、おおむね30％から

50％までの範囲内で推移していた。機構は、債務保証を行う都度、保証債務残高が債務保証限

度額を超えることがないかなどについて確認を行ってきているところであるが、保証債務残高

に対して必要とされる信用基金の規模等に係る基準を定めることはしていない。

エ リスクマネーの供給に係る機構の収支及び開発会社の状況

機構は、16年度から28年度までの間に、リスクマネーの供給に5508億3620万円を支出してい

る一方で、951億9487万円の収入を得ている。そして、機構が、28年度末までに出資した開発会
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社は、探鉱段階のものが13社、開発段階のものが4社、生産段階のものが9社、事業終結したも

のが18社、清算結了したものが5社及び出資株式の売却により支援を終了したものが1社の計50

社(出資額累計5463億7798万円)となっている。また、同様に、債務保証を行った開発会社は、

開発段階のものが6社、生産段階のものが5社及び支援を終了したものが16社の計27社(債務保証

実行額累計1兆3655億0196万円)となっている。

オ 機構のリスクマネーの供給に伴う損益の発生状況

機構は、リスクマネーの供給に伴い16年度から28年度までの間に、計2518億7469万円の費用

を計上している一方で、計922億8558万円の収益を計上しており、28年度末現在で1595億8911万

円の累積損失額を計上している。

カ リスクマネーの供給によって取得した資産の売却状況

機構が売却した出資株式の中には、売却したことに伴い18億0944万円の為替差損が発生して

いるものが見受けられた。しかし、機構は、出資株式の売却に当たり、機構の業務目的の達成

及び財政資金の効率的運用の見地から為替変動による損失を容認するかどうかについて十分な

検討を行っていなかった。

リスクマネーの供給を受けた自主開発権益の状況等(2)

ア リスクマネーの供給による石油・天然ガスの自主開発比率等への影響及び機構の中期計画の

達成状況

機構は、自主開発権益量に対する機構のリスクマネーの供給を受けた自主開発権益量の割合

(出資等支援割合)について、計画の達成状況を評価する上で直接必要となるものではないこと、

また、出資等支援割合を明らかにすると、産油国等との契約等により公表することに制約があ

る開発会社の個別の権益量等について特定されるおそれがあるとして、開発会社に対する自主

開発権益量の調査に当たり、石油・天然ガス別の自主開発比率、開発会社の個別の権益量等に

ついて開示しないこととして調査を実施していることから、当該割合を公表していない。

イ 機構等がリスクマネーの供給等を行ったプロジェクトに係る権益の内容

(ｱ) 液化設備がないガス田に関する権益

機構等がリスクマネーの供給等を行ったプロジェクトに係る権益(機構出資等権益)に係る

ガス田の状況についてみたところ、3件の天然ガスの権益に係るプロジェクト(出資額計801億

9999万円、債務保証実行額計1475億5301万円)において、当該プロジェクトに係る天然ガスの

液化設備の設置計画が中止されていたり、遅延していたりしていた。これら3件の天然ガスの

権益に係るプロジェクトについて、機構は、天然ガスを液化して我が国に持ち込むことがで

きるようにするための側面支援を実施してきているものの、29年度末時点において、緊急時

も含めて当該天然ガスを直接我が国に持ち込むことができない状況となっている。したがっ

て、これら3件のプロジェクトに係る天然ガスの権益相当量を緊急時に我が国に持ち込むため

には、スワップを円滑に行うことができるようにすることが必要となっている。
(注1)

(注1) スワップ 複数の開発会社間で、それぞれが引取権等を有する石油又は天然ガスを
それぞれの市場へ供給することを目的として交換すること

(ｲ) 湾岸諸国における権益

石油・天然ガスの自主開発権益を有する油田・ガス田からの輸送経路上に通常通過しなけ

ればならないチョークポイントがある場合には、当該チョークポイントを通過できない事態
(注2)

が生じた際に、当該油田・ガス田から我が国への石油・天然ガスの持込みに重大な制約が生

ずることになる。そして、当該権益を利用したスワップを行おうとする場合にも、スワップ

の対象となる石油・天然ガスの交換相手方への提供が困難になることにより上記のスワップ

も成立しないおそれがあることになる。このような地域に該当する湾岸諸国に機構出資等権

益が4件(融資額31億0339万円、出資額計997億0647万円)存在している。

機構は、上記のとおり、湾岸諸国において、緊急時にスワップの対象となる石油・天然ガ
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スの交換相手方への提供が困難となるおそれがあることから、機構と共に開発会社に出資し

ている我が国企業が湾岸諸国以外に有する権益に係る石油・天然ガスと外国の開発会社が有

する権益に係る石油・天然ガスとの間でスワップが行われることも想定しているところであ

り、緊急時に当該スワップを円滑に行うことができるようにすることが重要となっている。

(注2) チョークポイント 物資輸送ルートとして広く利用されている狭い海峡等の水上の
要衝

ウ 機構等の債務保証の保証期間が終了した石油・天然ガスに係る権益

機構等は、開発会社と締結するリスクマネーの供給に係る契約書等において、我が国のエネ

ルギー安全保障に係る危機時において日本国政府が石油・天然ガスの輸入の指示等の措置を講

じたときには、開発会社は、機構等のリスクマネーの供給を受けた事業の結果、引取権等を有

することとなった石油・天然ガスを我が国に持ち込むよう最大限努力するものとすること(持込

み努力義務)を規定しているが、機構等の債務保証が行われたプロジェクトについては、機構等

の債務保証の保証期間が終了した場合には、持込み努力義務が消滅することとなっている。

そこで、機構等が債務保証のみを行ったプロジェクトについてみたところ、天然ガスの液化

設備等の建設に対して公団が債務保証(16年度末の債務保証額58億5188万円)を行い、機構が保

証債務を承継したプロジェクト1件において、9年からLNGの生産を行っていたが、17年に債務保

証の保証期間が終了したことに伴い、持込み努力義務が消滅していた。また、29年度末時点で

生産を行っていないプロジェクトについてみたところ、天然ガスの開発及び液化に係るプロジ

ェクト1件(債務保証実行額2020億5294万円)は、機構が債務保証のみを行っており、機構等が出

資を行っていないことなどから、債務保証の保証期間が終了した後に持込み努力義務が消滅す

ることとなると考えられる。

(3) 出資及び債務保証プロジェクトの審査状況

ア 液化設備がないガス田に関する権益に係るプロジェクト

(2)イ(ｱ)のプロジェクト3件に係る審査状況を確認したところ、将来、天然ガスを液化して我

が国に持ち込むことが期待されているプロジェクトにおいて、機構がリスクマネーの供給を行

った開発会社はガス田の開発・生産事業のみを実施し、液化設備等の建設及び操業は機構が直

接関与していない別の事業者(操業会社)が実施するものであったことから、液化設備等の建設

及び操業に係る計画は機構の審査の対象とはなっていなかった。

イ 湾岸諸国における権益に係るプロジェクト

(2)イ(ｲ)のプロジェクトのうち機構が審査を行ったプロジェクトについて、我が国への石油

の持込みに係る審査状況を確認したところ、機構は想定しているスワップを用いて緊急時に石

油・天然ガスを我が国に持ち込むことについて確認することとしていなかった。

(4) 機構におけるリスクマネーの供給に係る財務諸表の表示

機構は、探鉱段階の開発会社に係る出資株式については、｢石油開発事業に係る出資株式の評価

について｣(評価内規)により、毎年度、開発会社ごとに機構の出資残高の1/2を時価として評価し、

当該評価額を関係会社株式として貸借対照表に計上することとしている。そして、28年度末の機

構の財務諸表をみると、評価内規に基づき出資残高の1/2に相当する額を貸借対照表に計上してい

る出資株式は13社あり、これら13社に係る出資株式について、機構の貸借対照表計上額と、独立

行政法人会計基準に規定されている一定の場合に当該会社の財務諸表を基礎とした純資産額に持

分割合を乗じた額(持分相当額)を用いる評価方法に基づく貸借対照表計上額(持分相当額等)とを

比較したところ、機構の貸借対照表計上額(886億1748万円)が、持分相当額等(862億4240万円)を

23億7508万円上回っていた。そして、個別の開発会社についてみると、貸借対照表計上額が持分

相当額等を上回っているものが8社、下回っているものが5社あり、その差額はマイナス212億575

0万円からプラス93億6700万円まで、双方のかい離の割合はマイナス96.3％からプラス100.0％ま
．．

でとなっているなど、機構の貸借対照表計上額が持分相当額等と相当程度かい離していた。
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(5) 公団が保有していた資産並びに債権及び債務の処理状況

公団資産の公団解散後から28年度末までの処理状況についてみると、同年度末までに確定して

いる公団資産に係る収益は、計4389億6178万円となっている。また、国が承継した出資株式のう

ち、同年度末時点で保有を継続している出資株式の資産価額は計5736億7490万円となっており、

公団解散時の資産価額等との差引きで4552億7269万円の含み益が生じている。その結果、公団解

散時における欠損金残高は5243億5453万円となっており、上記の収益の確定分4389億6178万円及

び含み益4552億7269万円を考慮すれば既に欠損金を解消し、なお3698億7994万円の含み益がある

ことになるが、当該含み益は今後の経済動向等によっては変動する可能性があることから、これ

を考慮せずに欠損金の状況をみると、853億9275万円が現在も解消されていないことになる。

4 所見

資源エネルギー庁及び機構は、今後のリスクマネーの供給に当たって、次の点に留意するなどし

て実施していく必要がある。

(1) リスクマネーの供給に係る予算の執行、収支等について

ア 機構は、エネルギー特会から出資された出資金等について多額の執行残額を生じさせないた

めに、技術協力等で培った産油国等との関係を活用するなどして、産油国等の情報収集に努め

るとともに、開発会社の資金ニーズを的確に把握するなどして、資金の必要な時期や額の見通

しをより適切に行った上で開発会社に対する出資を行うこと。また、財投特会から出資される

出資金について予算の効率的な執行を図る観点から、機構は、技術協力等で培った産ガス国等

との関係を活用するなどして、産ガス国等の情報収集に努めるとともに、開発会社の資金ニー

ズを的確に把握するなどして、財投特会から交付される資金の必要な時期や額の見通しをより

適切に行うこと

イ 機構は、債務保証に係る信用基金について、保証債務残高に対して必要とされる信用基金の

規模に係る基準を定めるなどした上で、新たに債務保証の対象となることが見込まれるプロジ

ェクトについて、債務保証が必要となる時期、金額等をできる限り把握し、債務保証料収入等

について適切に見積もるなどして引き続き適切な信用基金の規模について検討すること

ウ 機構は、国から出資された出資金等を基にリスクマネーの供給を行った事業によって生じた

損失については、エネルギーの安定供給の効率的な実現と売却資産価値の最大化の追求に留意

した上で、リスクマネーの供給によって取得した資産を適時適切に売却して得た収益等により

補塡するよう努めること。また、売却に伴い為替変動による損失が見込まれる場合には、機構

の業務目的の達成及び財政資金の効率的運用の見地から当該損失を容認するのかについて検討

すること

(2) リスクマネーの供給を受けた自主開発権益の状況等について

ア 機構は、出資等支援割合について、計画の達成状況を評価する上で直接必要となるものでは

ないことなどから公表していないが、機構のリスクマネーの供給に多額の国費が投入されてい

ることに鑑み、その効果を示す意味でも、開発会社に対する自主開発権益量の調査に当たって

各開発会社の了承を得るなどして、出資等支援割合についても情報を開示していくことについ

て検討すること

イ 機構は、液化設備がないガス田に関する権益について、権益相当量を緊急時に我が国に持ち

込むためにスワップを円滑に行うことができるようにするとともに、これらのプロジェクトに

係る天然ガスを液化して我が国に持ち込むことができるようにするために、今後も液化設備等

の事業化への側面支援を継続すること

ウ 機構は、機構が出資を行った湾岸諸国におけるプロジェクトに係る権益について、機構と共

に開発会社に出資している我が国企業が湾岸諸国以外に有する権益に係る石油・天然ガスと外

国の開発会社が有する権益に係る石油・天然ガスとの間でスワップを円滑に行うことができる

よう検討を進めること
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エ 機構は、機構の債務保証の保証期間が終了する権益について、債務保証の保証期間が終了し

た後も一定の期間は持込み努力義務が継続することとした場合の影響を開発会社に確認するな

どして、機構の出資株式を売却することと債務保証の保証期間が終了することとの性質の違い

に留意しつつ、その継続の可能性について検討すること

(3) 出資及び債務保証プロジェクトの審査について

ア 機構は、将来、天然ガスを液化して我が国に持ち込むことが期待されるプロジェクトについ

て、審査の際に、操業会社が実施する液化設備等の建設等に係る計画に関しても、情報を収集

し計画内容の確認等を行うことを検討することに加え、ガス田の資産買収に係る開発会社の交

渉期間も考慮した上で、適切に審査を行うこと

イ 湾岸諸国における権益は、当該地域における石油・天然ガスの埋蔵量の多さ、輸出余力の高

さ、我が国との距離等を総合的に考慮すると、これからも引き続き重要であると考えられるこ

とから、機構は、我が国への石油・天然ガスの持込みについて、開発会社との間で、チョーク

ポイントに関するリスクを認識した上で、機構と共に開発会社に出資している我が国企業が湾

岸諸国以外に有する権益に係る石油・天然ガスと外国の開発会社が有する権益に係る石油・天

然ガスとの間でスワップが行われることで緊急時においても我が国への持込みを確保すること

について、審査の際に確認を行うことを検討すること

(4) 機構におけるリスクマネーの供給に係る財務諸表の表示について

機構は、財務諸表における探鉱段階の出資に係る株式評価額の表示に当たって、出資株式を適

時適切に評価し、機構の資産等の状況を適時適切かつ国民に分かりやすい形で情報開示するため

に、探鉱段階の関係会社株式の評価方法について、現在の評価方法に改善を加えるなどしてより

適切なものとすることを検討すること

(5) 公団が保有していた資産並びに債権及び債務の処理について

同庁は、公団解散時における欠損金残高5243億5453万円のうち現在も解消されていない853億9

275万円について、現在保有している公団資産の含み益が28年度末の時点で4552億7269万円となっ

ていることを踏まえて、エネルギーの安定供給の効率的な実現等に留意しつつ、売却等を含めて

当該公団資産を適切に活用することにより、解消していくよう努めること

本院としては、28年11月に機構法が改正され、リスクマネーの供給に係る業務が大幅に拡充され

たことを踏まえて、機構等によるリスクマネーの供給について、今後とも多角的な観点から引き続

き検査していくこととする。
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株式会社商工組合中央金庫における危機対応業務の実施状況等について

1 検査の背景

(1) 商工中金及び危機対応業務の概要等

株式会社商工組合中央金庫(商工中金)は、中小企業等協同組合その他主として中小規模の事業

者を構成員とする団体及びその構成員に対する金融の円滑化を図るために必要な業務を行うこと

を目的として設置されている。

(2) 危機対応円滑化業務及び危機対応業務の概要等

危機対応円滑化業務は、株式会社日本政策金融公庫法(日本公庫法)に基づき、危機対応円滑化

業務並びに当該業務に係る財務及び会計に関する事項の主務大臣である財務大臣、農林水産大臣

及び経済産業大臣(これらを｢危機対応円滑化業務の主務大臣｣。また、財務省、農林水産省及び経

済産業省を｢危機対応円滑化業務の主務省｣)が、内外の金融秩序の混乱又は大規模な災害等の危機

事象によって、一般の金融機関が通常の条件では事業者が受けた被害に対処するために必要な資

金の貸付け等を行うことが困難であり、かつ、危機対応円滑化業務の主務大臣が指定する金融機

関(指定金融機関)が危機対応業務を行うことが必要であると認定(危機認定)する場合に、株式会

社日本政策金融公庫(日本公庫)が、指定金融機関に対して信用供与(ツーステップ・ローン及び損

害担保)や利子補給金の支給を行うなどするものである。

また、危機対応業務は、指定金融機関が、日本公庫から上記の信用供与等を受けて、危機事象

で受けた被害によって業況や資金繰りが悪化している事業者に対して、必要な資金の貸付けや利

子補給を行うなどするものである。日本公庫法の規定により指定を受けたものとみなすこととさ

れている商工中金及び株式会社日本政策投資銀行(政投銀)が、指定金融機関として危機対応業務

に係る貸付け(危機対応貸付け)等を行っている。

日本公庫から利子補給金の支給を受けた指定金融機関は、事業者に対して利子補給を行ってお

り、これにより、事業者における金利を実質的に引き下げることになる。商工中金が行う主な利

子補給のうち、雇用維持利子補給は、雇用の維持又は拡大に取り組む事業者に対して行われるも

ので、貸付日からおおむね6か月の間に常時使用する従業員数が減少した場合、利子補給を取り消

すことなどとなっている。また、経営支援型利子補給は、債務負担が重く経営の改善 迫られを

ている事業者であって、指定金融機関等の経営指導を受けて事業計画を作成する者に対して行わ

れるものである。

政府は、危機対応貸付けの事業規模拡大の中でその円滑な実施を図るため、商工中金の財政基

盤の確保を目的として、平成21年度補正予算により1500億円を商工中金に出資し 商工中金は、、

同額を危機対応準備金として計上した。商工中金は、事業年度ごとに、事業年度経過後3か月以内

に危機対応準備金の額の見通し及びその根拠について経済産業大臣及び財務大臣に報告すること

となっており、危機対応業務の円滑な実施のために必要な財政基盤が十分に確保されるに至った

と認める場合には、危機対応準備金の額の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付することと

なっている。

(3) 危機対応業務の要件確認における不正事案の判明及びその後の対応等

商工中金は、28年11月に、鹿児島支店において、危機対応貸付けの要件を確認する際に、一部

の職員が事業者から受領した試算表等を自ら書き換えて対応した事態(鹿児島事案)が判明したこ

となどについて公表し、この事態を調査するための｢危機対応業務にかかる第三者委員会｣(第三者

委員会)を設置した。29年4月に商工中金が公表した第三者委員会の調査報告書には、調査対象と

した27,934件の危機対応貸付けのうち760件で不正が行われていたことや、鹿児島事案の公表前に

も、池袋支店において、試算表の自作・改ざんが行われた疑義があることを把握しながら、不祥

事性は見られないなどとして処理していたことなどが記載されている。また、商工中金は、第三

者委員会による調査未実施分の危機対応貸付けについて継続調査を実施するなどして、28年11月
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までに貸付けを行った219,923件のうち4,609件で不正が行われており、そのうち要件充足が確認

できなかった危機対応貸付け(要件非該当貸付け)が3,255件あることなどを記載した調査報告書を

29年10月に公表した。

2 検査の着眼点

本院は、危機対応円滑化業務の主務省は危機事案の認定、継続及び解除並びに危機対応業務の制

度運営を適切に行っているか、商工中金による危機対応業務における不正等の要因は何か、商工中

金は危機対応貸付けの審査を適切に行ってきたかなどに着眼して検査した。

3 検査の状況

(1) 危機認定等

危機対応円滑化業務の主務省は、政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議の決定事項を踏

まえるなどして経営環境変化に対応する事案等の危機認定を行っていたが、危機認定の要件であ

る｢一般の金融機関が通常の条件では事業者が受けた被害に対処するために必要な資金の貸付け等

を行うことが困難｣であることについては、一部の危機事案を除き、危機事象による中小企業への

資金繰りへの影響を確認するにとどまっていた。また、危機認定の継続に際しても、一般の金融

機関の貸付けの状況等について一般の金融機関からの聞き取りによる調査は行っていなかった。

(2) 危機対応業務の実施状況

ア 不正事案に係る本院の検査

商工中金による鹿児島事案の公表後、本院は、第三者委員会や商工中金による調査等と並行

して不正事案に係る会計実地検査を行った。検査に当たっては、商工中金本店及び12支店で行
(注)

われた危機対応貸付けから、第三者委員会により不正が行われていたと判定されたもの及び不

正の疑義が払拭できなかったとされたものや、会計実地検査と並行して行われていた商工中金

の調査により抽出時点で不正の疑義があるとされていたものを除外するなどして計876件の危機

対応貸付けを抽出して検査したところ、新宿、池袋、福岡、鹿児島各支店の計21件において不

正が行われていた可能性がある事態が見受けられた。そして、商工中金がこれらを踏まえて継

続調査を行うなどした結果、新宿、池袋、鹿児島各支店における計13件について、商工中金の

調査報告書において不正があると判定された。そして、鹿児島支店の大部分の貸付けにおいて、

雇用維持利子補給における従業員数の連続性に着眼した調査が行われていなかったことが判明

したことから、商工中金は、同様の状況が見受けられた一部の支店も含めてこの着眼点から改

めて2,681件について調査を行い、その調査結果について自らの調査報告書に反映させた。

また、商工中金の調査報告書が公表される直前に、札幌、高松両支店において、商工中金が

不正の疑義がないとしていた危機対応貸付けから計141件を抽出して検査したところ、両支店に

おいて1件ずつ不正が行われていた可能性があると認められる事態が見受けられた。そして、商

工中金は、これらの2件に関連した追加調査を実施し、その結果、不正が行われていた危機対応

貸付けの件数が、前記の4,609件から、これらの2件を含めて22件増加して4,631件となったなど

とする旨を30年3月に公表した(前掲166ページ参照)。

(注) 12支店 新宿、東京、池袋、横浜、熱田、津、大阪、堺、神戸、岡山、福岡、鹿児島
各支店

イ 不正事案の状況

(ｱ) 評価制度

貸付件数に対する不正が行われていた貸付けの比率が高い営業店の営業店業績評価の総合

評価結果は、不正事案が多く発生していた25、26両年度において、その他の営業店を上回る

状況となっていた。また、支店長の評価については、営業店業績評価の結果が賞与考課にそ

のまま反映されていた。

(ｲ) 商工中金における統制の状況

25年11月、長野支店において、少なくとも8件の貸付けで雇用維持利子補給に係る不正が行
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われていた可能性が高いことを組織金融部及び長野支店は認識していたが、改ざんなどを行

ってはならないという認識が著しく欠けていたことから、調査の内容は雇用維持利子補給の

要件に該当しているかどうかの確認に終始していて、不正が行われていたかどうかについて

の判断は行わず、改ざんなどが行われていたものの、雇用維持利子補給の要件に該当してい

ると判断したものについては、事業者から新たに資料を入手するなどして不備を補完したと

していた。そして、組織金融部は、取締役会、監査部等に報告を行っておらず、他の営業店

で同様の事態がないかの調査も行っていなかった。また、28年7月に実施した内部監査等によ

り、東京、池袋両支店における危機対応貸付けに関する疑義事案が発覚したが、調査の結果

が取締役会やコンプライアンス会議において報告されていないなどしていた。

貸付け実施後に行われる自店監査による指摘等に対しても不備を補完するとして、りん議

決裁時点の資料等の差替えや廃棄といった不適切な行為が行われていた。

ウ 政投銀による危機対応貸付けとの比較

政投銀における損害担保契約及び利子補給の適用割合は商工中金と比較して低いものとなっ

ている。また、商工中金は危機対応貸付けの実績を営業店及び各営業担当者の業務目標として

定めていたが、政投銀は人事考課等に組み込んでいなかった。

エ 利子補給の実施状況等

雇用維持利子補給が適用されていて、商工中金の調査報告書で不正が行われていなかったな

どとされた1,603件の貸付けのうち394件(24.5％)において、貸付日からおおむね6か月後の確認

以降に従業員数が減少していた。また、複数の貸付けで経営支援型利子補給の適用を受けてい

る3,800事業者において、貸付け後1年以内に新たに同利子補給を適用した危機対応貸付けを行

っていたものが5,610件(70.8％)となっているなど、短期間に繰り返し適用しているものが多数

見受けられた。

商工中金の調査報告書等で不正が行われていなかったとされた貸付けで利子補給が適用され

た貸付け計139件のうち、一般の金融機関から通常の条件による貸付けの提案を受けていること

を事業者から聞き取っていたにもかかわらず、当該事業者に対して危機対応貸付けを行ってい

たものが52件見受けられた。

(3) 危機対応準備金の額の見通し及びその根拠

商工中金において、危機対応業務の要件確認における不正事案が判明し、要件非該当貸付けが

相当数あったことなどが明らかになったのち、商工中金は、29年6月に29年度の危機対応準備金の

額の見通し及びその根拠を経済産業大臣及び財務大臣に報告していたが、危機対応業務の円滑な

実施のために必要な財政基盤が十分に確保されるに至っているかについて具体的な検討を行って

いなかった。

4 所見

危機対応業務は、政策金融改革の一環として創設され、業務が開始されてから約10年が経過して

いる。この間、商工中金は、指定金融機関として危機対応貸付けを行ってきており、いわゆるリー

マン・ショックや東日本大震災といった大規模な危機に対応してきている。しかし、今般、商工中

金が危機対応貸付けにおいて多数の不正を行っていたことなどが判明し、商工中金において、危機

対応業務を一般の金融機関との競争上優位性のある｢武器｣として認識し、収益等の維持・拡充に利

用するなどして過度に推進したことや、社外役員によるけん制機能を含め、取締役会の機能が十分
．．

に発揮されていないなどガバナンス態勢が欠如していたことなどが明らかになったことから、商工

中金は、ガバナンスの強化を図るとともに新たなビジネスモデルを構築するとしている。

ついては、商工中金による危機対応業務等が適切に行われるよう、商工中金及び危機対応円滑化

業務の主務省において、次のような点に留意する必要がある。

ア 商工中金において、

(ｱ) 危機対応貸付けについては、取締役会等において適切に報告を行うことや、内部監査等にお
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いて改ざんなどによる不正のリスクへの対応を適切に行うことを徹底するとともに、要件の確

認や、要件を確認するための資料の真正性の確認等を確実に行うことについて職員に対する研

修を実施するなどして、不正等の再発防止を徹底すること。また、利子補給については、制度

趣旨に十分に留意して運用すること

(ｲ) りん議決裁時点の資料の真正性の確保については、内部規程等を整備するとともに、職員に

対して周知徹底を図ること

(ｳ) 危機対応業務も含めた商工中金の業務全般においては、業務の適正な執行が確保されるよう、

法令遵守やリスク管理についての態勢を強化したり、これらの重要性について職員に対して周

知徹底を図ったりなどの改善に引き続き取り組むこと

(ｴ) 危機対応準備金については、引き続き、事業年度ごとに、危機対応業務の円滑な実施のため

に必要な財政基盤が十分に確保されるに至っているか具体的に検討を行うとともに、国庫納付

が可能であると判断した場合は、適切に国庫に納付すること

イ 危機対応円滑化業務の主務省において、

(ｱ) 危機認定については、緊急性を要することから、一般の金融機関の貸付け態度や危機事象の

影響を受ける事業者の資金繰りの状況等について十分に調査を行うことが困難な場合もあると

考えられるが、可能な限り調査を行った上で的確に判断すること。また、危機認定の継続に際

しては、継続の必要性等について十分な調査を行った上で的確に判断すること

(ｲ) 利子補給については、指定金融機関が制度趣旨に十分に留意した運用を行うよう、制度を適

切に運営すること

本院としては、今後とも商工中金における危機対応業務の実施状況等について引き続き検査して

いくこととする。
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(７) 国会からの検査要請事項に関する報告

～目 次～

＜件 名＞ ページ

・学校法人森友学園に対する国有地の売却等について････････････････････ ３６５

・東京電力株式会社に係る原子力損害の賠償に関する国の支援等の実施状況

について･･････････････････････････････････････････････････････････ ３７３

・東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた取組状況等について ３７８
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学校法人森友学園に対する国有地の売却等について

1 参議院からの検査要請の内容

(1) 検査の対象

財務省、国土交通省

(2) 検査の内容

① 大阪府豊中市の国有地の貸付及び売却の経緯

② 貸付価格及び売却価格並びに価格算定手続の適正性

③ 当該国有地の貸付及び売却に関する行政文書の管理状況

2 検査の着眼点

本院は、①大阪府豊中市の国有地の貸付及び売却の経緯について、大阪航空局から近畿財務局へ

の事務委任、公用・公共用の取得等要望の受付、予定価格の作成、貸付け及び売買契約の締結、有

益費の支払、地下埋設物等の確認、延納に係る審査・担保権の設定、売払い結果の公表等は法令等

に基づいて適切に行われているか、サステナブル建築物等先導事業(木造先導型)(サステナブル事

業)の補助金の申請、交付及び審査は適切に行われているか、②貸付価格及び売却価格並びに価格算

定手続の適正性について、貸付価格及び売却価格は法令等に基づき適切に算定されているか、特に

新たに発見されたとされている地下埋設物の撤去費用は適正な手続に従い適切に算定されているか、

契約相手方との見積合わせは法令等に基づき適切に行われているか、有益費の対象となった工事内

容及び費用の検証は適切に行われているか、土地の価値の増加額は適切に算定されているか、有益

費として支払われた額は適切に算定されているか、③当該国有地の貸付及び売却に関する行政文書

の管理状況について、本件要請に係る大阪府豊中市野田町所在の面積8,770.43㎡の土地(本件土地)

の貸付け又は売払いに係る会計経理の妥当性の検証に必要な資料は、法令等に基づき適切に作成さ

れ、保存されているかなどの点に着眼して検査を実施した。

3 検査の結果

(1) 大阪府豊中市の国有地の貸付及び売却の経緯

ア 本件土地に係る処分等相手方の決定手続等

近畿財務局は、取得等要望の受付期間中であった平成25年9月2日に学校法人森友学園(森友学

園)から小学校用地としての取得等要望書が提出されたことを受けて、審査等を行うなどして、

27年2月20日に処分等相手方を森友学園に決定していた。

イ 本件土地の貸付けの経緯

(ｱ) 貸付合意書等の締結手続等

近畿財務局は、本件土地の取得に当たり当初の8年間は本件土地の貸付けを受けたいとの森

友学園の要望を受け、森友学園が3年以内に購入することが困難であることなどを理由として、

27年2月4日に｢普通財産貸付事務処理要領｣(貸付要領)により処理することが適当ではないと

認められる場合に理財局長の承認を得て行う別途処理(特例処理)の承認申請を行い、同年4月

30日に財務本省の承認を得て、同年5月29日に森友学園と売払いを前提とした10年間の定期借

地権を設定する貸付合意書を締結していた。

近畿財務局が、特例処理の申請に当たり、特例処理により定期借地とすることに伴い公租

公課相当額が控除されて貸付料予定価格が低額となることを考慮していなかったこと、また、

財務本省が、申請に対する検証を十分に行っていなかったことは、いずれも慎重な検討を欠

いていたと認められる。

また、本件土地には、土壌汚染や地下埋設物等の存在が判明していることから、貸付合意

書において、森友学園が地下埋設物等を撤去した場合には、有益費として、その費用を国が

負担することとしていた。そして、有益費は、森友学園が支出した費用のうち国の基準によ

る検証を踏まえて森友学園と合意した額又は貸付財産価格の増加額のいずれかを国が選択の
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上、森友学園へ返還することとしていた。

(ｲ) 有益費

森友学園は、(仮称)森友学園小学校新築工事に伴う土壌改良他工事及び(仮称)森友学園小

学校新築工事に伴う敷地南側地中埋設物撤去工事(これらを｢対策工事｣)を27年6月30日から1

2月15日までの間に実施しており、対策工事の報告書によれば、汚染された土壌並びに舗装の

材料、埋設されていた上下水管、ガス管及び児童遊園内のコンクリート構造物等を撤去した

としている。しかし、同報告書によると廃材、廃プラスチック、陶器片、生活用品等のごみ

(廃材等)が土砂と混ざった状態の土(廃棄物混合土)の処分量(処分量)は9.29ｔにとどまって

おり、廃棄物混合土はほとんど撤去されていなかったと思料される。そして、対策工事終了

後の28年3月30日に、有益費として合意した額を1億3176万円と定めること、合意した金額を

大阪航空局が自らの予算において森友学園へ支払うことなどについて、近畿財務局、森友学

園及び大阪航空局の3者において合意し、合意書を締結し、この合意書等に基づき、大阪航空

局は、同年4月6日に同額を森友学園へ支払っていた。

有益費の確認及び支払に当たり、近畿財務局と大阪航空局の間において、有益費の確認、

支払等に関する責任の所在等をどのように取り決めていたのか、保存されている行政文書で

は確認することができなかった。

ウ 本件土地の売払いの経緯

(ｱ) 新たな地下埋設物

森友学園は、28年3月11日に、近畿財務局に対して、貸付合意書で対象としていた地下埋設

物に該当しない新たな地下埋設物が発見されたと連絡していた。

近畿財務局及び大阪航空局は、同月14日に現地確認を行った。また、近畿財務局は、同月

30日に、新たな地下埋設物の確認のため小学校校舎の建設工事の工事業者(校舎建設工事業

者)が試掘した箇所について現地で確認し、廃棄物混合土があったことを確認したとしている。

さらに、近畿財務局と大阪航空局は、同年4月5日に現地の確認を行っており、その際、大阪

航空局は、校舎建設工事業者が地下1.6ｍから4ｍまで新たに試掘した8か所について確認し、

廃棄物混合土があったことを確認したとしている。

そして、近畿財務局は、27年11月24日の対策工事の現場確認時点では、本件土地の地表面

には陶器片やガラス片等しか見受けられなかったことから、今回確認された廃棄物混合土は、

貸付合意書で対象としていた地下埋設物に該当しない、地下3ｍ以深にある新たな地下埋設物

であると判断したとしている。

また、大阪航空局は、杭工事の施工写真により、廃棄物混合土が排出されていたり、廃材

等が掘削機の先端に付着していたりしていることなどを確認したとしている。そして、大阪

航空局は、①今回確認した廃棄物混合土は、長さ9.9ｍの杭工事の過程で発見されたものであ

ること、②新たに試掘した箇所において地下3.8ｍの地点に廃棄物混合土が見受けられたこと、

③21年10月の｢大阪国際空港豊中市場外用地(野田地区)地下構造物状況調査業務｣(地下構造物

調査)では、地下3ｍ程度までに確認されたと記載されているが、この基となる一部の試掘デ

ータには地下3.3ｍまで廃棄物混合土が確認されていたこと、④本件土地は、昭和40年代初頭

まで池沼であり、埋立てにより造成された土地であることなどから、今回確認した廃棄物混

合土は、新たな地下埋設物であると判断したとしている。

(ｲ) 森友学園からの購入要望

本件土地について、平成28年3月14日の現地確認後、近畿財務局は、大阪航空局と協議を開

始するとともに、財務本省にも現地確認の状況等を報告しており、同月15日に、同本省は森

友学園から地下埋設物の撤去等に関する要請を受けた。その後、同月24日に森友学園からの

購入要望があったとされている。そして、近畿財務局は、森友学園の要望に応じ、本件土地

を売却する方向で事務を進めたとし、詳細な日付等は不明であるものの森友学園側と数回や
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り取りをしたとしているが、具体的な資料はなく、その内容は確認することができなかった。

(ｳ) 本件土地の売却における地下埋設物の取扱い

近畿財務局長は、森友学園からの購入要望を受けて、28年3月30日に、本件土地を所管し、

専門的知見を有するとして、大阪航空局に地下埋設物の撤去・処分費用について見積もるこ

となどを依頼した。大阪航空局は、森友学園側の工事関係者が所有する地下埋設物等に関す

る工事関係資料を提供することを依頼するよう近畿財務局に求めた。これを受けて、近畿財

務局が工事関係者に資料の提供を依頼し、大阪航空局は、工事関係者から提供を受けた資料

等も用いて見積りを行った。

そして、大阪航空局は、同年4月14日に、近畿財務局に対して売払処分依頼を行うとともに、

｢不動産鑑定評価について(依頼)｣(依頼文書)を提出して地下埋設物撤去・処分概算額及び軟

弱地盤対策費を本件土地の不動産鑑定評価に反映することを求めた。

(ｴ) 売買契約の内容

近畿財務局は、森友学園との間で、地下構造物調査の報告書等に記載された地下埋設物等

の瑕疵の存在を了承した上で土地を買い受けるとした条項及び売買物件に関する一切の瑕疵

について国の瑕疵担保責任を免除するなどとした特約条項を付した売買契約を28年6月20日に

締結するなどしていた。当該売買契約において、近畿財務局は、森友学園が指定期日までに

指定用途に供さなかったときは本件土地の買戻しをすることができる特約条項や、森友学園

に対して違約金を支払わせる特約条項も付していた。

(ｵ) 延納の特約

森友学園は、28年6月9日に、近畿財務局に対して期間10年での延納の申請を行った。近畿

財務局は、本件土地の貸付申請時に根拠資料の提出を森友学園から受けており、延納申請の

際にも、最新の財務諸表等の提出を受けて検証を行い、売払代金を一時に納付することの困

難性、延納代金の納付の確実性があったとして延納を認めていた。しかし、資料の記載に不

備が見受けられたり、借入返済計画について貸付申請時の計画ではプラスであった法人全体

の最終的な次年度繰越額がマイナスとなっていたりしているのに、近畿財務局は、森友学園

に対して、変更内容等について確認していなかった。また、借入返済計画における小学校建

設工事費等について、延納申請時には既に着工済みであることを近畿財務局は把握していた

ことから、契約書等の根拠資料を徴するなどして実際の建設工事費を確認すれば計画の妥当

性をより正確に検証できた可能性があるのに、近畿財務局はこれを行っていなかった。

(ｶ) 売払い結果の公表

財務省は、会計法第29条の3第5項及び予算決算及び会計令(予決令)第99条第21号の規定に

基づき、公共用、公用又は公益事業の用に供するために必要な物件を直接に地方公共団体又

は事業者に売り払うなどの場合等に該当する随意契約(公共随契)により売払いをした財産に

あっては、契約金額等を契約後原則として1か月以内に財務局等のホームページに公表するこ

ととしている。本件の公表に当たり、近畿財務局は、森友学園から、風評リスクが懸念され

るので、契約金額を公表しないよう要請があったとして、契約後1か月を経過しても契約金額

を公表していなかった。

エ 買戻権の行使等

森友学園は、29年3月10日に小学校設置認可の申請を取り下げ、同年4月21日に民事再生法に

基づく再生手続の開始を申し立て、同月28日に再生手続の開始が決定されて管財人が選任され

た。近畿財務局は、同年6月29日に買戻権を行使して所有権移転の登記手続を行い、同年7月12

日に本件土地を原状に回復して国に返還するよう求めることを森友学園に通知した。また、国

土交通省及び近畿財務局は、森友学園の再生手続に伴う再生債権の届出に当たり、国が森友学

園に対して有する債権である有益費過払分等と、国が森友学園に対して負う債務である本件土

地の買戻しに伴い返還する納付済みの売払代金とを相殺し、相殺した後の差額863万円及び再生
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手続開始後の延滞金等121万円並びに本件土地の返還に係る原状回復請求権9億8554万円を再生

債権として裁判所に届け出ていた。

オ サステナブル事業

森友学園は、本件土地に小学校を設置するに当たり、サステナブル事業に応募し、これに対

し国土交通省は事業採択を行い、森友学園へ採択の結果の通知を行っていた。森友学園は、27

年度分の補助金交付申請書を一般社団法人木を活かす建築推進協議会(木活協)に提出し、木活

協は、交付申請書の審査に当たり、十分な審査を行わないまま交付決定を行っていた。そして、

森友学園は、28年3月15日に中間実績報告書を木活協へ提出し、木活協は不備がないとして482

9万円の補助金を同月22日に森友学園へ交付していた。また、森友学園は、29年1月20日に、27

年度分の実績報告書を木活協へ提出し、木活協は、同日に27年度分の補助金について額の確定

を行い、27年度の補助金残額815万円を森友学園へ交付していた。

しかし、木活協は｢平成27年度サステナブル建築物等先導事業(木造先導型)補助金交付規程｣

に定める手続に基づかずに補助金を交付しており、このことは適切を欠くと認められる。

森友学園は、29年3月16日に、小学校の設置認可申請取下げを理由に事業の中止承認書を木活

協へ提出しており、これを受けた木活協は、同月21日付けで事業の中止を承認していた。そし

て、木活協は、27年度分の補助金について、交付決定の取消しを行うとともに、森友学園へ補

助金の返還命令を行っており、これを受けた森友学園は、同月28日に交付を受けていた補助金

額の全額5644万円を返還していた。

(2) 貸付価格及び売却価格並びに価格算定手続の適正性

ア 貸付料の算定

近畿財務局は、本件土地の貸付料予定価格の決定を2回行っている。10年間の定期借地を前提

とした鑑定評価書による賃料4204万円/年から公租公課相当額918万円/年を控除した3285万円/

年を1回目の貸付料予定価格としていた。この金額に基づき、近畿財務局は、27年3月13日に森

友学園と見積合わせを行ったが、森友学園の見積額が貸付料予定価格を下回ったことから不調

となっていた。その後、同月26日に森友学園からボーリング調査結果が提出されたことなどの

理由から、同年4月16日に価格等調査業務を委託し、これによる賃料3604万円/年から公租公課

相当額887万円/年を控除するなどして、2725万円/年を2回目の貸付料予定価格としていた。そ

して、近畿財務局は、同年4月28日に見積合わせを行い、2730万円/年を貸付価格としていた。

イ 有益費

大阪航空局は、有益費に関して対策工事の内容及び金額の妥当性の検証を行い、施工範囲、

地下埋設物の撤去及び処分状況、土壌汚染対策の実施状況等を確認し、対策工事の内容は土地

の価格を向上させる内容であるとしていた。また、対策費用として森友学園が支出したとする

計1億3176万円について、対策工事を実施した業者(対策工事業者)以外の2者から見積金額を徴

取し、いずれも対策費用を上回っていることを確認していた。

そして、大阪航空局は、貸付料の算定の根拠となった鑑定評価書に基づき、対策工事前の土

地の評価額9億2365万円と対策工事後の土地の評価額(対策後評価額)10億5560万円との差額1億

3195万円を対策工事による本件土地の価値の増加額としていた。大阪航空局は、森友学園が対

策費用として支出したとする1億3176万円について、本件土地の価値の増加額より安価であった

ことなどから、対策費用1億3176万円を有益費とするとしていた。

対策費用1億3176万円について確認したところ、森友学園からの支払完了後、森友学園から返

金要求があったため、対策工事業者は、27年12月3日の森友学園からの返金請求書に基づき、同

月9日に2106万円を森友学園へ返金していた。したがって、森友学園が対策工事で実際に支出し

た額は、1億3176万円から上記2106万円を差し引いた1億1070万円となっていた。このため、森

友学園は、実際に支出した額より2106万円過大であった1億3176万円を、対策工事で支出した費

用であると偽って国に報告していたことになる。
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さらに、対策工事後の個別的要因のうち地盤改良について、大阪航空局は、整地により改善

されたとして1.00としていた。しかし、対策工事では地表面の整地しか行われておらず、地盤

の地耐力を改善させるような工事を実施したことは確認できなかったことから、対策工事後の

地盤改良に係る個別的要因を1.00に改善したとして評価していることについては、十分な根拠

が確認できないものとなっている。地盤改良に係る個別的要因を対策工事前から変更せずに0.

97として対策後評価額を試算すると、本件土地の価値の増加額は1億0556万円となる。

この対策工事では、廃棄物混合土はほとんど撤去されていなかったと考えられる。しかし、

廃棄物混合土の撤去・処分に係る費用を正確に算定するには、算定に必要な情報を把握して条

件を全て確定する必要があるが、このことは困難であるため、仮に大阪航空局の算定方法に沿

って、森友学園が実際に支出した対策費用に基づき対策工事前の個別的要因を算定するととも

に、前記のとおり対策後評価額を個別的要因のうち地盤改良について対策工事前から変更せず

に0.97として試算すると、本件土地の価値の増加額は7917万円となる。

このように、①対策費用として認められる額は1億1070万円となること、②本件土地の価値の

増加額を大阪航空局の算定方法に沿って試算したところ、地盤改良に係る個別的要因が改善さ

れていない点を反映すると1億0556万円となること、③これに加えて対策費用を森友学園が実際

に支出した1億1070万円とすると7917万円となることから、大阪航空局が有益費として森友学園

に支払った1億3176万円は、これらに比べて2619万円から5258万円が多く支払われていることに

なる。

以上のことから、国が森友学園へ返還する有益費の額の算定に当たり、対策工事の内容が土

地の価値を増加させるものとなっているかなどの確認を十分に行うとともに、本件土地の価値

の増加額の妥当性について十分な検討を行うなどする必要があったと認められる。

ウ 売却価格の算定

(ｱ) 地下埋設物の取扱い

森友学園から連絡を受けた近畿財務局は、大阪航空局とともに、28年3月14日に現地の確認

をして、今回確認した廃棄物混合土は貸付合意書で対象としていた地下埋設物に該当しない

新たな地下埋設物であると判断したとしている。そして、近畿財務局は、大阪航空局に地下

埋設物の撤去・処分費用の見積りを口頭により依頼し、その額を本件土地の評価において反

映させることとした。一方、大阪航空局は、同月30日に近畿財務局から地下埋設物の撤去・

処分費用の見積りを行うよう口頭による依頼を受けて、地下埋設物撤去・処分概算額を8億1

974万円と算定し、同年4月14日に近畿財務局へ提出した。

(ｲ) 地下埋設物撤去・処分費用の算定

大阪航空局は、地下埋設物撤去・処分費用の算定に当たって、対象面積を本件土地のうち

北側区画の5,190㎡とし、北側区画のうち小学校建物の杭部分の面積を除く面積4,887㎡に係

る廃棄物混合土の深度を3.8ｍ、杭部分の面積に係る深度を9.9ｍとしていた。しかし、対象

面積についてみると、杭工事においていずれの杭から廃棄物混合土が確認されたかを特定す

ることができないことや、過去に池等であった土地の地歴等を勘案しているとする範囲と5,

190㎡とが一致しているかを確認することができないことから、対象面積の範囲を妥当とする

確証は得られなかった。そして、深度3.8ｍについて、廃棄物混合土を確認していることの妥

当性を確認することができず、敷地面積4,887㎡に対して一律の深度として用いたことについ

て十分な根拠が確認できないこと及び深度9.9ｍを用いる根拠について確認することができな

いこと、また、大阪航空局は、廃棄物混合土が確認されていない箇所についても地下埋設物

が存在すると見込んでいることとなることなどから、地下埋設物撤去・処分概算額の算定に

用いた廃棄物混合土の深度については、十分な根拠が確認できないものとなっている。

また、21年度の地下構造物調査時の試掘箇所における掘削土量に占める廃棄物混合土の割

合(混入率)の47.1％は、地下構造物調査において北側区画内で試掘した42か所のうち廃棄物
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混合土の層が存在すると判断された28か所の混入率を平均して算定されているが、28か所以

外の14か所についても北側区画での試掘であり、うち13か所では廃棄物混合土が確認されて

いない。このため、14か所を混入率の平均の算定から除外していることに合理性はなく、混

入率の平均値が試掘した42か所の平均より高めに算定されていることも考えられる。このよ

うに、対象面積全体に乗じる平均混入率として、廃棄物混合土が確認された箇所に限定した

混入率の平均値を用いていることについては、十分な根拠が確認できないものとなっている。

さらに、本件土地の地下埋設物撤去・処分費用の算定における処分費(本件処分費)の単価

22,500円/ｔがどのような条件下で提示された単価であるのかなどを示す資料はなく、単価が

どのような項目から構成されているかなど、単価の詳細な内容について確認することができ

なかった。

大阪航空局が算定した本件土地における処分量19,520ｔ及び地下埋設物撤去・処分概算額

8億1974万円は、算定に用いている深度、混入率について十分な根拠が確認できないものとな

っていたり、本件処分費の単価の詳細な内容等を確認することができなかったりなどしてお

り、既存資料だけでは地下埋設物の範囲について十分に精緻に見積もることができず、また、

仮定の仕方によっては処分量の推計値は大きく変動する状況にあることなどを踏まえると、

大阪航空局において、地下埋設物撤去・処分概算額を算定する際に必要とされる慎重な調査

検討を欠いていたと認められる。

(ｳ) 予定価格の決定等

近畿財務局は、大阪航空局から売払処分依頼を受けて、依頼文書で示された地下埋設物撤

去・処分概算額及び軟弱地盤対策費を考慮して不動産鑑定評価を行うことを条件とした仕様

書により鑑定評価業務を発注した。委託を受けた不動産鑑定業者の不動産鑑定士は、地下埋

設物の存在を価格形成要因から除外する想定上の条件を設定して鑑定評価を行い、本件土地

の鑑定評価額を9億5600万円とした。さらに、近畿財務局が提示した地下埋設物撤去・処分費

用を控除するなどし、意見価額を1億3400万円であると付記していた。

また、軟弱地盤対策費5億8492万円の算定根拠について、大阪航空局は、近畿財務局からの

依頼に基づき、森友学園側の工事関係者から提供された見積書を内容の検証を行わないまま

近畿財務局に提出したとしている。近畿財務局は、当該見積書が森友学園側の工事関係者か

ら提供されたものであることを知りながら、その事実を説明せず、内容を十分に確認しない

まま、これを考慮することを条件とした鑑定評価業務を委託しており、予定価格の決定に関

連した事務の適正な実施に対する配慮が十分とはいえない状況となっていた。

そして、近畿財務局は、9億5600万円が鑑定評価額であること、地下埋設物撤去・処分概算

額を反映した場合の意見価額が1億3400万円であることの審査を了したが、評価調書の作成を

失念したとし、｢国有財産評価基準について｣の手続に従って評価が行われた適正な対価(評定

価格)を定めないまま、1億3400万円を予定価格として決定していた。

しかし、予定価格の決定に当たり、近畿財務局において、森友学園から損害賠償を請求す

る考えが示されていたことなどの個別事情を踏まえたとされているところ、当該個別事情を

勘案したことは予定価格の決定における重要な要素であるのに、決裁文書にこの点に関する

特段の記述がないなど、具体的な検討内容は明らかではなかった。そして、鑑定評価額と大

きく異なる額を予定価格として決定していたのに、評価調書の作成を失念し、評定価格を定

めておらず、評価内容が明らかになっていないため、評価事務の適正を欠いていると認めら

れた。

さらに、近畿財務局は、森友学園において、地下埋設物撤去・処分費用の見積りを短期間

で行うのは難しいと考えられたとして見積合わせを行っていなかったが、森友学園には本件

の有益費の返還に係る地下埋設物撤去工事を行った実績等があり、当該費用を見積もること

が困難であると近畿財務局が判断するに至った具体的な根拠を確認することができなかった。
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したがって、予定価格よりも有利な価格で契約する可能性を追求するためには、予決令第99

条の6の規定等に基づき、適切に見積合わせなどを行うことについて更に検討すべきであった

と認められた。

(3) 当該国有地の貸付及び売却に関する行政文書の管理状況

ア 財務省の管理状況

財務省の行政文書の管理状況についてみると、管理処分調書等を含む本件土地に係る決裁文

書等の行政文書では、本件土地の売却に至る森友学園側との具体的なやり取りなどの内容や、

有益費の確認、支払等に関する責任の所在が明確となっていないなど、会計経理の妥当性につ

いて検証を十分に行えない状況となっていた。

そこで、更に本件土地の処分等に係る協議記録等について提出を求めたところ、近畿財務局

は、本件土地の処分等に係る大阪航空局や森友学園との協議記録等については、保存期間を1年

未満としており、協議記録等を作成していたとしても、本件土地の森友学園との売買契約終了

後等に廃棄することとしていたことから確認することができなかったとしている。

また、電子ファイルの管理状況についてみると、近畿財務局は、保存期間の満了した行政文

書の電子ファイルについては、財務省行政文書管理規則等に基づき財務局行政情報化LANシステ

ム(財務局システム)から削除したとしている。また、近畿財務局は、28年10月に財務局システ

ムを更新しており、旧システムのサーバのハードディスクについては物理的に破壊されている

ことなどから、28年10月以前に保存期間の満了に伴い、又は、1年未満の保存期間とされ旧シス

テムのファイルサーバから削除された行政文書の電子ファイルのデータについては、復元する

ことはできないとしている。

イ 国土交通省の管理状況

国土交通省の行政文書の管理状況についてみると、有益費に関する決裁文書や売却時におけ

る地下埋設物撤去費用等についての近畿財務局への回答に関する決裁文書には、有益費として

支払う額の確認や売却時における地下埋設物の取扱いに関して近畿財務局や森友学園との間で

どのような協議が行われていたのかが記載されていなかった。そこで、更に協議記録等につい

て提出を求めたところ、空港場外用地等に関する処分依頼関係文書については、補償課の文書

管理者により定められた標準文書保存期間基準において保存期間が5年となっているものの、大

阪航空局は、本件土地の処分依頼に係る近畿財務局や森友学園との協議記録については、処分

依頼関係文書に含まれないとして、保存期間を1年未満とし、本件土地の森友学園との売買契約

終了後等に廃棄することとしていたことから確認することができなかったとしている。このた

め、近畿財務局や森友学園とどのような協議が行われていたのかなどを確認することができず、

会計経理の妥当性について検証を十分に行えない状況となっていた。

さらに、大阪航空局は、本件処分費の単価がどのような条件下で提示された単価であるのか

などを示す資料は、地下埋設物の撤去・処分概算額の算定過程における検討資料であり処分依

頼関係文書には含まれないものであるとして、保存期間を1年未満とし、売買契約終了後に廃棄

することとしていたことから保存していなかったとしている。このため、本件処分費の単価等

について詳細な内容を確認することができず、会計経理の妥当性について検証が十分に行えな

い状況となっていた。

4 所見

財務省及び国土交通省においては、今後の本件事案への対応に万全を期すとともに、次の点に留

意するなどして、今後の国有財産の管理及び処分を一層適切に行っていくことが必要である。

(1) 大阪府豊中市の国有地の貸付及び売却の経緯について

ア 財務省において、貸付要領の特例処理の申請に当たり、特例処理により定期借地とすること

に伴い貸付料予定価格から公租公課相当額が控除されることを考慮していなかったり、その検

証が十分に行われていなかったりする事態が見受けられた。このため、特例処理に当たっては、
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貸付料から公租公課相当額を控除することなど、特例処理の可否を判断する上で重要な要素を

考慮した上で、十分に検証を行うこと

イ 本件土地の処分等に当たり、近畿財務局と大阪航空局の間で、処分等の手続における責任の

所在等が明確でない事態が見受けられた。このため、今後、国土交通省所管の普通財産を財務

省へ依頼して処分する場合、財務省及び国土交通省において、処分等の手続における、契約、

支払等に係る責任の所在等について明確にした上で実施すること

ウ 財務省において、延納代金の納付の確実性の検証に当たり、契約書等の根拠資料を十分に確

認していないなどの事態が見受けられた。このため、公共随契による売払代金について延納を

認めるに当たっては、延納代金の納付の確実性を検証するために、契約書等の必要な根拠資料

を徴するなどして、十分に検証を行うこと

(2) 貸付価格及び売却価格並びに価格算定手続の適正性について

ア 本件土地の貸付契約に係る有益費の確認及び支払に当たり、対策工事の内容が土地の価値を

増加させるものとなっているかなどの確認が十分でなかったり、本件土地の価値の増加額の算

定に係る検討が十分でなかったりなどしていて、国が森友学園へ返還する有益費の額が適切に

算定されていない事態が認められた。このため、今後、有益費の支払が想定される場合は、支

出負担行為を担当する省において、対象工事の内容及び金額について、十分な確認を行うとと

もに、資産の価値の増加額の妥当性について十分な検討を行うなどして、国として負担すべき

有益費の額を適切に算定できるよう取り組むこと

イ 地下埋設物の撤去・処分費用の算定に当たり、深度、混入率等について、十分な根拠が確認

できないものとなっているなどの事態が見受けられた。このため、今後、財務省及び国土交通

省において、地下埋設物の撤去・処分費用を算定する場合には必要な調査検討を行うとともに、

算定に必要な作業時間を確保するなどして、地下埋設物の撤去・処分費用を適切に算定するこ

と

ウ 財務省及び国土交通省において、国有地の売却に当たり、国有地を適正に評価するため、契

約相手方側から提供された資料を用いる場合、その内容について必要な確認等を行うこと。ま

た、財務省において、予定価格の決定に当たり、評価内容を明らかにした評価調書を確実に作

成するよう指導を徹底するなどして評価事務の適正性の確保に一層留意すること

エ 財務省において、29年1月の｢未利用国有地等の管理処分方針について｣改正の趣旨に沿って、

公共随契において、見積合わせなどの相手方との間で価格に係る交渉を実施した上で、予定価

格以上の価格による処分等価格の決定等を着実に行うとともに、財務局等においても、当該通

達改正の趣旨を踏まえ、見積合わせなどの相手方との間で価格に係る交渉を適切に行うこと

(3) 当該国有地の貸付及び売却に関する行政文書の管理状況について

本件土地に係る決裁文書等の行政文書では、売却に至る森友学園側との具体的なやり取りなど

の内容や、有益費の確認、支払等に関する責任の所在、地下埋設物の撤去・処分費用における本

件処分費の単価の詳細な内容等が確認できず、会計経理の妥当性について検証を十分に行えない

状況となっていた。このため、財務省及び国土交通省において、公文書管理委員会において議論

されている行政文書の管理に関するガイドラインの見直しの方向性についての内容等を踏まえ、

国有地の売却等に関する会計経理の妥当性の検証が十分に行えるよう、必要な措置を講ずること

本院としては、国有地について、売却等を通じて国の財政に貢献するとともに、地域や社会のニ

ーズに対応した有効活用を図っていく必要があるとされていることから、その重要性に鑑み、今後

とも、国有地の管理及び処分について、引き続き検査していくこととする。
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東京電力株式会社に係る原子力損害の賠償に関する国の支援等の実施状況について

1 参議院からの検査要請の内容

(1) 検査の対象

内閣府、文部科学省、経済産業省、原子力損害賠償支援機構、東京電力株式会社等

(2) 検査の内容

東京電力株式会社に係る原子力損害の賠償に関する国の支援等の実施状況に関する次の各事項

① 原子力損害の賠償に関する国の支援等の状況

② 原子力損害賠償支援機構による資金援助業務の実施状況等

③ 東京電力株式会社による原子力損害の賠償その他の特別事業計画の履行状況等

2 検査の着眼点

①国の支援等に係る財政負担等はどのような状況になっているか、財政上の措置以外の国の支

援等はどのような状況になっているか、②原子力損害賠償支援機構(平成26年8月18日以降は原子

力損害賠償・廃炉等支援機構)が行う東京電力株式会社(28年4月1日以降は東京電力ホールディン

グス株式会社。｢東京電力｣)への資金交付等の資金援助等の業務はどのように実施されているか。

機構が東京電力等から納付を受ける負担金の水準はどのように設定されているか、機構が引き受

けた東京電力が発行した株式の処分を含めて、機構を通じて東京電力に交付された資金の回収の

見通しはどのようになっているか。③要賠償額の見通しはどのようになっているか、東京電力に

よる賠償は適正かつ迅速に行われているか。東京電力の事業運営に関して、経営の合理化のため

のコスト削減、資産売却等の方策や事業改革はどのように実施されているか、財務基盤の強化は

図られているか、廃炉・汚染水対策における国と東京電力の役割分担はどのようになっているか、

対策の適正かつ着実な推進が図られているかなどの点に着眼して検査を実施した。

3 検査の結果

(1) 原子力損害の賠償に関する国の支援等の状況

東京電力に係る原子力損害の賠償に関する国の支援は、原子力損害の賠償に関する法律(原賠

法)の枠組みの下で行うこととされており、28年度(一部は29年12月)末までに国が負担等をした額

は、計8兆0504億円となっている。このほか、国は、東京電力の福島第一原子力発電所(福島第一

原発)の廃炉・汚染水対策に関して計2242億円の財政措置を講じている。

また、文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会に設置された原子力損害賠償紛争解決センター

(ADRセンター)における23年9月から29年9月末までの和解の仲介の申立件数は22,913件となってい

て、同月末現在1,983件が未処理となっている。

(2) 機構による資金援助業務の実施状況等

ア 資金援助業務の実施状況

機構は、東京電力が発行する株式を1兆円で引き受けている。25年12月の｢原子力災害からの

福島復興の加速に向けて｣(25年閣議決定)においては、機構が保有する東京電力の株式を売却す

ることにより得られる利益の国庫納付により除染費用相当分(2.5兆円)の回収を図ること、売却

益に余剰が生じた場合は中間貯蔵施設費用相当分(1.1兆円)の回収に用いることなどが示されて

いた。そして、28年12月の｢原子力災害からの福島復興の加速のための基本指針｣(28年閣議決

定)においては、除染費用相当分が4.0兆円、中間貯蔵施設費用相当分が1.6兆円と見積もられて

いるが、上記の回収に係る方針は維持することとされている。

機構が引き受けた東京電力の種類株式を全て普通株式に転換して売却等する場合、機構が全

ての売却等までに得ることになる対価の額は平均売却価額に約33.3億株を乗じて得られる額と

なる。そして、除染費用相当分(4.0兆円)を株式の売却益で回収するには、平均売却価額が1,5

00円になることが必要となる。

イ 機構への負担金の納付等
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28年度の一般負担金年度総額1630億円について、原子力事業者は同額を29年12月末までに納

付している。そして、同年12月末までに各原子力事業者が納付した一般負担金の累計額は8343

億0465万円となっている。また、東京電力が負担する28年度分の特別負担金については、機構

が収支計画や各年度の収支の見通しなどを踏まえて1100億円と定めて、主務大臣はこれを認可

した。

本院において、国が機構を通じて東京電力に交付した資金が、今後、どのように実質的に国

に回収されるかなどについて、資金交付額が原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券(交付国

債)の額である13兆5000億円になるとして、機構が保有する東京電力の株式に係る売却益を6.0

兆円、4.0兆円、2.5兆円又は5000億円とするなど一定の条件を仮定して機械的に試算した。そ

の結果、特別負担金の額を収支見通し上の仮置きの額とした場合、13兆5000億円を回収する期

間は本報告書の作成年度である29年度の19年後から同34年後まで、回収を終えるまでに国が負

担することとなる支払利息は1439億円から2182億円までとなった。また、特別負担金の額を収

支見通し上の経常利益の1/2とした場合、13兆5000億円を回収する期間は同17年後から同32年後

まで、回収を終えるまでに国が負担することとなる支払利息は1318億円から2020億円までとな

った。そして、いずれの場合も一般会計からの追加的な資金投入等が必要となる試算結果とな

った。

(3) 東京電力による原子力損害の賠償その他の特別事業計画の履行状況等

ア 原子力損害の賠償の状況

29年12月までの東京電力の賠償金の支払額は、7兆6821億円である。請求受付から支払までの

平均日数についてみると、｢個人｣は51.1日、｢法人(定型書式)｣は42.7日、｢法人(非定型書式)｣

は113.3日、｢公共｣は95.3日となっていて、中には賠償金の支払までに1,800日以上の長期間を

要しているものも見受けられた。また、｢求償｣については、請求受付から支払までの平均日数

は402.9日となっていて、サンプルチェックによる提出書類の簡素化を図ることなどにより、期

間の短縮化の傾向にある。

賠償に必要な費用の見込みについてみると、被災者・被災企業への賠償費用7.9兆円について

は、本報告書作成時点では賠償基準が定められておらず合理的な見積りを行うことができない

損害項目があることなどから、被災者・被災企業への賠償費用に係る賠償見積額は、交付国債

による資金交付の前提となる損害賠償の実施その他の事業の運営に関する計画(特別事業計画)

で示されている額から更に増加することが想定されるものとなっている。そして、特別事業計

画における賠償見積額や実際の支払累計額が25年閣議決定で示された賠償費用の見込額を超え

ていた時期があった。

イ 特別事業計画に基づく東京電力の事業運営の状況

(ｱ) 経営の合理化のための諸方策の実施状況

26年度から28年度までの特別事業計画に基づく各年度のコスト削減額をみると、目標額1兆

8761億円に対して、東京電力が算定して公表している実績額は2兆2212億円となっている。

そして、電力の小売全面自由化に伴い発生した問題事象のコスト面への影響についてみる

と、東京電力は、全面自由化までに新規参入した小売電気事業者と託送供給契約を締結して

いたが、スマートメーターの設置に遅延が生じ、その遅延解消のために、東京電力の施工力

不足の影響を補うための工事単価の割増により5.9億円、計器メーカーに対する120Ａ計器の

増産要請により12.2億円、それぞれ追加的な費用が発生していた。

東京電力の核燃料の保有量は、28年度末で燃料集合体換算で13,659体分に上っており、柏
(注)

崎刈羽原子力発電所(柏崎刈羽原発)の1号機から7号機までの全機が稼働した場合のおよそ13

年分に相当する量になっている。そして、将来引取り分を含めた保有量は、燃料集合体換算

で19,479体分となる。全機の運転に至らないなどして柏崎刈羽原発全体の今後の運転状況が

上記の想定からおおむね3割程度低下した場合には、不要となる核燃料が発生し、その購入代
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金分について、電気を販売することによって回収できなくなる。そして、現在のウラン精鉱

の市況が続き、かつ、不要となる核燃料が発生した場合には、その資産評価は、購入代金よ

り低いウラン精鉱の市場価格を基礎としたものとなるおそれがある。

(注) 燃料集合体 ウランなどの核燃料物質を原子炉で燃料として使用するために、被覆管
で密封した核燃料物質(燃料棒)を一まとまりの単位に組み立てたもの

(ｲ) 収支見通しの状況

柏崎刈羽原発の6、7号機について、29年11月末現在で、安全設備設置工事の一部が実施途

中であり、また、立地自治体である新潟県は、福島第一原発の事故原因等の検証がなされな

い限り、再稼働の議論を始められないと表明するなど、再稼働の時期については、いまだ見

通せない状況となっている。また、安全設備設置工事の中には、最終的に新規制基準に適合

させることができなかった設備もある。

電力小売全面自由化により競争が進展しても、エネルギー基本計画で定められた方針に従

い、使用済燃料の再処理等が滞ることがないように必要な資金を引き続き安定的に確保する

などのために、国は、 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て｢

及び管理に関する法律｣(旧再処理等積立金法)による積立金制度(旧再処理等積立金制度)を廃

止して、新たに｢原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律｣による拠出

金制度を構築することとした。旧再処理等積立金制度時の見積りについてみたところ、東京

電力は、返還低レベル廃棄物管理費用の見積りについて、旧再処理等積立金制度創設後の状

況の変化を反映して適時に見直しを行っていない状況となっていたが、仮に旧再処理等積立

金法等に基づく見積りが適時に見直されていないために積立額に過不足があり、原子力事業

者が将来に納付することになる拠出金の額に影響することとなった場合には、東京電力が収

支見通し等で想定した各年度の利益に影響するおそれがある。

(ｳ) 金融機関への協力要請

金融機関が実質的に引き受けた私募債及び借入金の一部には、東京電力及び東京電力グル

ープの損益、純資産及び現預金残高の各項目の実績値が金融機関に提示した計画値を一定程

度以上下回らないようにしなければならないなどの財務制限条項が付されている。29年9月末

において財務制限条項が付されているのは、私募債6582億円、借入金8799億円、計1兆5382億

円となっている。また、送配電事業を行う東京電力パワーグリッド株式会社は、29年3月に9

00億円の公募社債を発行した(同年9月末までの発行累計額2600億円)。

ウ 福島第一原発の廃炉に向けた取組等の状況

28年閣議決定において、引き続き国は前面に立って必要な研究開発を支援するとしている一

方で、東京電力は原子炉の設置者として廃炉の実施責任を果たしていく必要があるとしている。

そして、国は、23年度以降、福島第一原発の廃炉・汚染水対策に関する研究開発等、研究施設

の整備等及び実証事業に対して、計2242億円の財政措置を講じている。

27年3月23日に、会計検査院長から参議院議長に対して報告して以降の経済産業省が廃炉・汚

染水対策事業費補助金により補助事業者が行っている廃炉・汚染水対策に資する技術の開発等

(基金補助事業)の実施状況をみると、平成26年度補正予算事業から平成28年度補正予算事業ま

でで、基金補助事業計26事業が実施されており、公募に対する応募者数が2者以上となっていた

事業の割合は、平成26年度補正予算事業以降増加していた。また、26事業のうち1事業を除いた

全ての事業における基金補助事業者は、技術研究組合国際廃炉研究開発機構(IRID)又はIRIDを

含む者となっていた。

廃炉・汚染水対策事業において継続して実施されている研究開発等で得られた成果は、実施

内容に関連性のある研究開発等や後継の研究開発等で活用されていた。一方、継続する研究開

発等がなく、その成果が29年9月末時点で活用されていないものについては、今後の廃炉作業の

進展等に伴い活用が見込まれるとしているものもあるが、廃炉作業への適用性に関して課題が
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残されているとしているものや廃炉・汚染水対策の進捗により現場状況が改善したため活用に

至っていないものも見受けられた。

また、廃炉に係る作業計画の確認や作業者の教育訓練を行うためのバーチャルリアリティシ

ステムに係る事業において、関連する事業間のスケジュールの設定や管理の在り方について留

意する必要がある事例が見受けられた。

経済産業省は、凍土方式遮水壁(凍土壁)の大規模整備実証事業において公募を行い、東京電

力及び鹿島建設株式会社の共同提案事業者を補助事業者に決定した。この2社は、28年3月31日

以降段階的に凍結を開始し、29年8月に、最後の未凍結箇所1か所の凍結を開始した。東京電力

によると、地下水の流入抑制の効果は、建屋流入量等の変化のデータを根拠に一定程度表れて

いるとしているが、30年1月末までに東京電力が示した建屋流入量等の変化は、凍土壁のみでは

なく、地下水バイパスやサブドレンを含めた汚染源に水を｢近づけない｣ための重層的な取組に

よるものであり、凍土壁単体としての効果が示されたものとはいえない。

東京電力が設置した多核種除去設備(ALPS)は、放射性廃棄物の発生量が多く、保管場所を圧

迫していることから、同省は、高性能なALPS(高性能ALPS)の開発に係る公募を行い、東京電力、

株式会社東芝及び日立GEニュークリア・エナジー株式会社の共同提案事業者を補助事業者に決

定した。これら3社は、25年10月から27年3月まで補助事業を実施し、研究の目的を達成したと

していたが、高性能ALPSは、28年2月以降長期停止中となっている。

東京電力は、汚染水に含まれる主要な放射性物質を一定程度除去することなどを目的として、

汚染水処理設備を設置したが、一定期間運転したものの停止状態となっている設備等があり、

一部の設備については、実施計画の変更手続を行い、廃止するなどしたものもある。

東京電力は、廃止措置に関連する費用のうち通常の見積りが困難な｢燃料デブリ取り出し費用

等｣の概算額として、過去の事故炉の廃炉事例であるアメリカ合衆国スリーマイル島原子力発電

所2号機の実績に基づいて、22年度に2500億円を災害損失引当金に計上し、28年度までこの額の

見直しを行っていない。

4 所見

今後、文部科学省は次の(1)アの点に、経済産業省は次の(1)イの点にそれぞれ留意して原子力損

害の賠償に関する支援等を実施し、機構は次の(2)の点に留意して資金援助業務等を実施し、また、

東京電力は次の(3)の点に留意して原子力損害の賠償その他の特別事業計画を履行していく必要があ

る。

(1) 原子力損害の賠償に関する国の支援等の状況

ア 文部科学省において、ADRセンターにおける和解の仲介については、申立件数の減少等を受け

て未処理件数の減少傾向がみられるが、集団申立て等のように、その処理に時間と労力を要す

る案件の比重が増えていることから、これらの状況の推移にも的確に対応しつつ、引き続き処

理の促進に努める。また、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法附則において求められている事

項については、その検討等に具体的な進展がみられるものの原賠法の改正等の抜本的な見直し

などの必要な措置を講ずるまでには至っていないことから、必要な措置を早期に講ずるよう努

める。

イ 経済産業省において、交付国債の発行により対応すべき費用の見込額については、関係省庁

と協力して、被災者等への賠償の推移や除染、中間貯蔵施設等に係る事業の進捗等を適時適切

に把握して妥当性を検証し、見込額を見直す必要が生じた場合には、その負担の在り方や必要

性について国民に対して十分に説明する。そして、一般負担金年度総額や東京電力の特別負担

金額の認可に当たっては、｢国民負担の極小化を図ることを基本とする｣という考え方を踏まえ

て、国が機構を通じて交付した資金の確実な回収と東京電力の企業価値の向上の双方に引き続

き十分に配慮する。また、機構が特別負担金の額を主務省令で定める基準に従って定めたこと

について国民に対して丁寧に説明していくよう、内閣府と共に機構を監督する。さらに、廃炉
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・汚染水対策事業の実施に当たり、基金補助事業者の選定において競争原理が働きにくい状況

にあることを十分踏まえた上で、基金補助金の交付等の業務を実施する受託事業者に事業費が

適正であるかどうかを十分に確認させるなどの必要な措置を講ずる。

(2) 機構による資金援助業務の実施状況等

ア 東京電力における原子力損害の賠償の実施や経営合理化のための諸施策の実施に関するモニ

タリング、廃炉事業の実施等に関する管理・監督を的確に実施するなどして、東京電力による

特別事業計画の確実な履行を引き続き支援する。

イ 一般負担金年度総額や東京電力の特別負担金額の検討に当たっては、｢国民負担の極小化を図

ることを基本とする｣という考え方を踏まえて、国が機構を通じて交付した資金の確実な回収と

東京電力の企業価値の向上の双方に引き続き十分に配慮する。また、特別負担金の額が東京電

力に対して｢経理的基礎を毀損しない範囲でできるだけ高額の負担｣を求めたものであるかにつ

いて、特別負担金の額の検討に際して考慮した東京電力の現在の経営状況や今後の事業運営に

要する資金の規模その他の経理上の諸要素を用いるなどして、国民に対して丁寧に説明する。

ウ 着実な廃炉作業の実施のため、福島第一原発の廃炉に係る研究開発を、機構が中心となって、

基礎から実用に至るまで一元的にマネジメントするとされていることに鑑み、今後の研究開発

機関における廃炉等のために必要な研究開発の実施に当たり、得られた成果が実用に資するも

のとなっていくよう、適切に管理するとともに、関連する事業間のスケジュールの設定や管理

が適切かつ効率的に行われているか把握し、問題がある場合には必要な措置を執る。

(3) 東京電力による原子力損害の賠償その他の特別事業計画の履行状況等

ア 賠償金の請求受付から支払までに要する期間が長期化している案件が散見されることから、

被災者・被災企業への賠償については、時間の経過を受けて生じた個別事情を踏まえた上で、

適切な審査に努めるとともに、引き続き処理の促進を図る。また、除染等の｢求償｣に係る賠償

については、引き続き関係府省との連携を図り、審査の適切かつ確実な実施と効率的な事務処

理とを両立させるよう努める。

イ 更なる企業価値向上施策等を通じて、より一層の収益力の改善や財務体質の強化が必要であ

るとされていることを踏まえて、コスト削減等の取組につながるよう業務運営の適切性の確保

に努めるとともに、原子炉の運転計画と市況動向を注視しながら、引き続き、核燃料の適正な

保有量について検討し、保有量の削減が必要な場合には既に保有しているウラン精鉱等を削減

したり、長期購入契約を締結しているものについて引取りの中止等の交渉を行ったりする方策

を実施するなどの必要な措置を執る。

ウ 廃炉・汚染水対策について今後も引き続き適切に進めていくとともに、実証事業等の効果を

適切に示し、今後成果を有効に活用するよう努める。

エ 廃炉費用がどのような規模となるのかは、東京電力の企業価値の水準のほか、損益や資金繰

り等の収支の状況に影響を及ぼす可能性があり、収支の状況に照らして経理的基礎を毀損しな

い範囲でできるだけ高額の負担をするものであることなどの基準に沿って決定されることにな

る特別負担金の額を通じて、交付国債の元本分の回収期間にも影響し得るものであるところ、

将来の費用の見積りに当たっては、福島第一原発の廃炉･汚染水対策を推進していくための大方

針として政府が策定した中長期ロードマップの今後の進捗等や、再処理等拠出金の単価の変動

を踏まえた見積りを行うなどして、災害損失引当金等の計上や収支見通しが適切かどうかにつ

いて適時適切に見直しを行う。

本院としては、28年閣議決定において、廃炉・賠償等の事故対応費用の見通しが明らかになりつ

つあることを踏まえて改めて国と東京電力の役割分担が明確化されたことから、国が前面に出るこ

ととしている廃炉・汚染水対策の進捗状況にも留意して、東京電力に対する国の支援の状況等につ

いて引き続き検査していくこととする。
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東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた取組状況等について

1 参議院からの検査要請の内容

(1) 検査の対象

内閣、内閣府、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水

産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省、独立行政法人日本スポーツ振興センター等

(2) 検査の内容

① 大会の開催に向けた取組等の状況

② 各府省等が実施する大会の関連施策等の状況

2 検査の着眼点

本院は、東京オリンピック・パラリンピック競技大会(大会)に向けた取組状況等に関する各事項

について、①国は、大会の開催に向けて、大会の準備及び運営を行う主体である公益財団法人東京

オリンピック･パラリンピック競技大会組織委員会(大会組織委員会)、開催都市である東京都等とど

のように情報共有を図るなどして相互に連携して、取組内容等の調整を図っているか、②国が既に

その一部を負担している経費や今後負担することとなる経費が含まれている大会の開催に要する経

費(大会経費)の試算の内容はどのようになっているか、③新国立競技場等の大会に必要な施設(大会

施設)の整備状況等はどのようになっているか、特に、新国立競技場の整備に係る財源の確保、大会

終了後の活用方法の検討等は適切に行われているか、④各府省等が実施する大会に関連して講ずべ

き施策(大会の関連施策)の実施体制及び実施状況はどのようになっているか、また、実施内容は大

会の円滑な準備及び運営並びに大会終了後に残すべきレガシーの創出に資するものとなっているか、
(注)

⑤各府省等が実施する大会の関連施策以外に、東京都等が実施する大会の関連施策等に対する各府

省等の支援状況はどのようになっているか、などに着眼して検査を行った。

(注) レガシー オリンピック憲章により開催国と開催都市が引き継ぐよう奨励されている
大会の有益な遺産。長期にわたる特にポジティブな影響であり、スポーツ、社会、
環境、都市及び経済の5分野によるものをいう。

3 検査の結果

(1) 大会の開催に向けた取組等の状況

ア 大会経費の試算等の状況

平成29年12月に公表された大会経費Ｖ2(Ｖ2予算)における試算の主体である大会組織委員会

は、対象とする経費の基準について公表していない。同年5月に東京都、大会組織委員会、国及

び東京都外の競技会場が所在する地方自治体(都外自治体)の役割分担及び経費分担に関して、

基本的な方向性を定めた｢東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の役割(経費)分担に

関する基本的な方向について｣(大枠の合意)の当事者である東京都によると、その基本的な考え

方として、①専ら大会のために行われる大会に直接必要となる業務に係る経費と②大会にも資

するが大会終了後も活用されてレガシーとして残る大会施設の新規整備に係る経費との両方を

大会経費として整理しているとしている。また、本来の行政業務に延長し、上乗せして行う業

務及び大会開催の有無にかかわらず行う本来の行政業務に要する経費(行政経費)は試算の対象

とはしていないとしている。

本院が会計実地検査により把握した大会施設の整備等の大会の開催に関連して行われること

が想定される主要な業務について、Ｖ2予算における試算の対象業務と対象外業務の別に示すと、

Ｖ2予算における試算対象は、大会組織委員会が負担して実施する全ての業務、東京都及び国

(独立行政法人日本スポーツ振興センター(JSC)を含む。)が負担する新規の恒久施設の建設、パ

ラリンピック競技大会の施設及び運営に必要な経費等となっている。一方、国及び都外自治体

が行う既存の恒久施設の改修や、大枠の合意に基づき国及び都外自治体が担うこととなってい

る業務の経費は、行政経費であるとして試算の対象となっていない。また、民間団体が所有す
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る既存の恒久施設の改修等の民間団体に係る業務は全て試算の対象外となっている。これらの

とおり、Ｖ2予算は、大会の開催に関連して行われる全ての業務に係る経費を示すものではない。

試算の対象外となっている業務のうち、大枠の合意において国が担うこととなっているセキ

ュリティ対策及びドーピング対策について29年度までに各府省等が実施した内容をみると、大

会の準備及び運営の主体である大会組織委員会を対象とするものとして、大会の適切な運営に

向けて、総務省が大会組織委員会職員及び大会組織委員会のシステムに関連する事業者を対象

に大会開催時を想定した模擬環境で行うサイバーセキュリティに係る攻撃・防御双方の実践的

な演習(29年度の支出額5743万円)がある。本事業は、大会の関連施策として整理されているも

のの、内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部事務局(オリ

パラ事務局)が取りまとめている2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会関係予算

(オリパラ関係予算)としては整理されていない。

国が29年度末時点で大会に関連して行う業務に要する経費の規模を公表しているのは、所定

の要件を満たすとして各府省等が整理し、オリパラ事務局へ回答したオリパラ関係予算のみで

あり、オリパラ関係予算として整理されていないが、大会組織委員会を対象とするなどの大会

との関連性が強いと思料される業務に要する経費の規模は公表していない。また、大会の開催

に向けて準備が必要な各分野に係る国等が担うべき具体的な業務の内容については、大会組織

委員会を中心とした関係機関の間で検討が進められているところであるが、分野ごとに国がど

のような内容の業務を担い、その経費の規模がどの程度かについては、オリパラ関係予算とし

て整理されている業務を含めて、29年度末時点では整理されていない。

イ 大会施設の整備状況

(ｱ) 新国立競技場の整備費用に係る分担決定の状況

27年12月に新国立競技場整備計画再検討のための関係閣僚会議において決定した整備に係

る財源、分担対象経費、分担割合等の内容(財源スキーム)に基づく国、東京都等の分担内容

についてみると、スタジアム本体・周辺整備に係る工事及び設計・監理等に要する見込額計

1590億円と旧競技場の解体工事に係る支出額又は支出見込みの額計55億円の合計1645億円か

ら、JSCが実施して負担する上下水道工事に要する見込額27億円及びJSCが実施し東京都へ引

き渡して東京都が負担する道路上空連結デッキ整備に要する見込額37億円を除く1581億円を

分担対象経費として、国はその1/2相当額である791億円を負担し、東京都は1/4相当額である

395億円を負担して、残りの395億円については、JSCが実施するスポーツ振興投票において発

売するスポーツ振興投票券(スポーツ振興くじ)の売上金額の一部を財源として充てることと

なっている。

新国立競技場の整備費用にスポーツ振興くじの売上金額の一部を財源として充てる制度は、

独立行政法人日本スポーツ振興センター法(JSC法)等の改正により25年度に設けられており、

スポーツ振興くじの売上金額の5％(28年度から35年度までは10％)を超えない範囲内で文部科

学大臣が財務大臣と協議して定める金額(特定金額)を国際的な規模のスポーツの競技会の我

が国への招致又はその開催が円滑になされるようにするために行うスポーツ施設の整備等で

あって緊急に行う必要があるものとして文部科学大臣が財務大臣と協議して定める業務(特定

業務)に必要な費用に充てることとなっている。そして特定金額は、スポーツ振興くじの売上

金額の5％(28年度から35年度までは10％)となっており、特定業務は、新国立競技場の整備等

に必要な業務等となっている。また、特定業務に係る経理については、特別の勘定(特定業務

勘定)を設けて整理することとなっている。

財源スキームに基づく国の負担額791億円のうち、文部科学省からJSCへ交付されて、特定

業務勘定で受け入れた運営費交付金及び政府出資金の計359億円を除く432億円は、特定金額

としてスポーツ振興くじの売上金額の一部を特定業務の財源に充てることに伴い、スポーツ

振興投票の収益が減少し、毎事業年度の国庫納付金の額が減少することから、国庫納付金の
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額の減少額の見合いとして国の負担額に含めて整理して、実際には特定金額を財源として充

てることとなっている。このため、JSCの特定金額による負担は827億円(分担対象経費1581億

円の52.3％)と財源スキーム上の分担対象経費の半分以上は特定金額による負担に依存する形

となっている。

財源スキームに基づき、29年度までの契約金額、支払額及び負担者別の負担状況を示すと、

全体の1645億円に対して契約金額は計1632億円、支払額は計473億円となっている。全体の支

払額に対する運営費交付金及び政府出資金の負担額は29年度末時点で331億円(473億円の69.

9％)となっている。分担対象経費に係る東京都の負担見込額395億円については、29年度末時

点で協定書等は締結されておらず、東京都からの支払も行われていない。JSC法によれば、費

用の額及び負担の方法はJSCと東京都が協議して定めることとされており、また、支払等の期

限は定められていない。JSC及び東京都によると、今後JSC法に基づいて協議を進めて支払う

こととしているが、29年度末時点でJSCへの入金時期や入金方法等は未定となっている。

(ｲ) 文部科学省及びJSCによる財源確保の状況

JSCは、29年度中に特定業務勘定に係る支払のための資金が不足したことから、JSCに設け

られている投票勘定から特定業務勘定へ短期貸付けとして50億1000万円の資金を融通してお

り、29年度の決算に当たり投票勘定へ返済するために民間金融機関から同額の融資を受けて

いる。なお、当該民間金融機関からの融資については30年4月に返済して、再度、同月に投票

勘定から資金を融通している。JSCによると、今後も継続して投票勘定から資金の融通を受け

る予定であるとしている。

JSCによると、特定業務勘定の30年度以降の収支の見通しは、32年度までの毎年度、特定金

額として110億円程度の収入があり、かつ、新国立競技場がしゅん工する31年度に東京都から
．．．

分担対象経費の負担額と道路上空連結デッキの整備費用の残額の計431億円が支払われると仮

定した場合でも、新国立競技場に係る設計業務、工事施工等業務及び工事監理業務の各業務、

通信・セキュリティ関連機器整備、国立代々木競技場の耐震改修等工事等に係る契約相手方

への支払のために、30、31両年度で資金が794億円程度不足することが見込まれている。JSC

は、更なる他の勘定からの資金の融通は難しいことから、文部科学大臣の認可を得て30年4月

に311億円を民間金融機関から長期借入金として借り入れており、また、480億円程度を30、

31両年度で借り入れる予定としている。既に借り入れていた311億円については35年度までに

返済することとしているが、今後借り入れる予定の借入額については、特定金額が36年度以

降はスポーツ振興くじの売上金額の5％に戻ることもあり、その返済期間は長期にわたること

が見込まれる。この収支の見通しは29年度末現在のものであり、財源について想定どおり特

定金額として収入があるかは不明である。また、東京都からの支払が想定どおり31年度中に

行われるかは29年度末時点では決定していない。支出についても、30年度以降の収支見通し

に含まれていない経費として、少なくとも31年度にしゅん工する予定のナショナルトレーニ
．．．

ングセンターの拡充整備について、特定業務とされている外構整備等に係る支出が見込まれ

ている。

(ｳ) 大会終了後の運営管理、活用方法等の検討状況

文部科学省に設置されたワーキングチームが策定した｢大会後の運営管理に関する基本的考

え方｣(基本的考え方)によれば、大会終了後に国際サッカー連盟ワールドカップ規定(8万席)

並びにワールドラグビー競技規則に対応し得る臨場感ある球技専用スタジアムに改修するこ

と、民間事業者のノウハウと創意工夫を活用してボックス席の設置等のホスピタリティ機能

を充実する改修を行うことを運営管理の方向性として、31年年央を目途に民間事業化の事業

スキームを構築して、公募を経て32年秋頃を目途に優先交渉権者を選定すること、大会終了

後に改修を行い、34年後半以降の供用開始を目指すことなどとなっている。JSCは、基本的考

え方に基づき、29年度中に民間事業化の価値向上を図るための改修計画案の検討等を開始し



- 381 -

ており、今後、JSCの調査結果を基に、文部科学省が上記のワーキングチームにおいて事業ス

キームを検討し、構築することとなっているが、29年度末時点では改修に係る財源や期間及

び必要となる業務の規模の方向性については定まっていない。また、JSCの29年度末時点の調

査結果によると、基本的考え方において取りまとめられたスケジュールを基本とした上で、

優先交渉権者の公募に際しては、新国立競技場の図面等を示した募集要項等を公表して民間

事業者を募る必要があるが、セキュリティ面の問題から公表は大会終了後の32年10月頃とし、

募集要項等の公表前には民間事業者との複数回の意見交換の機会を設けるスケジュールとし

て、募集要項等の公表から事業者の選定までの期間も精査することが必要であるとされてい

る。そして、新国立競技場の完成後は、施設の規模に相応の維持管理費(点検・清掃費用等の

保全コスト及びエネルギー費用の運用コスト)が毎年度必要とされ、民間事業化までの期間は

所有者であるJSCの負担が生ずることが想定される。

(2) 各府省等が実施する大会の関連施策等の状況

ア 各府省等が実施する大会の関連施策の全体状況等

内閣に設置されている東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部は、

大会の関連施策の取組状況について、29年5月及び30年5月に｢2020年東京オリンピック競技大会

・東京パラリンピック競技大会の準備及び運営の推進に関する政府の取組の状況に関する報

告｣(政府の取組状況報告)として取りまとめて、国会へ報告し、公表している。政府の取組状況

報告には、各府省等が実施する大会の関連施策に係る予算額等は記載されておらず、事業名に

ついてもごく一部のものを除き記載されていない。このため、29年5月に公表された政府の取組

状況報告に記載された取組内容に該当する事業及び25年度から29年度までの支出額について、

本院が各府省等に調書の提出を求めて、その内容を、27年11月に閣議決定された｢2020年東京オ

リンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会の準備及び運営に関する施策の推進を図る

ための基本方針｣(オリパラ基本方針)等に基づく15分野の70施策の別に区分して集計したところ、

14府省等において｢大会の円滑な準備及び運営｣に資する8分野の45施策に係る148事業、｢大会を

通じた新しい日本の創造｣に資する7分野の25施策に係る136事業及び両方にまたがる取組内容で

あり区分が困難な2事業の計286事業が実施されている。そして、それらに係る支出額は計8011

億円(事業ごとの支出額を算出することが困難な事業又は公表できない事業に係る支出額を除

く。)となっている。

イ ｢大会の円滑な準備及び運営｣及び｢大会を通じた新しい日本の創造｣に資する大会の関連施策

の状況

各府省等が29年度までに実施した大会関連施策の状況についてみたところ、環境省の二酸化

炭素排出抑制対策事業費等補助金を活用して稼働している再生可能エネルギー由来の水素ステ

ーションについて、28、29両年度に二酸化炭素排出削減量の目標値に対する実績の割合が50％

未満にとどまっている設備が大半を占めていたり、文部科学省が実施する競技用具の機能を向

上させる技術等の研究開発のうち、25年度から28年度までに終了した研究開発課題の終了時の

外部評価等について、個々の研究開発課題についての評価が行われていなかったり、同省が実

施するドーピング防止活動推進事業のうちドーピング検査員の人材育成について、25年度から

29年度までのドーピング検査員の認定を受けている者の人数が毎年度減少しており、大会に向

けて29年度末時点では大幅に不足している状況であったり、オリパラ事務局が推進するホスト

タウン等として登録されている団体における28、29両年度の交流事業について、全く実施され

ていない事業があったり、国土交通省が28年度に実施した訪日外国人旅行者受入環境整備緊急

対策事業費補助金、訪日外国人旅行者受入基盤整備事業費補助金及び訪日外国人旅行者受入加

速化事業費補助金による補助事業について、事業評価プロセスの一部が実施されていないなど

PDCAサイクルを適切に機能させることができていない状況であったり、独立行政法人国際観光

振興機構が実施する訪日プロモーション事業について、事業の評価を実施していなかったもの
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があったりなどしており、各府省等が実施する様々な施策において、大会の円滑な準備及び運

営並びに大会終了後のレガシーの創出に資するための課題等が見受けられた。

4 所見

今後、大会の準備及び運営の主体である大会組織委員会を中心として大会の開催に向けた準備が

加速化していくことから、オリパラ事務局、各府省等及びJSCは、引き続き次の点に留意するなどし

て、大会組織委員会、東京都、都外自治体等の関係機関と連携して、32年7月からの開催に向けて、

大会の円滑な準備、運営等に資する取組を適時適切に実施していく必要がある。

ア オリパラ事務局は、国が担う必要がある業務について国民に周知し、理解を求めるために、大

会組織委員会が公表している大会経費の試算内容において国が負担することとされている業務や、

オリパラ事務局がオリパラ関係予算として取りまとめて公表している業務はもとより、その他の

行政経費によるものを含めて、大会との関連性に係る区分及びその基準を整理した上で大会の準

備、運営等に特に資すると認められる業務については、各府省等から情報を集約して、業務の内

容、経費の規模等の全体像を把握して、対外的に示すことを検討すること

イ JSCは、新国立競技場の整備等の業務に係る確実な財源の確保等のために、財源スキームに基づ

く東京都の負担見込額395億円について東京都と協議を進めて、速やかに特定業務勘定への入金時

期等を明確にするなどしていくこと

ウ 早期に新国立競技場の大会終了後の活用に係る国及びJSCの財政負担を明らかにするために、J

SCは、大会終了後の改修について文部科学省、関係機関等と協議を行うなどして速やかにその内

容を検討して、的確な民間意向調査、財務シミュレーション等を行うこと、また、文部科学省は、

その内容に基づき民間事業化に向けた事業スキームの検討を基本的考え方に沿って遅滞なく進め

ること

エ 大会の関連施策を実施する各府省等は、大会組織委員会、東京都等と緊密に連携するなどして、

その実施内容が大会の円滑な準備及び運営並びに大会終了後のレガシーの創出に資するよう努め

ること。また、オリパラ事務局は、引き続き大会の関連施策の実施状況について政府の取組状況

報告等の取りまとめにより把握するとともに、各府省等と情報共有を図るなどしてオリパラ基本

方針の実施を推進すること

本院としては、大会が大規模かつ国家的に特に重要なスポーツの競技会であることなどに鑑み、

要請後、大会の準備段階のできるだけ早期に、大会の開催に向けた取組等の状況及び各府省等が実

施する大会の関連施策等の状況について分析して報告することとした。そして、今後、大会の開催

に向けた準備が加速化し、32年には大会の開催を迎えることになることから、引き続き大会の開催

に向けた取組等の状況及び各府省等が実施する大会の関連施策等の状況について検査を実施して、

その結果については、取りまとめが出来次第報告することとする。
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(８) 特定検査対象に関する検査状況

～目 次～

＜件 名＞ ページ

・社会保障の動向と国の財政健全化に与える影響について･･････････････ ３８５

・競馬等の払戻金に係る所得に対する課税状況について････････････････ ３９１

・開廃業手続による事業の引継ぎを行って事業を開始した場合における個

人事業者の消費税の納税義務の免除について････････････････････････ ３９５

・量的・質的金融緩和等の日本銀行の財務への影響について････････････ ３９９

・独立行政法人国立病院機構が設置する病院の経営状況等について･･････ ４０３
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社会保障の動向と国の財政健全化に与える影響について

1 国の財政健全化への取組等と社会保障の改革等の概要

(1) 国の財政健全化への取組等の概要

政府は、平成9年度を｢財政構造改革元年｣と位置付け、同年度以降、法令、閣議決定等で、財政

健全化のための目標や、各年度において取り組むべき方針(各年度方針)を示し、社会保障関係費

について、各年度方針等の中でその伸びを抑制することなどを示すとともに、この方針等を踏ま

えて当初予算案を作成するなど、財政健全化に向けた取組を行ってきている。

しかし、28年度の国及び地方のプライマリー・バランス(国・地方PB)は▲16.0兆円、債務残高

対GDP比は187.6％となっており、依然として厳しい財政状況が続いている。

そして、社会保障関係費の決算額は増加傾向となっていて、29年度の決算額は32.5兆円、一般

会計歳出決算総額に占める割合は33.1％となっている。

(2) 社会保障の改革等の概要

ア 社会保障の概要

我が国の社会保障は、近年では、｢国民の生活の安定が損なわれた場合に、国民にすこやかで

安心できる生活を保障することを目的として、公的責任で生活を支える給付を行うもの｣などと

されており、社会保障を構成する制度としては、具体的には、年金、医療保険、介護保険、生

活保護、少子化対策、雇用保険等の諸制度が挙げられる。そして、高度経済成長期にその骨格

が完成していることから、現役世代に対しては企業や家族が生活保障の中核となり、社会保障

制度による対応が補完的なものとなっており、高齢者に対する給付が相対的に手厚くなる傾向

が見られるとされている。これらの社会保障制度については、少子高齢化等の人口構造の変化

だけでなく、社会構造の変化、経済社会の急速な変化に対応するため、様々な検討、改革等が

行われてきている。

社会保障制度のうち、年金、医療保険、介護保険、生活保護及び少子化対策の5制度は、制度

によって給付の主体、内容、給付に要する財源の負担の在り方等が異なるものとなっている。

年金、医療保険及び介護保険は、被保険者及び事業主が拠出する保険料を財源とする社会保険

方式を基本とし、国や地方公共団体が一部負担、生活保護は租税を財源とする税方式、少子化

対策は基本的に租税を財源としているが、うち児童手当は租税に加えて一部事業主の拠出によ

って賄われている。

イ 社会保障・税一体改革の概要

政府は、社会保障の必要財源の安定的確保と財政健全化を同時に達成するための税制改革に

ついて一体的に検討を進めることとし、20年以降、社会保障・税一体改革を行ってきている。

24年に、年金・医療・介護・少子化対策の4分野の改革の基本方針が定められ、26年以降、上

記の4分野において、社会保障の給付の重点化・効率化等の改革が進められている。社会保障関

係費に充てる財源については、消費税の収入について、地方交付税交付金に充てられるものの

ほか、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するため

の施策に要する経費(社会保障4経費)に充てるものとすることなどとされ、消費税率(地方消費

税分を含む。)を26年4月に5％から8％に、27年10月から10％に引き上げることとされた。そし

て、消費税(地方消費税を含む。)の増収分のうち2.8兆円程度は社会保障の充実に、11.2兆円程

度は社会保障の安定化に向けられることとなった。しかし、10％への引上げについては29年4月

に延期され、その後、31年10月に延期されている。

また、政府は、｢経済財政運営と改革の基本方針2015｣に盛り込まれた｢経済・財政再生計画｣

において、財政健全化の目標を定めるとともに、社会保障・税一体改革を確実に進めるなどと

し、同計画に基づく改革工程表に掲げる社会保障に係る改革項目を着実に推進するなどとして

いる。さらに、｢経済財政運営と改革の基本方針2018｣に盛り込まれた｢新経済・財政再生計画｣
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において、新たな財政健全化目標を定めるとともに、社会保障改革を軸として、社会保障の自

然増の抑制等に取り組むことが不可欠であるなどとし、新たな改革工程表を30年末までに示す

などとしている。

ウ 社会保障改革のための将来推計等の概要

政府は、23年6月、社会保障・税一体改革の検討の前提として、社会保障改革の議論に資する

ために、社会保障に係る給付費等の将来推計を行い公表している。そして、24年3月には、これ

を改定し｢社会保障に係る費用の将来推計の改定について｣(24年推計)を公表している。さらに、

30年5月、社会保障給付や負担の姿を幅広く共有するための議論の素材を提供するため、社会保

障の将来見通しを公表している。

2 検査の着眼点

本院は、社会保障制度における国民に対する給付(社会保障給付)の状況及び当該給付に対する国

の負担である社会保障関係費の決算額等の状況はどのようになっているか、国の財政健全化目標の

指標として用いられている国・地方PB等及びこれに対する社会保障関係費の影響等の状況並びに国

の財政健全化への取組における社会保障に係る取組の状況等はどのようになっているかなどに着眼

して検査した。

3 検査の状況

(1) 社会保障の動向

ア 社会保障給付の状況等

9年度から直近の28年度までの間、社会保障給付費は一貫して増加し、28年度は116.9兆円(社

会保障給付費対GDP比21.6％)となっており、今後、高齢化の進展に伴い、社会保障給付は更に

増加していくことが見込まれている。一方、社会保障財源は、国庫負担及び保険料が多額とな

っており、社会保障給付は更に増加していくことが見込まれていて、これに対応した給付の財

源が必要になることが想定される。また、社会保障負担率は増加傾向となっており、租税負担

率は増減しながら横ばいとなっていて、国民負担率はおおむね増加傾向となっている。

イ 社会保障関係費の決算額の状況

5制度の社会保障関係費の決算額について、9年度から29年度までの推移をみると5制度全てに

ついて増加傾向となっていて、5制度の別に増減の要因等についてみると次のとおりである。

(ｱ) 年金の給付に係る分の増加要因は、満額の老齢基礎年金額(年額)の対前年度増減率が0％前

後で推移している一方、老齢基礎年金受給者数が増加し続けていること、基礎年金の国庫負

担割合が16年度から21年度までにそれまでの1/3から段階的に1/2に引き上げられたことなど

の影響によるものと考えられる。そして、高齢者人口が今後も伸びる場合、老齢基礎年金受

給者数は増加することとなることから、これに伴って今後も増加傾向となることが見込まれ

る。

(ｲ) 医療保険の給付に係る分の増加要因は、後期高齢者医療制度において、後期高齢者の人口

が増加して被保険者数が増加したことなどにより、医療費が増加したことや、国庫負担割合

が段階的に引き上げられたことなどによるものと考えられる。

後期高齢者医療制度が医療保険に係る社会保障関係費増加の主な要因となっており、後期

高齢者医療制度に係る社会保障関係費の増加は後期高齢者医療制度に係る被保険者数の増加

と一人当たり国庫負担が高額となっていることが主な要因となっているものと考えられる。

そして、75歳以上の高齢者人口が今後も伸びる場合は、一人当たりの国庫負担が高額な後期

高齢者医療制度の被保険者が増加することとなることから、これに伴って医療保険に係る社

会保障関係費は今後も増加傾向となることが見込まれる。

(ｳ) 介護保険の給付に係る分の増加要因は、介護サービスの年間受給者数、特に80歳以上の受

給者数が増加しており、80歳以上の受給者に対する介護給付費が増加していることが影響し

ていると考えられる。そして、高齢者人口が今後も伸び、受給率が現在と同水準で推移する
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場合は、介護給付費の受給者が増加することとなって、今後も増加傾向となることが見込ま

れる。

(ｴ) 生活保護の給付に係る分を扶助費別にみると、生活、住宅及び医療の各扶助費に係る分が

それぞれ増加傾向となっており、その増加要因は、生活、住宅両扶助については被保護世帯

数が、医療扶助については65歳以上の高齢者の診療件数がそれぞれ増加していることによる

ものと考えられる。そして、生活保護の今後の動向については、受給者数が経済情勢や制度

の見直しなど様々な要素の影響を受けるため正確に見通すことは難しいが、高齢者世帯や高

齢者の診療件数の増加の影響が大きくなっていることから、経済情勢等の要因により変動す

る面もあるものの、高齢者人口が今後も伸び、高齢者世帯に対する被保護世帯の割合が現在

と同水準で推移する場合、今後も増加傾向となることが見込まれる。

(ｵ) 少子化対策の給付に係る分の増加要因は、児童手当については制度の変更によるもの、子

どものための教育・保育給付費負担金については保育所等の利用児童数の増加等によるもの

と考えられる。そして、児童手当については今後も少子化が進むと見込まれていることから、

引き続き減少傾向となることが見込まれる。また、子どものための教育・保育給付費負担金

については｢子育て安心プラン｣によれば保育所等の利用児童数は増加傾向となることから、

当面は増加傾向となることが見込まれる。

ウ 社会保障関係費に充てる財源の決算額の状況

社会保障関係費が増加傾向にある一方、消費税の収入は25年度まではほぼ一定の水準であり、

社会保障関係費と消費税収との差額(消費税収との差額)が増加傾向にある。26年度に消費税率

が引き上げられたことに伴い、消費税収との差額は減少しているが、27年度以降は再び増加し

ている。

特例国債の発行による収入の増加は、国の債務残高を増加させる要因となる。各年度の特例

国債の発行による収入額について、9年度を基準とした増加及び減少の要因を整理してみると、

社会保障関係費の増加額の影響が大きくなってきている。

社会保障給付に対する国庫負担の在り方が現状と同様である場合、社会保障給付の増加に伴い、

社会保障関係費は今後も増加していくことが見込まれ、消費税の収入が税率の引上げの影響を除

きほぼ一定の水準で安定的に推移するとすれば、消費税収との差額は今後も増加することが想定

される。

(2) 国の財政健全化への取組における社会保障に係る取組等の状況

ア 国・地方PB等の状況

国・地方PBの黒字化については、政府は、13年6月の閣議決定により財政健全化のための目標

の一つとして設定しており、｢経済財政運営と改革の基本方針2015｣において、32年度までに達

成することとしていたが、｢経済財政運営と改革の基本方針2018｣において、達成目標年度をこ

れまでの32年度から37年度に延期している。そして、国・地方PBは一般会計PBと同様の推移と

なっている。各年度の一般会計PBについて、9年度を基準とした改善及び悪化の要因を整理して

みると、10年度から24年度まで一般会計PBの悪化要因となっていた税収等は、25年度以降は改

善要因となっているのに対して、社会保障関係費は一貫して悪化要因となっており、21年度以

降、悪化要因として最も大きい項目となっている。そして、社会保障関係費は、今後も増加す

ることが見込まれることから、引き続き財政健全化に多大な影響を与えることが想定される。

イ 国の財政健全化への取組における社会保障に係る取組の状況

政府は、各年度方針の中で、社会保障に係る取組についても定めるなどしてきている。そし

て、各年度方針への対応として、当初予算の政府案の作成に当たり、社会保障関係費の予算の

抑制等の取組を行ってきている。

(ｱ) 社会保障に係る各年度方針における社会保障関係費の伸びの抑制等の状況

ａ ｢財政構造改革の推進に関する特別措置法｣等(10年度～12年度)



- 388 -

10年度においては、9年度の当初予算における社会保障関係費の額に3000億円を加算した

額を下回ることとの各年度方針を掲げ、10年度予算において、これを達成している。一方、

11、12両年度は、景気が停滞したことなどを踏まえて、各年度方針が規定されている法律

が停止された。

ｂ ｢経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006｣等(19年度～23年度)

19年度から23年度までの5か年度の社会保障について、▲1.1兆円の伸びの抑制との各年

度方針を掲げている。仮に毎年度均等に抑制すると仮定すれば、年平均では伸びを2200億

円抑制することになる。19年度から21年度までの3か年度の当初予算において、いずれも前

年度からの伸びを2200億円抑制している。なお、22、23両年度については、各年度方針が

記載されている｢経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006｣は踏襲されていない。

ｃ ｢経済財政運営と改革の基本方針2015｣等(28年度～30年度)

28年度から30年度までの3か年度について、これまで3年間の社会保障関係費の実質的な

増加が高齢化による増加分に相当する伸び(1.5兆円程度)となっている基調を継続していく

ことを目安とするとの各年度方針を掲げている。仮に毎年度均等と仮定すれば、年平均で

は5000億円の伸びに抑えることになる。そして、上記3か年度の当初予算において、各年度

方針を達成している。

ｄ 予算総額及び決算額からみた各年度方針の達成状況

財務省は、各年度方針は、当初予算を対象として設けられた財政規律であるため、当該

財政規律の対象となっていない予算総額と決算額を用いて評価することは適切ではないと

しているが、近年、補正予算の編成が常態となっており、当初予算は必ずしも補正予算を

含む予算の全体像を表すものとはなっておらず、また、各年度方針において設定された指

標については、補正予算を含む予算執行の結果を表す決算額によりその変化、推移等をみ

ることにも意義があると考えられる。

9年度から29年度までのうち、11、21、24各年度については、補正予算の影響により社会

保障関係費の決算額が当初予算額に対して大幅に増加している。

また、各年度方針について、予算総額及び決算額により把握可能な10、28、29各年度の

社会保障関係費の前年度からの伸びの状況についてみると、10年度の予算総額は各年度方

針上当初予算で達成が求められているような水準である3000億円を上回っているものの、

決算額については下回っている。28年度の予算総額並びに29年度の予算総額及び決算額に

ついては、前年度からの伸びが年平均の伸び5000億円を下回っているものの、28年度の決

算額については上回っている。

なお、｢新経済・財政再生計画｣においては、今後もこれまでの3年間と同様の歳出改革努

力を継続していくこととなっているが、社会保障関係費の伸びの目安の基調に相当する数

値は示されていない。

(ｲ) 社会保障・税一体改革等の実施状況

政府は、26年度以降の消費税率の引上げ(5％から8％)に伴う消費税(地方消費税を含む。)

の増収分や、社会保障の給付の重点化・効率化による財源を用いて、①基礎年金国庫負担割

合1/2、②社会保障の充実、③消費税率引上げに伴う社会保障4経費の増、④後代への負担の

つけ回しの軽減の4項目の社会保障の充実・安定化に取り組むこととしている。そして、消費

税率の10％への引上げ時期が延期されたことなどにより、年金生活支援給付金等の一部の施

策については実施が延期されるなどしたり、後代への負担のつけ回しの軽減について、消費

税率の8％から10％への引上げに伴う消費税の増収分を既存の社会保障関係費の財源に充てる

ことができておらず、ひいては、公債発行額の縮減に寄与していない状況にあったりしてい

る。また、29年度の一般会計当初予算の編成過程において、改革工程表の社会保障に係る改

革項目を実施することにより、歳出削減を行っているとされている。
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政府は、社会保障の充実を図るとともに、社会保障の給付の重点化・効率化を進めるなど

して、給付の伸びの抑制に努めてきているところであるが、今後社会保障給付の増加が見込

まれることから、引き続き、制度の持続可能性の確保に向けて、財源の確保にも留意しつつ、

社会保障・税一体改革を進めるなどして、社会保障関係費の抑制等の取組に努めるとともに、

今後社会保障給付の増加が見込まれることなどを踏まえ、社会保障の給付と負担の在り方を

検討することが重要であると考えられる。

ウ 社会保障改革の検討等に用いられる将来推計の状況等

(ｱ) 社会保障全般に係る将来推計

24年推計は、国会における議論の基礎として引用されるなど、社会保障・税一体改革や財

政健全化への取組における社会保障に係る取組等に与えてきた影響は大きい。24年推計にお

ける27年度の給付費や給付費対GDP比はいずれも推計値より実績値の方が低い。その要因とし

て、推計の前提条件として用いられた名目経済成長率等の指標について、前提値より実績値

の方が低い傾向となっていることが考えられる。また、負担額に対して各種統計等において

比較できる実績値がないこと、公費負担のうち国庫負担については示されていないことから、

国の財政に与える影響について把握することが困難な状況となっている。さらに、推計値と

実績値の比較や事後の検証は行われておらず、当初の推計値のまま、国民に対する説明に用

いられたり、各種審議会に提示されたりしてきている状況となっており、国民への説明責任

の観点から、事後の検証等を行ったり、今後の将来推計において財政への影響をより分かり

やすく示したりなどするよう努めることが重要であると考えられる。

(ｲ) 年金分野の将来推計

24年推計における年金分野の将来推計は、21年の年金の財政検証の結果を基礎としている。

ａ 16年の年金制度改革の経緯

持続可能な制度を構築し、制度に対する信頼を確保するために行われた16年の年金制度

改革は、基礎年金国庫負担割合を21年度以降それまでの1/3から1/2とすること、保険料水

準について上限を固定した上で引き上げ、積立金を活用しておおむね100年間の有限均衡方

式とすること、給付水準を調整するマクロ経済スライドを導入することなどの枠組みを構

築するものであり、この枠組みによる年金財政の持続可能性を推計、検証するために財政

検証を行うこととなった。

ｂ 16年の年金制度改革前後の年金額改定の仕組み

(a) 物価スライド特例措置

年金額は、2年4月から12年3月まで、原則として物価変動率に自動的に連動する完全自

動物価スライドが適用される本来水準によっていた。しかし、12年度から14年度までは、

本来水準によらず、特例的に11年度の年金額に据え置く物価スライド特例措置が講じら

れて、特例水準によっていた。15年度以降も、本来水準が特例水準を下回る状況が続い

ていたが、社会保障・税一体改革の一環として、25年度から27年度までにかけて段階的

に本来水準と特例水準との差を解消することとなり、27年度に特例水準は解消された。

(b) 16年の年金制度改革による年金額改定の仕組み

16年の年金制度改革により、本来水準の年金額は、原則として、新たに年金を受け取

る受給者は賃金変動率(賃金変動率による年金額の改定を｢賃金スライド｣)により、既に

年金を受け取っている受給者は物価変動率(物価変動率による年金額の改定を｢物価スラ

イド｣)により、それぞれ改定することとなった。

(c) マクロ経済スライド

16年の年金制度改革により、マクロでみた給付と負担の変動に応じて、給付水準を自

動的に調整する仕組みとして、マクロ経済スライドが導入された。賃金変動率及び物価

変動率がいずれもプラスだった場合にはマクロ経済スライドが発動されることとなって
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いる。マクロ経済スライドによる調整は、特例水準が解消した後に開始することとなっ

ていて、27年度に初めてこの調整が行われた。その後、30年4月以降は、マクロ経済スラ

イドについて、名目下限措置を維持しつつ、賃金・物価上昇の範囲内で前年度までの未

調整分を調整すること(キャリーオーバー)とされている。

ｃ 財政検証の内容

財政検証は、少なくとも5年ごとに行われることとなっており、保険料水準を固定した上

で、マクロ経済スライドによる給付水準調整が行われる仕組みの下での将来の年金財政に

ついて推計するものである。16年の財政再計算並びに21年及び26年の財政検証では、賃金

及び物価が上昇し賃金スライド又は物価スライドを行うこと、3年程度で本来水準が特例水

準を上回りマクロ経済スライドによる調整が開始されることなどの前提により、おおむね

100年間における年金財政の均衡を確保できる見通しとしている。

ｄ マクロ経済スライドの影響度に関する分析

マクロ経済スライドは、導入された16年度以降、27年度を除き発動されていない状況と

なっている。

そこで、本院は、マクロ経済スライドによる給付水準の調整が継続的に実施された場合

の影響度を分析するため、制度上はマクロ経済スライドを発動できない状況においてもマ

クロ経済スライドが完全に発動されたと仮定して、年金の給付水準の試算を行った。試算

によれば、16年度以降、マクロ経済スライドを毎年度完全に発動したと仮定した場合、28

年度の給付水準は、実際の給付水準に対し5.0ポイント低い試算結果となり、これに基づく

基礎年金国庫負担分相当額と実際の額との差額は、28年度までの累計で3.3兆円(機械的試

算)となるなどしていて、マクロ経済スライドによる給付水準の調整は、継続して実施され

ていれば年金財政に一定の影響を与えていたものであり、保険料水準が固定されている現

行の年金財政制度の下では、キャリーオーバーを含め、マクロ経済スライドによる給付水

準の調整が適切に行われることが、将来世代の給付水準の確保に必要であるとともに、年

金財政にとって重要であると考えられる。また、マクロ経済スライドによる給付水準の調

整が遅くなると、その間、年金の給付に要する費用が高い水準にとどまることから、社会

保障関係費の増加につながるものと見込まれる。

4 本院の所見

社会保障については、人口構造の変化による要因等から国民に対する給付の増加が避けられない

こと、制度の持続可能性を確保するためには給付の増加に対応した財源が必要になることなどを踏

まえて、政府においては、今後、国民への説明責任の観点から、社会保障改革等の取組が国の財政

に与える影響をより分かりやすく示すなどするよう努めつつ、社会保障の給付と負担の在り方等に

ついて、国民的な議論の下での検討を行うことなどが重要であり、国民的な議論等を踏まえた上で、

財政健全化への取組において、年金を始めとする各制度に係る社会保障に係る取組等を引き続き推

進していくことが望まれる。

本院としては、社会保障が財政健全化に多大な影響を与えていることを踏まえ、社会保障関係費

の推移及び財政健全化に向けた取組について引き続き検査していくこととする。
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競馬等の払戻金に係る所得に対する課税状況について

1 検査の背景

(1) 競馬等の概要

競馬、競輪、小型自動車競走(オートレース)及びモーターボート競走(これらを｢競馬等｣)は、

それぞれ競馬法、自転車競技法、小型自動車競走法及びモーターボート競走法に基づいて施行さ

れており、上記の各法律によれば、競馬等は、馬の改良増殖等の事業の振興に寄与するとともに

地方財政の改善を図るために行うことなどとされている。そして、日本中央競馬会が施行する競

馬は中央競馬、地方公共団体が施行する競馬は地方競馬となっており、競輪、オートレース及び

モーターボート競走の施行者は地方公共団体となっている。また、売上金等に対する払戻しの率

は70/100以上80/100以下等となっている。

(2) 競馬等の払戻金に係る所得に対する課税

所得税法で定められている所得の種類には、利子所得等8種類の所得のほか、一時所得及び雑所

得がある。このうち、一時所得とは、利子所得等8種類の所得以外の所得のうち、営利を目的とす

る継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務等の対価の性質を有しないものをいい、懸

賞等の賞金品、生命保険の一時金、損害保険の満期返戻金等が該当する。一時所得の金額は、一

時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするた

めなどに直接要した金額に限る。)の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額(50万

円)を控除した金額とされている(一時所得の金額は、その1/2相当額を総所得金額に算入すること

により、他の所得と総合して課税することとなっている。)。

また、雑所得とは、利子所得等8種類の所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいい、

公的年金等のほか、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税等が該当

する。雑所得の金額は、公的年金等に係るものの金額とそれ以外に係るものの金額の合計額とさ

れており、このうち、公的年金等以外に係るものの金額は、総収入金額から必要経費を控除した

金額とされている。

競馬等において、投票の的中者に対し、その競走(レース)についての払戻対象総額を的中した

投票券に案分して支払われる払戻金に係る所得は、利子所得等8種類の所得に該当せず、通常、臨

時・偶発的であり、営利を目的とする継続的行為から生じたものではないことから、一時所得に

該当することとなっているが、国税庁は、次の①から③までの全てを満たす場合に限り、営利を

目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当することとしている。

① 独自の条件設定等に基づくなどして、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全

てのレースで投票券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しなが

ら多数の投票券を購入し続けること

② 年間を通じての収支で多額の利益を上げていること

③ ①及び②の事実により、回収率(的中しなかった投票券を含む支出に対する収入の割合)が期

間総体として100％を超えるように投票券を購入し続けてきたことが客観的に明らかであること

一時所得の金額は、総収入金額からその収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為

をするためなどに直接要した金額に限る。)の合計額等を控除した金額とされているため、一時所

得に該当する場合には、的中しなかった投票券の購入額を控除することができない。これに対し、

雑所得(公的年金等に係るものを除く。)の金額は、総収入金額から必要経費を控除した金額とさ

れているため、雑所得に該当する場合には、的中しなかった投票券を含む全ての投票券の購入額

を控除することができる。

なお、スポーツ振興投票(サッカーくじ)や当せん金付証票(宝くじ)については、売上金額に対

する払戻しの率は50/100とすることなどとなっており、競馬等と異なり払戻金等に所得税を課さ

ないこととなっている。
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(3) 競馬等における高額な払戻金の状況

近年、競馬等においては、単一のレースの1着から3着までを着順どおり的中した場合に払戻金

が支払われる投票法(3連単)の人気が高くなっており、また、競馬等のうちモーターボート競走以

外においては、複数のレースの1着等を全て的中した場合に払戻金が支払われることとし、的中者

がいない場合等は当該払戻対象総額等をその後に行われる同一の種別のレースの加算金(キャリー

オーバー分)とする投票法(指定重勝式投票法)が導入されるなどして、払戻金が高額になることが

ある種類の投票法による投票が普及している。このうち、指定重勝式投票法については、投票の

単位(投票単位)は、中央競馬及びオートレースで100円、地方競馬で50円又は100円、競輪で100
(注)

円又は200円であり、投票単位当たりの払戻金(単位払戻金)の上限額が12億円(競輪(投票単位200

円))、6億円(中央競馬、地方競馬(投票単位100円))などとなっており、過去の単位払戻金の最高

額(平成30年7月末時点)をみても、9億0598万円(競輪(投票単位200円)、22年10月)となっているな

ど、単位払戻金が非常に高額になるケースが発生している。

そして、指定重勝式投票法による投票券の発売は、全て、施行者等において、インターネット

投票等、購入者の情報や購入・払戻金の支払に関する手続がコンピュータによって処理される方

法で行われており、その会員登録等の際に提携金融機関による本人確認等が行われている。一方、

払戻金の支払の際における本人確認に関しては、現行の法令において規定が設けられておらず、

高額な払戻金であっても、払戻金の支払の際に本人確認を行う仕組みは整備されていない。

(注) 地方競馬で50円 50円を超える場合は10円ごとに投票可能であるが、通常は50円単位
で投票されることが多いため投票単位を50円としている。

(4) 支払調書及び源泉徴収

課税所得の把握により適正な課税を実現するために、生命保険の一時金の支払や報酬等の支払

を行うなどする所定の者は、所得税法に基づき、その支払に関する調書(支払調書)を作成し、税

務署長に提出しなければならないこととなっている。そして、支払調書の対象については、外国

為替証拠金取引(FX取引)の拡大や金地金の譲渡の増加など経済社会の発展に応じて、適正な課税

の実現のために、累次の税制改正によって拡大されてきている。

また、効率的かつ効果的な徴税手続を実現するために、給与等の支払、配当等の支払を行うな

どする所定の者は、所得税法に基づき、その支払の際に所得税を徴収し、これを国に納付(源泉徴

収)しなければならないこととなっている。

競馬等の払戻金の支払の際には本人確認が行われていないことや単位払戻金が現在ほど高額に

なる投票法が従前は存在しなかったことなどにより、競馬等の払戻金の支払については、これま

で所得税法において、支払調書や源泉徴収の対象とされてきていない。

2 検査の着眼点等

競馬等の高額な払戻金に係る所得について、一時所得又は雑所得として適正な申告が行われてい

るか、税務署等の税務調査等による所得の捕捉が有効なものとなっているかなどに着眼して、全国

の524税務署管内の27年分の所得税の申告(決定等を含む。)のうち、一時所得に係る総収入金額から

その収入を得るために支出した金額と特別控除額50万円とを控除した金額(一時所得の金額)が1000

万円以上の全ての申告及び雑所得に係る収入金額が1050万円以上の全ての申告それぞれ10,567件及

び7,645件、計延べ18,212件(同一の納税者が一時所得と雑所得の申告を行ったものが84件含まれて

いる。)に係る確定申告書等の関係書類を対象に検査した。また、国税庁、63税務署及び財務省にお

いて会計実地検査を行った。

3 検査の状況

(1) 競馬等における高額な払戻金の申告の状況

27年分の一時所得の金額1000万円以上の申告10,567件、雑所得の収入金額1050万円以上の申告

7,645件、計延べ18,212件について、1050万円以上の単位払戻金(高額単位払戻金)に着目して払戻

金の計上状況を検査したところ、収入金額に払戻金以外の金額のみが計上されていたり、収入金
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額に計上された払戻金が1050万円未満であったりなどして、一時所得又は雑所得の収入金額に高

額単位払戻金が計上されていないことが確認できた申告は延べ17,925件であり、検査対象とした

申告延べ18,212件の98.4％を占めていた。一時所得又は雑所得の収入金額に高額単位払戻金が計

上されている又は計上されている可能性があると認められた申告(高額払戻金申告)は69件であり、

一時所得又は雑所得の収入金額に払戻金が計上されているかどうかを確認できなかった申告(確認

不能申告)は218件であった。

そして、高額払戻金申告について所得の種類別にみると、一時所得54件(払戻金計23億4114万

円)、雑所得15件(同計43億9078万円)、計69件(同計67億3193万円)となっていた(払戻金のうち、

1050万円未満の単位払戻金であることが明らかとなったものは集計の対象としていない。)。また、

確認不能申告218件における高額単位払戻金の計上の状況については、検査の対象とした延べ18,

212件のうち、その98.4％に当たる延べ17,925件が収入金額に高額単位払戻金を含まないものであ

ったように、収入金額に高額単位払戻金が計上されていることはまれであると考えられることか

ら、高額単位払戻金の計上はないものと推定しても大きな開差が生じないと考えられる。

一方、競馬等の各レースの開催日、レース名、払戻金等に関する情報は、施行者等によって公

表されていることから、これを用いて、27年における高額単位払戻金を集計すると計531口、127

億4476万円となっていた。そこで、高額単位払戻金531口、127億4476万円に係る所得の申告の状

況について検討すると、次のとおりである。

高額払戻金申告69件の内訳は、前記のとおり一時所得54件、雑所得15件となっている。

69件のうち｢収入金額に払戻金が1050万円以上計上されており、確定申告書等におけるレースを

特定する記載や特定のレースの払戻金との金額の一致により、高額単位払戻金が計上されている

と認められたもの｣は27件であり、これらは全て一時所得による申告であった。そして、これらに

ついては高額単位払戻金531口のうちの28口(指定重勝式投票法22口及び3連単6口)の15億4292万円

が収入金額として計上されているものと考えられる。

一時所得の申告54件のうち、上記の27件を除く残りの27件(計上されている払戻金の額計7億98

21万円)については、｢確定申告書等に払戻金に関する詳細な記載がないことからレースを特定す

ることができないが、収入金額に払戻金が1050万円以上計上されていることから、その内訳の中

に高額単位払戻金が計上されている可能性があると認められたもの｣である。そして、これらにつ

いては、1050万円未満の単位払戻金がどの程度計上されているか確定することが困難であること

から、収入金額として計上されている高額単位払戻金の額の上限は7億9821万円となる。

また、雑所得の申告15件(計上されている払戻金の額計43億9078万円)は、上記と同様に、その

内訳の中に高額単位払戻金が計上されている可能性があると認められたものである。これらにつ

いては、払戻金に対する必要経費の率が全て60％を超え、このうち13件は80％を超えているなど

しており、偶然性の影響を減殺するために年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しな

がら多数の投票券を購入し続けてきたもの(前記の雑所得に該当することとなるための条件①に該

当)であるとみられる。そして、高額単位払戻金が期待される投票券については、的中確率が極め

て低くなることを考えると、上記のような工夫をしながら投票券を購入する者が購入の対象とす

る可能性は低く、雑所得の申告15件において収入金額として高額単位払戻金が計上されていると

してもその数及びこれに係る払戻金の額は限定的であると考えられる。

したがって、高額単位払戻金531口、127億4476万円に係る所得については、レースを特定でき

た一時所得の申告27件により28口分の15億4292万円に係る所得は申告されていると考えられ、こ

れに加えて、レースを特定できなかった一時所得の申告27件により計上されている額の上限であ

る7億9821万円に係る所得が申告されているとすると、計23億4114万円に係る所得が申告されてい

ることになる。そして、確認不能申告218件については高額単位払戻金の計上はないと推定しても

大きな開差は生じないと考えられること、雑所得の収入金額に計上されている高額単位払戻金は

限定的であると考えられることを踏まえると、高額単位払戻金100億円程度に係る所得については、
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その多くが申告されていないものと考えられる。

このように、所得税においては申告納税制度の下、納税者が自主的に所得等を申告することと

されているため、一定の申告漏れが生じ得ることを踏まえても、なお多額の競馬等の払戻金に係

る所得が申告されていないと認められる状況となっていた。

そして、払戻金の支払の際に本人確認を行う仕組みが整備されていないことなども合わせてみ

ると、納税者において、競馬等の高額な払戻金を得た場合に申告を行うようにすることが定着し

ていない状況がうかがわれた。

また、競馬等の払戻金に係る所得の申告について、国税庁における周知の状況を確認したとこ

ろ、記者発表、確定申告の手引き及び国税庁ホームページなどを通じて確定申告が必要となる旨

の周知を行っていたものの、競馬等の施行者に協力を求めて適正な申告を促すなど、方法を工夫

して広報を充実させる余地があると認められた。

(2) 税務調査等による所得の捕捉の状況

高額払戻金申告69件は、一時所得又は雑所得の収入金額に高額単位払戻金531口のうちのいずれ

かが計上されている又は計上されている可能性があると認められた申告である。そこで、高額払

戻金申告69件に関する税務署等の税務調査等の状況をみることにより、高額単位払戻金531口につ

いて、税務調査等による所得の捕捉の状況を検査することとした。

検査したところ、高額払戻金申告69件のうち、税務調査等によって申告を行っていたものは10

件、税務調査等によらずに申告を行っていたものは59件であった。

そして、税務調査等によって申告を行っていた10件について、税務調査等の内容を確認したと

ころ、競馬等の払戻金以外の事項に関して疑義があったため税務調査を行い、結果的に競馬等の

払戻金に係る所得の申告漏れが判明したもの9件及び所得の計算方法に関して疑義があったため行

政指導を行ったもの1件であり、高額単位払戻金531口に係る所得の捕捉としては、当初から競馬

等の払戻金に係る所得の申告漏れに着目して税務調査等が行われていたものはなかった。これは、

税務署等において、個々の競馬等の高額な払戻金に関して支払調書等により確実な情報を入手す

ることとなっていないことから生じたものと思料された。

このように、競馬等の高額な払戻金を得た納税者が、自主的に申告を行わない場合には、税務

調査等において、払戻金の支払があったことを十分に捕捉することが困難な状況となっていると

認められた。

さらに、前記の申告漏れが判明したもの9件(いずれも一時所得)の税務調査の内容についてみる

と、8件において、納税者に払戻金が支払われたレースを特定するための確実な情報を入手するこ

とができず、的中した投票券に対する購入額を把握していなかった。そのため、的中した投票券

ごとの控除額の代わりに、日ごと又は週等ごとの取引記録により、的中しなかった投票券を含む

投票券の購入額の総額に基づくなどして控除額を算定しており、8件の払戻金計8億4497万円に対

して控除額計4億0190万円を容認せざるを得ない状況となっていた。これは、税務署等において、

個々の競馬等の高額な払戻金に関して支払調書等により確実な情報を入手することとなっていな

いことから生じたものと思料された。

このように、競馬等の高額な払戻金について、税務調査等において、払戻金から控除すべき額

を十分に捕捉することが困難な状況となっていると認められた。

4 本院の所見

本院の検査によって明らかになった状況を踏まえて、今後、国税庁において、納税者に適正な申

告を促す広報を充実させるとともに、財務省において、競馬等の払戻金に係る所得に対し、適正な

課税の確保に資する所得の捕捉等に関する様々な制度の在り方について、関係する省庁等との議論

を踏まえ検討していくことが必要である。

本院としては、今後とも競馬等の払戻金に係る所得に対する課税について、引き続き注視してい

くこととする。
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開廃業手続による事業の引継ぎを行って事業を開始した場合における個人事業者の消費税の納税義

務の免除について

1 検査の背景

(1) 消費税の仕組み

消費税は、消費税法に基づき製造、卸売、小売等の各取引段階の売上げに課税され、その税相

当額が順次価格に織り込まれて転嫁され、最終的には消費者が負担することが予定されている。

そして、消費税法では、前段階で課税されている消費税が各段階で二重、三重に累積的に課税さ

れないように、課税売上げに係る消費税額から課税仕入れに係る消費税額を控除する仕組みを採

っている。消費税の納税義務者となるのは、国内において課税資産の譲渡等を行う事業者となっ
(注1)

ている。

(注1) 事業者 個人事業者及び法人

(2) 事業者免税点制度

消費税については、消費一般に幅広く負担を求めるという課税の趣旨等から、消費税の納税義

務を免除される事業者(免税事業者)は極力設けないことが望ましいとされている。一方、小規模

事業者の消費税に係る事務処理能力等を勘案する必要があることから、原則として、個人事業者

は課税期間の前々年、法人は課税期間の前々事業年度(これらを｢基準期間｣)における課税売上高
(注2)

が1000万円以下の事業者について消費税の納税義務を免除することとされている(この消費税の納

税義務が免除される仕組みを｢事業者免税点制度｣)。

(注2) 課税期間 納付する消費税額の計算の基礎となる期間で、原則として、 個人事業者
は暦年、法人は事業年度

(3) 新規事業者の納税義務の免除

消費税における納税義務の有無の判定は、基準期間における課税売上高により行うこととなっ

ている。これは、事業者がその課税期間の開始に当たり、自らが納税義務者となるかどうかを判

断した上で、納税義務者となる場合は、取引価額に消費税相当額を適正に上乗せする必要がある

ことから、課税期間の開始前までに納税義務者となるかどうかを予知する必要があることによる

ものである。

新規に事業を開始した事業者の場合、図表のとおり、個人事業者については、新規開業年及び

その翌年に係る基準期間が、いずれも事業の開始前となるため、課税売上高がなく、当該期間に

おける課税売上高が1000万円以下の事業者となることから、事業者免税点制度により、原則とし

て新規開業年及びその翌年の消費税の納税義務が免除されている。また、法人については、設立

事業年度及びその翌事業年度に係る基準期間が存在しないことから、当該期間における課税売上

高がなく、事業者免税点制度により、原則として設立事業年度及びその翌事業年度の消費税の納

税義務が免除されている。

そして、個人事業者が引退して親族等に事業を任せることにした場合においては、所得税法等

に基づき、個人事業者は廃業の届出書に事業を引き受けた先の個人(新経営者)の氏名、事業を廃

止した日等を記載し、税務署長に事業の廃止を届け出て、親族等の当該新経営者は開業の届出書

に当該事業の廃止を届け出た個人事業者(旧経営者)の氏名、事業を開始した日等を記載し、税務

署長に当該事業の開始を届け出る一連の手続を行うことになる(この一連の手続を｢開廃業手続に

よる事業の引継ぎ｣)。このような開廃業手続による事業の引継ぎの場合、新経営者は、新規に事

業を開始した個人事業者と同様に、開廃業手続による事業の引継ぎを行って事業を開始した年及

びその翌年に係る自らの基準期間における課税売上高がないことから、旧経営者が消費税の納税

義務者であったとしても、事業者免税点制度により原則として開廃業手続による事業の引継ぎを

行って事業を開始した年及びその翌年の消費税の納税義務が免除される。

一方、新設法人のうち、設立事業年度及びその翌事業年度の開始日における資本金の額又は出
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旧経営者

新経営者
新規開業

(個人事業者・法人)

旧経営者

新経営者

(個人事業者)

(法人)

納税義務者 納税義務者 納税義務者
資本金等1000万円以上又は一定規模
の大規模な事業者等が設立した法人

- - 新規開業

- -

免税事業者 納税義務者

免税事業者 免税事業者 納税義務者

新規開業

開廃業手続によ
る事業の引継ぎ

納税義務者 納税義務者 納税義務者

- - 免税事業者

- -

- - 免税事業者 免税事業者 納税義務者

-

- - 1200万円 2000万円 2000万円

24年課税期間分 25年課税期間分 26年課税期間分 27年課税期間分 28年課税期間分

2000万円 2000万円 800万円 -

平成24年1月 25年1月 26年1月 27年1月 28年1月 29年1月

開廃業手続による事業の引継ぎ 又は 新規開業

課税売上高

事由等

資の金額が1000万円以上の法人や1000万円未満であっても一定規模の大規模な事業者等が設立し

た法人については、上記の事業年度に係る基準期間は存在しないが消費税の納税義務は免除され

ないこととなっている。これは、設立当初から相当の売上高を有することもあると考えられるこ

とから、基準期間が存在しないという理由だけで免税事業者とすることは、事業者免税点制度の

趣旨に反するとされていることなどによるものである。

図表 平成26年中に新規に事業を開始した個人事業者及び法人並びに開廃業手続による事業の
引継ぎを行って事業を開始した個人事業者の消費税の納税義務(概念図)

(4) 個人事業者を取り巻く状況

平成21年以降の事業者数の推移をみると、200万人を超える個人が事業を営んでいる。また、製

造業、卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業及びサービス業のいずれの産業においても、事

業主の年齢が60歳以上となっている事業所数の割合は6割を超えている。小規模企業者の平均引
(注3)

退年齢が70歳前後といわれていることから、親族等へ事業を引き継がない個人事業者がいること

を考慮しても、今後、多くの個人が、引退する個人事業者から開廃業手続による事業の引継ぎを

行って事業を開始することが見込まれる状況である。

(注3) 小規模企業者 常時使用する従業員の数が20人(商業・サービス業の場合は5人)以下
の個人事業者及び法人の経営者

2 検査の着眼点等

本院は、上記のとおり、親族等へ事業を引き継がない個人事業者がいることを考慮しても、今後、

多くの個人が、引退する個人事業者から開廃業手続による事業の引継ぎを行って事業を開始するこ

とが見込まれる状況であることを踏まえて、事業者のうち法人以外の個人事業者において、消費税

の納税義務者であった旧経営者から開廃業手続による事業の引継ぎを行って事業を開始した新経営

者が、新規に事業を開始した事業者と同様に、事業者免税点制度により、原則として開廃業手続に

よる事業の引継ぎを行って事業を開始した年及びその翌年の消費税の納税義務が免除されている状

況について、①開廃業手続による事業の引継ぎを行って事業を開始した新経営者の事業収入等の状
(注4)

況は納税義務を免除することが適切な状況となっているか、②旧経営者と新経営者の事業には、消

費税に係る事務処理能力を含む事務処理の体制等に継続性がないかなどに着眼して58税務署におい
(注5)

て検査した。

(注4) 事業収入等 事業収入及び不動産収入

(注5) 58税務署 札幌西、函館、帯広、釜石、仙台南、大河原、山形、郡山、宇都宮、前
橋、所沢、春日部、越谷、松本、千葉西、松戸、麹町、神田、日本橋、京橋、芝、
麻布、品川、四谷、新宿、本郷、江東西、大森、世田谷、渋谷、中野、杉並、豊
島、板橋、横浜中、神奈川、川崎南、横須賀、小田原、福井、昭和、熱田、豊橋、
一宮、北、東、南、堺、豊能、富田林、葛城、出雲、岡山西、徳島、松山、福岡、
西福岡、大分各税務署
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3 検査の状況

(1) 旧経営者及び新経営者に係る事業収入等の状況等

旧経営者及び新経営者各312人のうち、旧経営者及び新経営者の所得税青色申告決算書等により、

旧経営者が開廃業手続による事業の引継ぎを行って事業を廃止した年分及びその前年分における

事業収入等と、新経営者が開廃業手続による事業の引継ぎを行って事業を開始した年分から3年間

分の事業収入等が把握できた旧経営者及び新経営者各212人の事業収入等の状況をみると、25年か

ら28年までの各年分に係る事業収入等計は、それぞれ旧経営者に係る68億6895万円、旧経営者及

び新経営者に係る69億8507万円、新経営者に係る70億2994万円及び69億9430万円となっており、

26年から28年までの各年分に係る新経営者の事業収入等計の合計は、151億6486万円となっている。

旧経営者の事業収入等と新経営者の事業収入等を比較するに当たっては、26年中に旧経営者が

開廃業手続による事業の引継ぎを行って事業を廃止していることから、同年分は、旧経営者又は

新経営者の1年を通じた事業収入等となっていないため、26年分の事業収入等を比較に用いること

ができない。

そこで、前記の旧経営者及び新経営者各212人の事業収入等について、旧経営者の25年分と新経

営者の27年分との関係をみると、旧経営者と新経営者の双方の事業収入等が｢1000万円超2000万円

以下｣となっている者が各58人、｢2000万円超4000万円以下｣となっている者が各56人、｢4000万円

超6000万円以下｣となっている者が各21人、｢6000万円超｣となっている者が各10人となっており、

これらの計各145人は旧経営者及び新経営者の事業収入等が同一の金額区分に属していた。そして、

旧経営者の事業収入等が1億円超だった4人については、その新経営者の事業収入等も引き続き1億

円超となっていた。

また、残りの新経営者67人のうち計43人に係る27年分の事業収入等は、旧経営者の25年分の事

業収入等よりも高額の金額区分に属していた。

さらに、前記の新経営者212人のうち、26年から28年までの各課税期間分において免税事業者と

なっていた62人、212人及び174人について、消費税の納税義務者であったとして、課税標準額を

推計(推計した課税標準額を｢推計課税標準額｣)すると、それぞれ計10億2558万円、計60億1290万

円及び計47億4121万円となる。また、1年を通じた推計課税標準額を算定できた27、28年両課税期

間分における推計課税標準額が1000万円を超えている新経営者は、それぞれ204人(96.2％)及び1

64人(94.2％)となっていた。

これらの状況を踏まえると、多くの場合、新経営者に係る事業収入等は、消費税の納税義務者

であった旧経営者と同程度となっていて、新経営者の推計課税標準額は旧経営者の課税標準額と

同様に1000万円を超えている状況になっていると思料される。

(2) 旧経営者及び新経営者に係る事業の継続性

ア 新経営者に係る開廃業手続による事業の引継ぎを行って事業を開始した日以後の業種の継

続状況及び事業の開始までの期間の状況

前記の旧経営者及び新経営者各212人について、旧経営者及び新経営者の所得税の確定申告

書等により、それぞれの業種をみると、開廃業手続による事業の引継ぎを行って事業を開始

した日から28年末までの期間において、新経営者212人全員が旧経営者と同一の業種となって

いる。このことを踏まえると、多くの場合、新経営者に係る業種は消費税の納税義務者であ

った旧経営者と同一の業種を引き続き継続している状況になっていると思料される。

また、前記の旧経営者及び新経営者各212人のうち、個人事業の開業・廃業等届出書により、

旧経営者が事業を廃止した日と新経営者が事業を開始した日を把握できた旧経営者及び新経

営者各206人について、それぞれ事業を廃止した日から事業を開始した日までの期間をみると、

旧経営者が事業を廃止した当日に事業を開始した新経営者は6人(2.9％)、旧経営者が事業を

廃止した翌日に事業を開始した新経営者が193人(93.6％)、計199人(96.6％)となっている。

このことを踏まえると、多くの場合、新経営者が事業を開始する日は、旧経営者が事業を廃
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止する当日又は翌日となっていて、事業は途切れず継続して行われている状況になっている

と思料される。

イ 事業への従事状況等

前記の旧経営者及び新経営者各212人のうち、旧経営者及び新経営者の所得税青色申告決算書

等により、開廃業手続による事業の引継ぎの状況が把握できた旧経営者及び新経営者各161人に

ついて、新経営者の旧経営者との関係をみると、続柄等により旧経営者の親族と判断された新

経営者が131人、旧経営者に係る給与賃金の支払状況等により従業員と判断された新経営者が2

7人、親族や従業員と判断できなかった新経営者が3人となっていた。

また、上記の新経営者161人についてみると、新経営者は開廃業手続による事業の引継ぎを行

う前に旧経営者の事業に従事し、旧経営者は開廃業手続による事業の引継ぎを行った後に新経

営者の事業に従事していた状況となっていた者が109人(67.7％)、新経営者は開廃業手続による

事業の引継ぎを行う前に旧経営者の事業に従事していたが、旧経営者は開廃業手続による事業

の引継ぎを行った後に新経営者の事業に従事していなかった状況となっていた者が38人(23.6

％)となっており、新経営者計147人(91.3％)が旧経営者の事業に従事していた状況となってい

た。

これらの状況を踏まえると、多くの場合、新規に事業を開始した個人事業者においては消費

税に係る事務処理能力を含む事務処理の体制を新たに構築する必要があるのに比べて、開廃業

手続による事業の引継ぎを行って事業を開始する新経営者は、消費税に係る事務処理能力を含

む事務処理の体制について、消費税の納税義務者であった旧経営者から引き継いでいる状況に

なっていると思料される。

前記のとおり、多くの場合、新経営者に係る事業収入等は、消費税の納税義務者であった旧経営

者と同程度となっていて、新経営者の推計課税標準額は旧経営者の課税標準額と同様に1000万円を

超えている状況であり、そして、新経営者における旧経営者から引継ぎを受けた業種の継続状況、

事業の開始までの期間の状況及び消費税に係る事務処理能力を含む事務処理の体制の引継ぎの状況

からみて、旧経営者と新経営者の事業には事業の継続性がある状況になっていると思料される。一

方、新経営者は、開廃業手続による事業の引継ぎを行って事業を開始した年及びその翌年に係る基

準期間における課税売上高がないことから、事業者免税点制度により、原則として開廃業手続によ

る事業の引継ぎを行って事業を開始した年及びその翌年の消費税の納税義務が免除されている。

そこで、前記の新経営者212人について、消費税の納税義務者であったとして、前記の推計課税標

準額に基づき事業を開始した年及びその翌年における納付消費税額を推計(推計した納付消費税額を

｢推計納付消費税額｣)すると、26年から28年までの各課税期間分については、それぞれ62人に係る計

2655万円、212人に係る計1億2108万円及び149人に係る計7623万円となり、26年から28年までの各課

税期間分に係る新経営者延べ423人に係る推計納付消費税額の合計は、2億2388万円となる。

4 本院の所見

開廃業手続による事業の引継ぎを行って事業を開始した新経営者が、事業を開始した年及びその

翌年に係る基準期間については、当該期間における課税売上高がないため、事業者免税点制度によ

り免税事業者となっている現状は、小規模事業者の消費税に係る事務処理能力等を勘案して消費税

の納税義務を免除する事業者免税点制度の趣旨に沿ったものとはなっていないと思料される。

ついては、本院の検査によって明らかになった状況を踏まえて、消費税に関わる幅広い議論が十

分なされるよう、財務省において、事業者免税点制度等の在り方について、引き続き、様々な観点

から有効性及び公平性を高めるよう検討を行っていくことが肝要である。

本院としては、今後とも事業者免税点制度を含む消費税全般について、引き続き注視していくこ

ととする。
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量的・質的金融緩和等の日本銀行の財務への影響について

1 検査の背景

(1) 日本銀行の金融調節

日本銀行は、日本銀行法に基づき、通貨及び金融の調節として、国債等の買入れを行うなどし

て金融機関等に資金を供給したり、日本銀行が振り出す手形等の売却を行って金融機関等から資

金を吸収したりして、金融機関等が相互の資金決済等のために日本銀行に保有している当座預金

(日銀当座預金)の残高を増減させることにより、金融市場における資金過不足の調整(金融調節)

を行っている。

また、日本銀行は、平成20年10月に、金融調節の一層の円滑化を通じて金融市場の安定確保を

図るために、補完当座預金制度を導入している。この制度は、準備預金制度の対象となる金融機

関に係る日銀当座預金及び準備預り金(日銀当座預金及び準備預り金を合わせて｢日銀当座預金

等｣)のうち日本銀行に預け入れることが義務付けられている額を超える額(超過準備額)並びに準

備預金制度の対象とならない金融機関等のうち所定の金融機関等(非対象先)に係る日銀当座預金

(超過準備額及び非対象先に係る日銀当座預金を合わせて｢超過準備額等｣)について、それぞれ政

策委員会で決定した適用利率(制度導入時は年0.1％)による利息を付すものである。

(2) 量的・質的金融緩和等の概要

ア 量的・質的金融緩和の導入及びその拡大

日本銀行は、25年1月に、消費者物価の前年比上昇率で2％とする物価安定の目標(物価安定の

目標)を導入し、同年4月に、物価安定の目標を2年程度の期間を念頭に置いてできるだけ早期に

実現するために｢量的・質的金融緩和｣を導入した。そして、26年10月に、量的・質的金融緩和

の拡大を決定し、金融調節の方針(金融市場調節方針)として、マネタリーベースが年間約80兆

円(拡大前から約10～20兆円追加)に相当するペースで増加するように金融調節を行うこととし

た。また、資産の買入れ方針として、①長期国債(発行から償還までの期間が2年以上の国債を

いう。)について、保有残高が年間約80兆円(同約30兆円追加)に相当するペースで増加するよう

に買入れを行うとともに、買い入れる長期国債の平均残存期間を最大3年程度延長して｢7年～1

0年程度｣にすること、②指数連動型上場投資信託(ETF)及び不動産投資信託(J-REIT)について、

保有残高がそれぞれ年間約3兆円及び年間約900億円(同それぞれ3倍増)に相当するペースで増加

するように買入れを行うことなどとした。

イ 量的・質的金融緩和の補完措置の導入

日本銀行は、27年12月に、量的・質的金融緩和の円滑な遂行等のために、①長期国債の買入

れについて、28年1月以降、買い入れる長期国債の平均残存期間を｢7年～12年程度｣に長期化す

ること、②ETFについて、同年4月以降、新たに年間約3000億円の枠を設けて｢設備・人材投資に

積極的に取り組んでいる企業｣の株式を対象とするETFを買い入れること、③J-REITについて、

銘柄別の買入限度額を当該銘柄の発行済投資口の総数の｢5％以内｣から｢10％以内｣に引き上げる

ことなどとする量的・質的金融緩和を補完するための諸措置の導入を決定した。

ウ マイナス金利付き量的・質的金融緩和の導入

日本銀行は、28年1月に、物価安定の目標をできるだけ早期に実現するために、従前の量的・

質的金融緩和に、日銀当座預金等の一部にマイナスの金利を適用する｢マイナス金利｣を加えた

金融緩和(マイナス金利付き量的・質的金融緩和)の導入を決定した。上記のマイナス金利は、

補完当座預金制度を改正して、日銀当座預金等を3段階の階層構造に分割し、それぞれの階層に

応じて年0.1％、年0％及び年マイナス0.1％の利率を適用するものである。

エ 金融緩和の強化

日本銀行は、28年7月に、英国のEU離脱問題や新興国経済の減速を背景に海外経済の不透明感

が高まり国際金融市場では不安定な動きが続いているとした上で、こうした不確実性が企業や
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家計のコンフィデンス(信認)の悪化につながることを防止するなどの観点から、ETFについて、

保有残高が年間約6兆円(従来の約3.3兆円からほぼ倍増)に相当するペースで増加するよう買入

れを行うことなどを決定した。

オ 長短金利操作付き量的・質的金融緩和の導入

日本銀行は、28年9月に、量的・質的金融緩和及びマイナス金利付き量的・質的金融緩和の下

での経済・物価動向と政策効果について総括的な検証を行い、その結果を踏まえて、物価安定

の目標をできるだけ早期に実現するために、上記二つの政策枠組みを強化する形で｢長短金利操

作付き量的・質的金融緩和｣を導入することを決定した。

日本銀行は、上記長短金利操作付き量的・質的金融緩和の下での金融市場調節方針として、

それまでのマネタリーベース増加額目標に代えて、物価安定の目標に向けたモメンタム(勢い)

を維持するために最も適切と考えられる短期・長期の金利の形成を促すべく、毎回の金融政策

決定会合において、長短金利の操作についての方針(金利操作方針)を示すこととした。具体的

には、28年9月の金融政策決定会合において、短期金利については日銀当座預金等の一部に年マ

イナス0.1％(従来どおり)の利率を適用し、長期金利については10年物国債金利がゼロ％程度で

推移するように長期国債の買入れを行うこととした。そして、①長期国債について、おおむね

現状程度の買入れペース(保有残高の増加額年間約80兆円)をめどとしつつ、金利操作方針を実

現するように運営するとともに、引き続き幅広い銘柄を買入対象とし、平均残存期間の定めは

廃止する、②ETF及びJ-REITについて、保有残高がそれぞれ年間約6兆円及び年間約900億円(い

ずれも従来どおり)に相当するペースで増加するよう買入れを行うなどとした。

(3) 債券取引損失引当金の制度の拡充

日本銀行は、日本銀行法施行令等に基づき、各事業年度において、債券の売買等に伴い生じた

収益又は損失について、債券取引損失引当金の積立て又は取崩しを行うことができることとなっ

ている。そして、日本銀行は、量的・質的金融緩和の実施に伴って日本銀行に生じ得る収益の振

幅を平準化し、財務の健全性を確保する観点から、27年11月に、財務大臣に対して引当金制度に

よる対応の検討を要請した。その後、同月に日本銀行法施行令等が改正されて債券取引損失引当

金の制度が拡充され、同引当金について、27年度決算から当分の間、上記収益の額に長期国債利

息の金額の全部又は一部を、上記損失の額に有利子負債に係る支払利息の金額をそれぞれ含める

こととされた。

2 検査の着眼点

量的・質的金融緩和の導入以降、資産及び負債等並びに損益の状況はどのようになっているか、

日本銀行が保有する長期国債(保有長期国債)の利回りや補完当座預金制度に係る支払利息等はどの

ようになっているかなどに着眼して検査した。

3 検査の状況

(1) 日本銀行の資産、負債等への影響

量的・質的金融緩和の導入前後における日本銀行の資産、負債等の状況をみると、その額は拡

大の一途をたどっており、総資産残高及び総負債残高は、それぞれ、24年度末には164兆8127億円

及び161兆5239億円であったものが、29年度末には528兆2856億円(24年度末の約3.2倍)及び524兆

3363億円(同約3.2倍)となっている。資産及び負債の主なものはそれぞれ長期国債及び日銀当座預

金となっていて、長期国債は24年度末に91兆3492億円であったものが29年度末には426兆5674億円

(同約4.7倍)に、日銀当座預金は58兆1289億円であったものが378兆2379億円(同約6.5倍)にまで増

加している。

(2) 日本銀行の損益、当期剰余金の処分等への影響

ア 日本銀行の損益への影響

量的・質的金融緩和の導入前後における日本銀行の損益の状況をみると、経常利益は、24年

度に1兆1316億円であったものが28年度には1兆0952億円に減少したが、29年度は、28年度から
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1335億円増加して1兆2287億円となっている。これは、為替差損が29年度は28年度から637億円

増加して(対前年度増加率43.0％)2119億円計上されたものの、ETF運用益が29年度は28年度の1

722億円から1066億円増加して(同61.9％)2789億円計上されたことなどによるものである。

イ 長期国債利息への影響

長期国債利息は、毎年度、保有長期国債の受取利息に償却原価法に基づく利息調整損益を加

減して算定されている。そこで、24年度から29年度までの間における長期国債利息の状況をみ

ると、28年度まで毎年度その額は増加していたものの、29年度は減少に転じて1兆2909億円(増

加率マイナス1.5％)となっている。

ウ 保有長期国債の利回り等への影響

24年度から29年度までの間における保有長期国債の利回り等の状況をみると、25年4月の量的

・質的金融緩和の導入以降、保有長期国債の平均残高の増加率に比べて長期国債利息の増加率

は小さくなっていて保有長期国債の利回りは低下傾向が続いており、29年度の平均残高406兆8

335億円に対する利回りは前年度の0.381％から更に低下して0.317％となっている。

マイナス金利付き量的・質的金融緩和の導入決定後の28年2月以降、長期国債の市場金利は一

段と低下したが、同年8月に上昇に転じた後、10年国債については28年11月以降、2年国債及び

5年国債については29年5月以降、それぞれ横ばいで推移している。そこで、本院が日本銀行、

日本証券業協会等の公表資料を基に、29年度(29年6月、9月、12月及び30年3月)に日本銀行が買

い入れたとみられる長期国債(変動利付国債及び物価連動国債を除く。)を特定し、これらにつ

いて平均落札利回較差を用いるなど一定の仮定を置いて試算した利回り等の状況をみると、こ

の間の市場金利の動向を反映して、残存期間別では、残存期間5年以下の長期国債はいずれも利

回りがマイナスとなっているが、買い入れた月別では、買入額全体に対する利回りはプラスと

なっている。

エ 補完当座預金制度に係る支払利息等への影響

超過準備額等の残高に対して発生する補完当座預金制度に係る支払利息について、24年度か

ら29年度までの間の状況をみると、24年度の315億円に対して、25年度は836億円、26年度は15

13億円、27年度は2216億円とそれぞれ前年度から増加していたが、28年度は前年度から343億円

減少して1873億円、29年度は更に前年度から36億円減少して1836億円となっている。

オ 当期剰余金の処分等への影響

(ｱ) 当期剰余金の状況

28、29両年度においては、為替差損が計上されたもののその額は27年度よりも減少したこ

となどから、経常利益は、それぞれ27年度よりも増加して1兆0952億円、1兆2287億円となり、

また、為替差損が計上されたことに伴い特別利益として外国為替等取引損失引当金からそれ

ぞれ740億円、1059億円を取り崩す一方で、特別損失として債券取引損失引当金にそれぞれ4

615億円、4451億円を積み立てるなどした結果、当期剰余金は、28年度は5066億円、29年度は

7647億円と両年度とも前年度から増加している。

(ｲ) 債券取引損失引当金等の状況

29年度においては、債券取引損失引当金積立額として4451億円が計上されている。これは、

会計規程等に基づき、長期国債利息の金額(1兆2909億円)に29年度における有利子負債の平均

残高を保有長期国債の平均残高で除して得た比率を乗じて得た金額と、有利子負債に係る支

払利息の金額との差額の50％に相当する額について財務大臣の承認を受けて積み立てたもの

である。また、外国為替等取引損失引当金取崩額1059億円は、為替差損2119億円の50％に相

当する額を計上したものである。

上記の結果、29年度末において、債券取引損失引当金は3兆6001億円に増加し、また、外国

為替等取引損失引当金は1兆4019億円に減少している。

(ｳ) 当期剰余金の処分の状況
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日本銀行は、日本銀行法に基づき、当期剰余金の5％に相当する金額を準備金(法定準備

金)として積み立てなければならないこととなっており、特に必要があると認められるときは、

財務大臣の認可を受けて当該金額を超える金額を法定準備金として積み立てることができる

こととなっていて、27、28、29各年度においては、特別損益の経理において債券取引損失引

当金にそれぞれ4501億円、4615億円、4451億円を積み立てた後、当期剰余金の5％に相当する

額を法定準備金として積み立てている。

そして、日本銀行は、日本銀行法に基づき、当期剰余金のうち法定準備金への積立て及び

出資者への配当を行った後の残額を国庫に納付しなければならないこととなっており、国庫

納付金の納付の状況をみると、27年度は26年度から減少して3905億円となっているが、28、

29両年度はそれぞれ前年度から増加して4813億円、7265億円となっている。

4 本院の所見

25年4月の量的・質的金融緩和の導入以降、日本銀行の資産及び負債の額は拡大の一途をたどって

おり、主な資産である長期国債は導入前の24年度末に91兆3492億円であったものが29年度末には42

6兆5674億円(24年度末の約4.7倍)に、主な負債である日銀当座預金は58兆1289億円であったものが

378兆2379億円(同約6.5倍)にまで増加している。そうした中で、29年度については、経常利益がET

F運用益の増加等により前年度から1335億円増加して1兆2287億円となっているほか、超過準備額等

の残高に対して発生する補完当座預金制度に係る支払利息が前年度から36億円減少して1836億円と

なり、また、本院が一定の仮定を置いて試算したところ、市場金利の動向を反映して日本銀行が買

い入れたとみられる長期国債の利回りは29年6月、同年9月、同年12月及び30年3月のいずれにおいて

もプラスとなっている。一方、25年度から28年度まで毎年度増加していた長期国債利息が減少に転

じて1兆2909億円(対前年度増加率マイナス1.5％)となり、また、保有長期国債の平均残高406兆833

5億円に対する利回りは、保有長期国債の平均残高の増加率に比べて長期国債利息の増加率が小さく

なっていて低下傾向が続いていることなどから、前年度の0.381％から更に低下して0.317％となっ

ている。

そして、日本銀行は、29年度決算において、長短金利操作付き量的・質的金融緩和の実施に伴っ

て日本銀行に生じ得る収益の振幅を平準化する観点から、27年度に拡充された債券取引損失引当金

の制度の下で同引当金に4451億円の積立てを行い、29年度末の同引当金は3兆6001億円に増加してい

る。

したがって、日本銀行においては、金融調節等を通じて取得した金融資産について、保有長期国

債の利回りが低下してきているなどの状況も踏まえて適切に各引当金を積み立て、また、特に必要

があると認めるときは、当期剰余金の5％に相当する額を超える金額を法定準備金に積み立てるなど、

財務の健全性の確保に努めることが重要である。また、財務省においては、日本銀行から引当金の

積立てを含む財務諸表等の承認又は当期剰余金の5％に相当する額を超える金額の法定準備金への積

立ての認可の申請があった場合には、今後の日本銀行の財務の健全性等を勘案した上で、国民に還

元されるべきとされている日本銀行の利益の特質等に留意しつつ、引き続き適切に承認又は認可を

行っていくことが必要である。

本院としては、今後の金融経済情勢の変化を踏まえつつ、今後とも日本銀行の財務の状況につい

て引き続き検査していくこととする。
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独立行政法人国立病院機構が設置する病院の経営状況等について

1 検査の背景

独立行政法人国立病院機構は、独立行政法人国立病院機構法に基づき、診療等の事業を行うこと

とされている。また、機構の第3期中期目標(26事業年度から30事業年度まで。以下、事業年度を｢年

度｣)によれば、機構は、安心・安全で質の高い医療を提供するとともに、国の医療政策や地域医療

の向上に貢献することとされている。そして、国の医療政策への貢献としては、国の危機管理に際

して求められる医療を確実に提供するとともに、他の設置主体では必ずしも実施されないおそれの

ある医療(セーフティネット分野の医療)について、我が国における中心的な役割を果たすことなど

とされている。

機構の病院は、機構の設立時(平成16年4月)には154病院が設置されていたが、その後の統合等に

より、29年度末現在では141病院となっている。

機構の経常収支率は、22年度に107.0％となったのをピークに悪化に転じており、28年度には99.

2％(経常収支額△68億円)と機構設立以来初めて経常赤字となった。そして、29年度の経常収支率は、

28年度よりは改善したものの、99.7％(同△21億円)と2年連続の経常赤字となっている。なお、機構

に対しては、23年度以降、診療事業に対する国からの運営費交付金は実質的に措置されておらず、

原則として診療収入(医業収益)等の自己収入により診療事業の費用を賄うことになっている。

2 検査の着眼点

機構が国の医療政策や地域医療の向上への貢献等の機構に課せられた役割を継続的に果たしてい

くためには、安定した経営基盤を確保することが必要である。そこで、本院は、機構及び機構の病

院の財務の状況や経営改善に向けた取組の状況はどのようになっているか、また、国の医療政策や

地域医療への貢献といった機構の病院として果たすべき機能は十分に提供されているかなどに着眼

して検査した。

3 検査の状況

(1) 財務の状況

ア 機構全体の状況

機構の医業費用の額に対する医業収益の額の比率(医業収支率)は、28年度を除いて毎年度10

0％を上回っていて、国公立、医療法人、病院全体等の他の設置主体を総じて上回っている。一

方、機構を含む大半の設置主体に係る医業収支率が22年度をピークに減少傾向にある中で、機

構の減少度合は他の設置主体よりも大きくなっている。医業収支率がピークとなった22年度か

ら28年度の7年間における機構の医業収益の増加率は13.5％、医業費用の増加率は23.4％となっ

ていて、医業費用の増加率が医業収益の増加率を上回っている。機構の医業収益の増加率は、

国公立、医療法人及び病院全体と同程度であるのに対して、医業費用の増加率は、これらを上

回っていた。また、医業費用の主な構成要素である人件費、材料費及び減価償却費についてみ

ると、人件費比率は他の設置主体より低く、材料費比率及び減価償却費比率は医療法人及び病

院全体より高くなっていた。また、機構の材料費比率は一貫して上昇基調にあった。機構は、

更なる材料費の節減に向けた取組を進めていく必要がある。

イ 病院の特性に応じた財務の状況等

機構の病院は、主として提供する診療機能が異なるなど病院によって特徴がある。そこで、

各病院を一般病床系病院(一般大規模病院、同小規模病院等)、セーフティネット系病院(障害者

系病院、精神系病院)等に区分して、それぞれの16年度から29年度までの財務状況の推移をみる

と、医業収支率では障害者系病院が、1病院当たりの医業収支額では一般大規模病院が、それぞ

れ他の病院区分に比べて総じて高くなっていた。

一般大規模病院は、おおむね他の病院区分に比べて人口の多い地域に立地している。そして、

一般大規模病院の1病院当たりの医業収支額は、22年度には10億円以上の医業利益となったが、
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その後悪化に転じて28年度には2.3億円の医業損失を計上するなど急激に落ち込んだものの、2

9年度には好転して、他の病院区分が全て医業損失を計上している中、0.3億円の医業利益を確

保するなど、年度によって変動の幅が大きくなっている。22年度以降、一般大規模病院の医業

収支が悪化したのは、一般大規模病院が主たる対象としている高度急性期又は急性期の患者に

ついて、近年、患者1人当たりの平均在院日数が短縮する傾向にあり、それを補う新入院患者の

受入れができなかったことなどから病床利用率が低下して収益が伸び悩んだことや、これに見

合う費用の節減ができなかったことなどによると思料される。また、一般大規模病院の許可病

床数は7,798床(29年4月1日現在)と機構の全病院の14.3％を占めているが、一般大規模病院の医

業収支額の16年度から29年度までの合計額は795億円となっていて、全病院の合計額1422億円の

半分以上を占めており、病床数に占める割合以上に収支に占める割合は大きくなっている。そ

して、機構の全病院の医業収支額は22年度から29年度にかけて計487億円悪化しているが、この

うち26.2％に当たる128億円は一般大規模病院の分となっていた。

このように、一般大規模病院の経営状況は、機構全体の医業収支ひいては機構全体の経常収

支にも大きな影響を及ぼしている。このため、一般大規模病院は、一層の経営改善に向けた取

組を進めていく必要がある。

(2) 経営改善に向けた取組の状況

ア 経営改善に向けた取組の概要

機構の病院は、機構本部が発出した｢新たな資金管理・投資基準・経営改善の枠組みについ

て｣等(経営改善通知)により資金管理をするなどして自院の経営改善を進めることとされている。

経営改善通知によれば、各病院は、毎年度、向こう5年間の資金計画を作成し、計画期間中に必

要な投資を行ったことにより債務の償還が困難となるなどの資金余力の不足が見込まれた場合

には、機構本部の同意を得た上で、経営改善計画を作成して実施することなどとされている(資

金余力の不足見込額を｢経営改善必要額｣)。経営改善計画には、病院が今後取り組もうとする実

施項目ごとに、実施項目を実現するための具体的な計画や、実施項目が実現した場合の収支の

改善見込額等を記載することとなっている。

そして、各病院は、原則として、計画作成の時点で確実に見込まれるなどしている収支見込

額に、各実施項目に係る収支の改善見込額を合計した額(経営改善計画額)が経営改善必要額を

上回るように経営改善計画を作成することとなっている。

各病院が28年度の資金計画を作成したところ、機構の全病院の64.7％に当たる92病院は、計

画期間中の資金余力が不足すると見込まれたことから、28年度の収支改善に係る420実施項目等

から成る経営改善計画を作成して機構本部の同意を得ていた。

イ 経営改善の達成状況

上記92病院の28年度の決算額をみると、71病院(92病院の77.1％)が経常赤字となっていて、

経営改善計画で見込んだ経常収支額を達成していたのは10病院(同10.8％)にとどまっており、

82病院(同89.1％)は計画を達成していなかった。そして、前年度よりも経常収支が改善してい

たのは27病院(同29.3％)となっていて、残りの65病院(同70.6％)は、前年度よりも経常収支が

悪化していた。このように、各病院が経営改善計画で定めた実施項目を着実に実行することで

病院の経営改善を図ることを意図した経営改善通知に基づく28年度の取組は、必ずしも順調に

行われたものとはなっていなかった。

ウ 実施項目の設定及び実施の状況

各病院が28年度の経営改善計画を作成するに当たり、機構本部は、診療機能や取り巻く環境

が病院によって異なるため、各病院がそれぞれの創意工夫により経営改善計画の立案・作成を

する必要があるとして、実施項目の具体例、実施項目の設定及び経営改善計画額の算定方法や

考え方、注意点等を示しておらず、各病院がそれぞれ自院に見合った独自の実施項目を設定し、

これに係る経営改善計画額を算定することとしていた。
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そこで、各病院で作成した経営改善の実施項目に係る取組内容についてみると、収益の増加

を図ることで収支改善を目指すとしているものが374実施項目(420実施項目の89.0％)と大半を

占めており、その中でも患者数を増加させる取組(患者増の取組)が205実施項目(同48.8％)と最

多となっていた。また、経営改善計画額をみても、患者増の取組が72.5％を占めていた。患者

増を実現するための手法についてみると、①近隣の医療機関を訪問するなどの地域医療連携の

取組を強化することによるとしているもの、②病棟を増改築して受入れ可能な患者数を増やし

たり、新たな機器を導入してそれまでは対応が困難であった患者を新たに受け入れたりするな

ど、病院施設の拡張等を前提としていたものなどがあったが、それらの経営改善計画額に対す

る実際の収支改善額の割合(達成率)は、①で38.4％、②で49.2％などとなっていた。

このように、患者増の取組については、経営改善計画全体に占める実施項目数及び経営改善

計画額は多いものの、計画どおりに取組を実施して収益を確保することが困難となっている事

態が少なからず見受けられた。この背景には、病院の経営改善には収益の確保が必要であり、

そのためには患者数を増やすことが不可欠であるとして患者増の取組を実施項目に掲げる病院

が多い中で、実際の患者数は地域の人口動態、医療需要その他の様々な事情に左右されるため、

経営改善計画で見込んだ患者数とかい離が生じやすいことなどにもよるが、比較的容易に実施
．．

項目として立案でき、かつ多額の経営改善計画額が期待できる患者増の取組を、その実現可能

性や妥当性について十分に検証しないまま実施項目として掲げた病院が少なからずあったこと

によると認められる。

しかし、経営改善計画は、本来、これを着実に実行することで病院の経営改善を実現させる

ものであるため、取組実施の効果についての見込みや実施に伴って見込まれる費用や収益の想

定が楽観的すぎるなどしていて、作成の当初から実現可能性や妥当性に疑念が生ずるような内

容であっては、これを着実に実行する意欲に欠け、ひいては経営改善の実現に結び付かないお

それがある。そして、前記のように計画どおりに収益を確保できていない事態が多数見受けら

れている状況に鑑みると、経営改善計画の作成に当たっては、経営改善必要額を踏まえ、必要

に応じて抜本的な改善策を講ずるとともに、それらの実施項目については、各病院において実

現可能性や妥当性について十分に検証した上で作成することが重要である。

一方、費用の節減を図るとした取組(費用節減の取組)の達成率は78.8％であり、収益を増加

させる取組と比較すると相対的に順調な傾向が見受けられたが、費用節減の取組は必ずしも多

くはなかった。これは、費用節減の取組によって患者サービスの質の低下を招くことをためら

った病院があったことなどにもよるが、費用節減の取組の具体策を考案するに至らなかった病

院もあったことなどによると思料される。したがって、費用節減の取組のうち、他の病院でも

同様に取り組むことが可能なものについては、より一層の情報の共有が有用である。

エ 経営改善計画に対する機構本部による確認等の状況

前記のとおり、経営改善計画を病院が作成するには、機構本部の同意を必要としている。そ

して、機構本部は、各病院が作成した前記のような楽観的な想定等による経営改善計画の原案

についても、基本的には原案のとおりに同意していた。

しかし、前記のような状況を踏まえると、機構本部において、各病院が経営改善計画を作成

するに当たり、実施項目の設定及び経営改善計画額の算定方法や考え方、注意点等についても

経営改善通知で示すなどして、各病院が実現可能性や妥当性に疑念の生じない的確な経営改善

計画を作成できるようにしたり、計画同意の際に十分確認したりする必要があったと思料され

る。

(3) 機構の病院として果たすべき機能の提供状況

ア 国の医療政策への貢献の状況

機構は、セーフティネット分野の医療等について我が国における中心的な役割を果たすこと

などとされている。そして、機構の病院は、我が国におけるセーフティネット分野の医療の相
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当程度を提供するなど中心的な役割を果たす状況となっていた。

なお、そのうち結核に関する医療は、機構の結核病床に係る入院患者数も減少傾向にあり、

各病院は、当該医療分野の提供に際し、一般病床と結核病床を合わせて運用するなどの取組を

進めているが、今後とも入院患者数の大幅な増加は見込めないことから、引き続きこうした効

率的な病床運用等の経営改善に向けた取組が重要である。

イ 地域医療への貢献の状況

機構の病院は、都道府県が地域の実情に応じて定める医療計画を踏まえて、各病院が持つ医

療資源を活用することにより当該計画で求められる役割を積極的に果たすことなどとされてい

る。そして、機構の病院は、各病院の特徴に応じて医療計画に記載されており、地域において

求められる役割を果たすこととなっていた。

また、医療計画には、将来の医療提供体制に関する地域医療構想が定められている。機構の

病院は、他の公的医療機関等と同様に地域に求められる役割を果たしていくことが期待されて

いることから、それ以外の医療機関に率先して、自院の将来の方向性を｢公的医療機関等2025プ

ラン｣(2025プラン)として策定することとなっており、地域における同構想の協議の場でこれを

議論することとなっている。各病院の2025プランによれば、37年度(2025年度)に向けて、38病

院が病床数を増加又は削減させ、48病院が病床機能区分の転換を行うとしており、両者の重複

分を除いた69病院(全体の50.3％)が、病床について何らかの変更を行うとしていた。

機構の病院が、将来、地域において不足が見込まれる病床機能を提供するために率先して既

存の病床機能の転換を進めたり、地域の医療需要等を踏まえて病床数を増減したりすることは、

地域医療構想の実現に貢献することになる。一方で、病床数等の変更に伴い、病院の医業収益

に影響が生ずることなども考えられることから、これに対応した収益の増加を図ったり、費用

の節減を進めたりするなどして、病院経営の健全性を確保するために適時適切な対応を進めて

いくことが重要である。

4 本院の所見

機構が、国の医療政策や地域医療への貢献等といった役割を今後とも継続的に果たしていけるよ

う、次のような点に留意することが重要である。

ア 機構の経常収支率は、29年度は28年度よりは改善したものの、傾向的には22年度をピークとし

て悪化していることから、一層の経営の改善に向けた取組を進めていくこと。その際、既に効果

のあった取組を他の病院でも同様に展開していくなどして、一層の費用節減に努めること

イ 一般大規模病院の経営状況は、機構全体の経常収支に大きな影響を及ぼしており、一層の経営

改善に向けた取組を進めること。その際、引き続き材料費の節減に努めるとともに、地域の医療

需要を踏まえて、他の医療機関との連携強化による患者の確保等を進めたり、入院患者の動向を

踏まえて、必要に応じて病棟集約を含めた効率的な病床運用に努めたりすること

ウ 経営改善計画に基づく経営改善は必ずしも順調に行われていないことから、各病院が、それぞ

れの状況に応じて、実現可能性があり、かつ、必要に応じて抜本的な改善策も検討した的確な経

営改善計画を作成し、これに沿って経営改善に向けた取組を着実に進めていけるよう、機構本部

において、実施項目の事例、実施項目の設定及び経営改善計画額の算定方法や考え方、注意点等

を病院に具体的に示すとともに、経営改善計画の同意に際しては各実施項目の実現可能性や妥当

性についても確認するなど、病院に対する指導を一層充実させること

エ 地域医療構想を踏まえ、今後、少なくない病院で病床機能の転換や病床数の増減等が想定され

ることから、これに対応した収益の増加を図ったり費用の節減を進めたりするなどして、病院経

営の健全性を確保するために適時適切な対応を進めていくこと

本院としては、機構が設置する病院の経営状況等について、引き続き注視していくこととする。
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(９) 国民の関心の高い事項等に関する検査状況
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国民の関心の高い事項等に関する検査状況

1 国民の関心の高い事項等に関する検査の取組方針

本院は、その使命を的確に果たすために毎年次策定している会計検査の基本方針に従って、我が

国の社会経済の動向、財政の現状、行政における様々な取組等を踏まえて国民の期待に応える検査

に努めており、特に、国会等で議論された事項、新聞等で報道された事項その他の国民の関心の高

い事項については、必要に応じて機動的・弾力的な検査を行うなど、適時適切に対応することとし

ている。

2 検査の状況

(1) 検査の結果、検査報告に掲記したもの

上記国民の関心の高い事項等としては、度重なる自然災害の発生等により関心が一層高まって

いる国民生活の安全性の確保や、少子高齢化の進展、気候変動問題等を背景とした社会保障、環

境及びエネルギーといった分野が挙げられる。また、厳しい財政の現状等を踏まえて、予算・経

理の適正な執行はもとより、制度・事業の実施体制、効果的な運営、適正で公平な運用等や、資

産、基金等のストックに対する国民の関心は引き続き高いものとなっている。

これら国民の関心の高い事項等について、正確性、合規性、経済性、効率性、有効性等の多角

的な観点から検査を行った結果、｢第3章 個別の検査結果｣及び｢第4章 国会及び内閣に対する報

告並びに国会からの検査要請事項に関する報告等｣に掲記した主なものを示すと、次のとおりであ

る。

ア 国民生活の安全性の確保に関するもの

イ 社会保障に関するもの

ウ 制度・事業の実施体制、効果的な運営等に関するもの

エ 制度・事業の適正で公平な運用に関するもの

オ 資産、基金等のストックに関するもの

カ 予算の適正な執行、会計経理の適正な処理等に関するもの

キ 環境及びエネルギーに関するもの

アからキまでに掲げたもののほか、国民の関心の高い事項等について検査を行った結果を｢第4

章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する報告等｣に掲記した。

(2) その他の検査の状況

(1)のほか、国会法第105条の規定に基づく検査要請が行われた｢中心市街地の活性化に関する施

策の実施状況等について｣｢待機児童解消、子どもの貧困対策等の子ども・子育て支援施策の実施

状況について｣及び｢有償援助(FMS)による防衛装備品等の調達の状況について｣について検査を実

施している。

3 本院の所見

本院は、今後も我が国の社会経済の動向、財政の現状等を踏まえて国民の期待に応える検査に努

めるために、国会等で議論された事項等の国民の関心の高い事項については、必要に応じて機動的

・弾力的な検査を行うなど、適時適切に対応するとともに、我が国の財政の健全化に向けた様々な

取組について留意しながら検査を行っていくこととする。
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(１０) 特別会計財務書類の検査

～目 次～

＜件 名＞ ページ

・特別会計財務書類の検査･･･････････････････････････････････････････ ４１３



- 412 -



- 413 -

特別会計財務書類の検査

会計検査院は、特別会計に関する法律第19条第2項の規定に基づき、平成29年11月7日に内閣から送

付を受けた17府省庁等が所管する14特別会計の平成28年度特別会計財務書類について検査した。そし

て、同年12月25日に、内閣に対して、同書類の検査を行った旨を通知し、同書類を回付した。

同書類について、同法、特別会計に関する法律施行令、特別会計の情報開示に関する省令、同省令

第1条の規定に基づき定められた特別会計財務書類の作成基準等に従った適切なものとなっているかな

どに着眼して検査した結果、同基準等と異なる処理をしていて、同書類の計上金額の表示が適切とは

認められないものが、17府省庁等が所管する3特別会計において6事項見受けられた。
(注1)

なお、上記の6事項については、全て5府省において所要の訂正が行われた。
(注2)

(注1) 3特別会計 エネルギー対策、自動車安全、東日本大震災復興各特別会計

(注2) 5府省 内閣府、文部科学、経済産業、国土交通、環境各省
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５ 国の財政等の概況
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会計検査院の検査対象のうち、国の会計についての歳入歳出、債務等の状況、政府関係機関その他

国が資本金の2分の1以上を出資している法人についての財務等の状況、また、財政投融資の状況、さ

らに、国の財政状況を示すと、次のとおりである。

(1) 国の会計

① 概 況

平成29年度における国の一般会計及び特別会計の歳入及び歳出は、次のとおりである。

区 分 29年度 28年度

合計 490兆1309億円 512兆9357億円
歳

一般会計 103兆6440億円 102兆7740億円
入

特別会計 386兆4869億円 410兆1617億円

区 分 29年度 28年度

合計 472兆2658億円 492兆9025億円
歳

一般会計 98兆1156億円 97兆5417億円
出

特別会計 374兆1502億円 395兆3607億円

(注1) 会計間の繰入れによる歳入歳出の重複額等を控除したものではない。

② 一般会計

29年度における一般会計の収納済歳入額及び支出済歳出額、それらの主な内訳(構成比率)は、次

のとおりである。

区 分 29年度 28年度

収納済歳入額 103兆6440億円 102兆7740億円

58兆7874億円(56.7%) 55兆4686億円(54.0%)租税及印紙収入
33兆5545億円(32.4%) 38兆0345億円(37.0%)公債金
7兆2817億円 8兆9013億円公債金
26兆2727億円 29兆1331億円特例公債金
11兆3019億円(10.9%) 9兆2707億円 (9.0%)その他

区 分 29年度 28年度

支出済歳出額(注2) 98兆1156億円 97兆5417億円

32兆5210億円(33.1%) 32兆2081億円(33.0%)社会保障関係費
5兆7030億円 (5.8%) 5兆5983億円 (5.7%)文教及び科学振興費
22兆5208億円(23.0%) 22兆0855億円(22.6%)国債費
15兆4343億円(15.7%) 15兆2159億円(15.6%)地方交付税交付金
5兆2742億円 (5.4%) 5兆1498億円 (5.3%)防衛関係費
6兆9116億円 (7.0%) 6兆7097億円 (6.9%)公共事業関係費
9兆7504億円 (9.9%) 10兆5741億円(10.8%)その他

(注2) 平成29年度における支出済歳出額に対する公債金33兆5545億余円の割合は34.2％である。
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③ 特別会計

29年度において、特別会計に関する法律に基づき設置されている特別会計は13(以下、勘定区分の

ない特別会計についても1勘定と数えることとする。これによれば、勘定数は33となる。)である。

そして、同年度における特別会計の一般会計からの繰入額、決算剰余金、年度末における積立金等

の資金及び損益は、次のとおりである。

区 分 29年度 28年度

特別会計(勘定)数(注3) 13会計(33勘定) 14会計(34勘定)

ら一 一般会計から繰入れを受けている特別会計(勘定)数 10会計(24勘定) 12会計(25勘定)
の般
繰会 一般会計からの繰入合計額(注4) 52兆7496億円 52兆3746億円
入計
額か

決算剰余金合計額(注5) 12兆3367億円 14兆8009億円
決
算 金決 積立金に積み立て又は資金に組み入れることとしたもの 3兆8854億円 4兆4833億円
剰 の算
余 処剰 翌年度の歳入に繰り入れることとしたもの 6兆6936億円 7兆7927億円
金 理余

一般会計の翌年度の歳入に繰り入れることとしたもの 1兆7576億円 2兆5249億円

資金を計上している特別会計(勘定)数 9会計(17勘定) 10会計(18勘定)
積年
立度 資金を計上している資金数 19資金 20資金
金末
等に 資 外国為替資金 144兆0239億円 145兆3985億円
のお 金
資け 残 財政融資資金 127兆5656億円 130兆0671億円
金る 額

上記の2資金を除く資金の合計額(注6) 140兆5436億円 138兆6428億円

法令上損益計算書を作成している特別会計(勘定)数 7会計(20勘定) 8会計(21勘定)
損

翌年度繰越利益金を計上している特別会計(勘定)数(注7) 5会計(11勘定) 5会計(11勘定)
益

翌年度繰越損失金を計上している特別会計(勘定)数(注8) 2会計( 4勘定) 2会計( 4勘定)

(注3) 貿易再保険特別会計が廃止された。

(注4) 一般会計からの繰入額が1兆円以上のものは、次のとおりである。なお、括弧書きの数値は、当該特別会計
(勘定)の収納済歳入額に占める一般会計からの繰入額の割合である。

29年度 28年度

15兆6219億円 (29.7%) 15兆3970億円 (28.7%)交付税及び譲与税配付金特別会計 交付税及び譲与税配付金特別会計
22兆5200億円 (11.8%) 21兆9574億円 (11.0%)国債整理基金特別会計 国債整理基金特別会計
1兆9392億円 (46.5%) 1兆9997億円 (45.1%)年金特別会計(国民年金勘定) 年金特別会計(国民年金勘定)
9兆4819億円 (19.7%) 9兆2457億円 (19.0%)年金特別会計(厚生年金勘定) 年金特別会計(厚生年金勘定)
1兆2060億円 (69.0%) 1兆2521億円 (76.6%)年金特別会計 年金特別会計

(子ども・子育て支援勘定) (子ども・子育て支援勘定)

(注5) 収納済歳入額から支出済歳出額を差し引いた額を決算剰余金という。また、決算剰余金が1兆円以上のもの
は、次のとおりである。なお、括弧書きの数値は、当該特別会計(勘定)の収納済歳入額に占める決算剰余金
の割合である。

29年度 28年度

3兆0931億円 (1.6%) 3兆0824億円 (1.5%)国債整理基金特別会計 国債整理基金特別会計
2兆7371億円 (97.5%) 2兆8778億円 (97.6%)外国為替資金特別会計 外国為替資金特別会計
1兆5881億円 (3.3%) 3兆0960億円 (6.4%)年金特別会計(厚生年金勘定) 年金特別会計(厚生年金勘定)

1兆1443億円 (27.9%)東日本大震災復興特別会計
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(注6) 外国為替資金証券の発行収入等を財源とする｢外国為替資金｣、他の積立金等からの預託金及び財政投融資
特別会計が発行する国債の発行収入等を財源とする｢財政融資資金｣を除く資金の合計額である。また、資金
の残高が1兆円以上のものは、次のとおりである。

29年度末 28年度末

地震再保険特別会計積立金 1兆3155億円 地震再保険特別会計積立金 1兆3020億円
国債整理基金 3兆0073億円 国債整理基金 3兆0061億円
労働保険特別会計(労災勘定)積立金 7兆8938億円 労働保険特別会計(労災勘定)積立金 7兆8615億円
労働保険特別会計(雇用勘定)積立金 5兆7436億円 労働保険特別会計(雇用勘定)積立金 6兆2560億円
雇用安定資金 1兆1998億円 雇用安定資金 1兆1112億円
年金特別会計(基礎年金勘定)積立金 2兆2096億円 年金特別会計(基礎年金勘定)積立金 2兆3596億円
年金特別会計(国民年金勘定)積立金 7兆2935億円 年金特別会計(国民年金勘定)積立金 7兆2582億円
年金特別会計(厚生年金勘定)積立金 110兆3320億円 年金特別会計(厚生年金勘定)積立金 107兆2240億円

貿易再保険特別会計積立金 1兆0330億円

(注7) 翌年度繰越利益金が1兆円以上となっているものは、次のとおりである。

29年度末 28年度末

財政投融資特別会計(財政融資資金勘定) 1兆1235億円 労働保険特別会計(労災勘定) 8兆1809億円
労働保険特別会計(労災勘定) 8兆2029億円 労働保険特別会計(雇用勘定) 6兆7121億円
労働保険特別会計(雇用勘定) 6兆0975億円 年金特別会計(基礎年金勘定) 3兆1937億円
年金特別会計(基礎年金勘定) 3兆0877億円 年金特別会計(国民年金勘定) 8兆0405億円
年金特別会計(国民年金勘定) 8兆0358億円 年金特別会計(厚生年金勘定) 113兆9279億円
年金特別会計(厚生年金勘定) 115兆3023億円

(注8) 翌年度繰越損失金が生じているものは、次のとおりである。

29年度末 28年度末

年金特別会計(健康勘定) △1兆2688億円 年金特別会計(健康勘定) △1兆1158億円
食料安定供給特別会計(漁船再保険勘定) △95億円 食料安定供給特別会計(漁船再保険勘定) △119億円
食料安定供給特別会計(漁業共済保険勘定) △253億円 食料安定供給特別会計(漁業共済保険勘定) △282億円
食料安定供給特別会計(業務勘定) △2億円 食料安定供給特別会計(業務勘定) △17億円

④ 一般会計及び特別会計の債務

平成29年度一般会計国の債務に関する計算書及び各特別会計債務に関する計算書における債務の

年度末現在額の合計額等及びその主な内訳は、次のとおりである。

区 分 29年度 28年度

年度末債務現在額の合計額 1148兆1329億円 1132兆5049億円

うち公債(注9) 959兆2026億円 934兆9633億円

うち借入金 53兆8498億円 54兆4199億円

一般会計(注10) 11兆1998億円 11兆9278億円

借入金を計上している特別会計(勘定)数 7会計(8勘定) 7会計(8勘定)
特別会計

借入金(注11) 42兆6500億円 42兆4920億円

利子支払額の合計額 8兆8941億円 9兆3921億円

うち公債利子等 8兆8634億円 9兆2430億円

うち借入金利子 306億円 1490億円

一般会計 196億円 1205億円

特別会計 110億円 285億円
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(注9) 公債の主なものは、次のとおりである。

29年度末 28年度末

公債の発行の特例に関する特別の法律により 553兆0815億円 公債の発行の特例に関する特別の法律により 529兆4603億円
発行したもの及びこの公債を借り換えるため 発行したもの及びこの公債を借り換えるため
に発行したもの(特例公債) に発行したもの(特例公債)
財政法第4条第1項ただし書の規定により発行 269兆1583億円 財政法第4条第1項ただし書の規定により発行 268兆3590億円
したもの及びこの公債を借り換えるために発 したもの及びこの公債を借り換えるために発
行したもの(建設公債) 行したもの(建設公債)
財政融資資金の運用の財源に充てるために財 94兆5259億円 財政融資資金の運用の財源に充てるために財 96兆2509億円
政投融資特別会計(財政融資資金勘定)等の負 政投融資特別会計(財政融資資金勘定)等の負
担において発行したもの(財投債) 担において発行したもの(財投債)
日本国有鉄道清算事業団承継債務を借り換え 17兆2187億円 日本国有鉄道清算事業団承継債務を借り換え 17兆6570億円
るために発行したもの るために発行したもの
東日本大震災からの復興のための施策を実施 5兆4813億円 東日本大震災からの復興のための施策を実施 6兆7212億円
するために必要な財源の確保に関する特別措 するために必要な財源の確保に関する特別措
置法により発行したもの及びこの公債を借り 置法により発行したもの及びこの公債を借り
換えるために発行したもの(復興債) 換えるために発行したもの(復興債)
平成28年3月に改正される前の財政運営に必 4兆1112億円 平成28年3月に改正される前の財政運営に必 4兆3801億円
要な財源の確保を図るための公債の発行の特 要な財源の確保を図るための公債の発行の特
例に関する法律第4条第1項の規定により発行 例に関する法律第4条第1項の規定により発行
したもの及びこの公債を借り換えるために発 したもの及びこの公債を借り換えるために発
行したもの(年金特例公債) 行したもの(年金特例公債)
交付税及び譲与税配付金承継債務を借り換え 2兆1725億円 国有林野事業承継債務を借り換えるために発 2兆0028億円
るために発行したもの 行したもの
国有林野事業承継債務を借り換えるために発 1兆9554億円 交付税及び譲与税配付金承継債務を借り換え 1兆9933億円
行したもの るために発行したもの

(注10) 一般会計の借入金の主なものは、次のとおりである。なお、これらは全て財政融資資金からの借入金であ
る。

29年度末 28年度末

交付税及び譲与税配付金借入金 11兆0937億円 交付税及び譲与税配付金借入金 11兆6776億円
旧国立高度専門医療センター借入金 459億円 日本高速道路保有・債務返済機構借入金 1206億円
旧国営土地改良事業借入金 187億円 旧国立高度専門医療センター借入金 541億円

旧国営土地改良事業借入金 340億円

(注11) 特別会計の借入金の主なものは、次のとおりである。なお、平成29年度末現在額のうち、交付税及び譲与
税配付金特別会計における借入金については23兆1001億余円、エネルギー対策特別会計(原子力損害賠償支
援勘定)における借入金については全額、国有林野事業債務管理特別会計における借入金については1兆0133
億余円が、それぞれ民間金融機関からの借入金であるが、その他は財政融資資金からの借入金である。

29年度末 28年度末

交付税及び譲与税配付金特別会計 32兆0172億円 交付税及び譲与税配付金特別会計 32兆4172億円
エネルギー対策特別会計 6兆9322億円 エネルギー対策特別会計 6兆2822億円

(原子力損害賠償支援勘定) (原子力損害賠償支援勘定)
年金特別会計(健康勘定) 1兆4640億円 年金特別会計(健康勘定) 1兆4697億円
国有林野事業債務管理特別会計 1兆2226億円 国有林野事業債務管理特別会計 1兆2374億円
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(2) 国が資本金の2分の1以上を出資している法人

平成29年度末における国が資本金の2分の1以上を出資している法人(清算中の法人等を除く。)の

状況は、次のとおりである。

区 分 29年度 28年度

年度末法人数 政府関係機関 4法人 4法人
独立行政法人 83法人 84法人
国立大学法人等(注1) 90法人 90法人
その他の法人 29法人 28法人
計(注2) 205法人 205法人

年度末における資 資産の部 963兆4169億円 916兆4675億円

産、負債及び純資産 うち独立行政法人(注4) 310兆2958億円 307兆7187億円

の状況(注3) うち国立大学法人等 10兆2650億円 10兆2739億円

負債の部 837兆6056億円 802兆3182億円

うち独立行政法人 238兆1875億円 244兆9634億円

うち国立大学法人等 3兆1313億円 3兆1245億円

純資産の部 125兆8113億円 114兆1492億円

うち独立行政法人 72兆1083億円 62兆7553億円

うち国立大学法人等 7兆1336億円 7兆1494億円

うち政府出資金 46兆3203億円 47兆4965億円

うち独立行政法人 15兆4746億円 15兆8791億円

うち国立大学法人等 6兆1416億円 6兆1436億円

民間金融機関が銀行法(昭和56年法律第59号) 12法人 12法人
及び銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第10
号)により開示を義務付けられているリスク管
理債権の開示基準を参考にするなどして、延
滞債権等の状況を開示している法人(注5)(注
6)

損益の状況 当期利益金を計上している法人 167法人 151法人

うち独立行政法人 61法人 60法人

うち国立大学法人等 79法人 63法人

当期損失金を計上している法人 39法人 55法人

うち独立行政法人 22法人 24法人

うち国立大学法人等 11法人 27法人

翌年度繰越損失金を計上している法人 22法人 29法人

翌年度繰越損失金の額の合計 1兆3429億円 1兆5293億円

国からの補助金等及 政府関係機関に対するもの
び政府出資額の状況 補給金 464億円 452億円

補助金 2億円 2億円
交付金 － －
政府出資額 2453億円 5140億円
計 2919億円 5595億円

独立行政法人に対するもの
施設整備費補助金 599億円 510億円
運営費交付金 1兆4986億円 1兆4591億円
その他の補助金等 9639億円 9053億円
政府出資額 1110億円 2384億円
計 2兆6336億円 2兆6540億円

国立大学法人等に対するもの
施設整備費補助金 714億円 602億円
運営費交付金 1兆0926億円 1兆1035億円
その他の補助金等 749億円 724億円
政府出資額 － －
計 1兆2391億円 1兆2362億円

その他の法人に対するもの
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補給金 17億円 17億円
補助金 1兆6990億円 1兆7957億円
交付金 10兆3927億円 9兆7745億円
政府出資額 7036億円 773億円
計 12兆7971億円 11兆6494億円

合計 16兆9619億円 16兆0993億円

(注1) 国立大学法人及び大学共同利用機関法人をいう。
(注2) 独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門は政府関係機関に含まれるため、独立行政法人国際協力

機構については、政府関係機関と独立行政法人の双方に計上しているが、法人数の合計においては1法人
としている。

(注3) 政府出資金の額が1兆円以上の法人の状況は、次のとおりである。なお、｢純資産の部｣の金額が｢うち
政府出資金｣の金額を下回っているのは、過年度に生じた利益金及び損失金の累計により繰越損失金が生
じているためである。

29年度末 28年度末
政府関係機関 政府関係機関

株式会社日本政策金融公庫 株式会社日本政策金融公庫
資産の部 21兆6032億円 資産の部 21兆9698億円
負債の部 16兆2363億円 負債の部 16兆8390億円
純資産の部 5兆3668億円 純資産の部 5兆1308億円

うち政府出資金 6兆1944億円 うち政府出資金 6兆0766億円
株式会社国際協力銀行 株式会社国際協力銀行

資産の部 17兆9984億円 資産の部 18兆5716億円
負債の部 15兆4654億円 負債の部 16兆0640億円
純資産の部 2兆5329億円 純資産の部 2兆5076億円

うち政府出資金 1兆6152億円 うち政府出資金 1兆5330億円
独立行政法人国際協力機構有償資 独立行政法人国際協力機構有償資
金協力部門 金協力部門
資産の部 12兆2789億円 資産の部 11兆8641億円
負債の部 2兆6652億円 負債の部 2兆3818億円
純資産の部 9兆6137億円 純資産の部 9兆4823億円

うち政府出資金 8兆0374億円 うち政府出資金 7兆9922億円
独立行政法人 独立行政法人

独立行政法人中小企業基盤整備機 独立行政法人中小企業基盤整備機
構 構
資産の部 13兆9864億円 資産の部 13兆0484億円
負債の部 12兆6119億円 負債の部 11兆8236億円
純資産の部 1兆3745億円 純資産の部 1兆2248億円

うち政府出資金 1兆1020億円 うち政府出資金 1兆1037億円
独立行政法人都市再生機構 独立行政法人都市再生機構

資産の部 12兆9103億円 資産の部 13兆2938億円
負債の部 11兆7995億円 負債の部 12兆2283億円
純資産の部 1兆1108億円 純資産の部 1兆0654億円

うち政府出資金 1兆0727億円 うち政府出資金 1兆0697億円
独立行政法人日本高速道路保有・ 独立行政法人日本高速道路保有・
債務返済機構 債務返済機構
資産の部 40兆9008億円 資産の部 40兆5794億円
負債の部 28兆6522億円 負債の部 29兆0391億円
純資産の部 12兆2486億円 純資産の部 11兆5403億円

うち政府出資金 4兆1019億円 うち政府出資金 4兆0892億円
国立大学法人等 国立大学法人等

国立大学法人東京大学 国立大学法人東京大学
資産の部 1兆4208億円 資産の部 1兆4083億円
負債の部 2884億円 負債の部 2836億円
純資産の部 1兆1323億円 純資産の部 1兆1247億円

うち政府出資金 1兆0452億円 うち政府出資金 1兆0452億円
その他の法人 その他の法人

日本郵政株式会社 日本郵政株式会社
資産の部 8兆1274億円 資産の部 8兆2611億円
負債の部 1773億円 負債の部 2032億円
純資産の部 7兆9501億円 純資産の部 8兆0578億円

うち政府出資金 4兆5504億円 うち政府出資金 6兆4382億円
株式会社日本政策投資銀行 株式会社日本政策投資銀行

資産の部 16兆7406億円 資産の部 16兆4225億円
負債の部 13兆6810億円 負債の部 13兆4832億円
純資産の部 3兆0596億円 純資産の部 2兆9393億円
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うち政府出資金 1兆6442億円 うち政府出資金 1兆5942億円

(注4) ｢うち独立行政法人｣の計数には、独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門を含めていない。
(注5) ｢リスク管理債権｣は、銀行法等により、以下に掲げる4区分に該当する貸出金について、その額及び

合計額を開示することとなっている。

① 破 綻 先 債 権 元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息
を計上しなかった貸出金のうち、更生手続開始の申立等の事由が発
生した債務者に対する貸出金

② 延 滞 債 権 元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息
を計上しなかった貸出金であって、①及び債務者の経営再建又は支
援を図ることを目的として利息の支払を猶予したものを除く貸出金

③ 3 か 月 以 上 延 滞 債 権 元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3か月以上遅延している
貸出金(①及び②を除く。)

④ 貸 出 条 件 緩 和 債 権 債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、
利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利
となる取決めを行った貸出金(①、②及び③を除く。)

(注6) 延滞債権等の額の合計が1000億円以上の法人の状況は、次のとおりである。

29年度末 28年度末

政府関係機関 政府関係機関
株式会社日本政策金融公庫 株式会社日本政策金融公庫

破綻先債権 107億円 破綻先債権 142億円
延滞債権 5794億円 延滞債権 6579億円
3か月以上延滞債権 4億円 3か月以上延滞債権 7億円
貸出条件緩和債権 5153億円 貸出条件緩和債権 5435億円
合計 1兆1060億円 合計 1兆2165億円
貸付金等残高 17兆6056億円 貸付金等残高 17兆9999億円

株式会社国際協力銀行 株式会社国際協力銀行
破綻先債権 － 破綻先債権 －
延滞債権 1888億円 延滞債権 37億円
3か月以上延滞債権 － 3か月以上延滞債権 533億円
貸出条件緩和債権 2258億円 貸出条件緩和債権 1824億円
合計 4146億円 合計 2395億円
貸付金等残高 13兆5136億円 貸付金等残高 14兆3091億円

独立行政法人国際協力機構有償資 独立行政法人国際協力機構有償資
金協力部門 金協力部門
破綻先債権 － 破綻先債権 －
延滞債権 870億円 延滞債権 870億円
3か月以上延滞債権 － 3か月以上延滞債権 －
貸出条件緩和債権 6548億円 貸出条件緩和債権 7006億円
合計 7418億円 合計 7877億円
貸付金等残高 12兆0920億円 貸付金等残高 11兆7490億円

独立行政法人 独立行政法人
独立行政法人福祉医療機構 独立行政法人福祉医療機構

破綻先債権 88億円 破綻先債権 92億円
延滞債権 417億円 延滞債権 406億円
3か月以上延滞債権 45億円 3か月以上延滞債権 43億円
貸出条件緩和債権 593億円 貸出条件緩和債権 628億円
合計 1145億円 合計 1171億円
貸付金等残高 4兆0954億円 貸付金等残高 4兆2326億円

独立行政法人日本学生支援機構 独立行政法人日本学生支援機構
破綻先債権 233億円 破綻先債権 208億円
延滞債権 1921億円 延滞債権 1935億円
3か月以上延滞債権 554億円 3か月以上延滞債権 524億円
貸出条件緩和債権 3230億円 貸出条件緩和債権 3104億円
合計 5939億円 合計 5772億円
貸付金等残高 9兆3742億円 貸付金等残高 9兆1793億円

独立行政法人住宅金融支援機構 独立行政法人住宅金融支援機構
破綻先債権 681億円 破綻先債権 714億円
延滞債権 2518億円 延滞債権 2866億円
3か月以上延滞債権 749億円 3か月以上延滞債権 833億円
貸出条件緩和債権 5248億円 貸出条件緩和債権 6168億円
合計 9197億円 合計 1兆0583億円
貸付金等残高 23兆3258億円 貸付金等残高 23兆3999億円
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(3) 財政投融資

① 財政投融資の概要

国の財政投融資の主なものは、財政投融資計画に基づき、社会資本の整備、中小企業に対する融

資等の国の施策を行うため、国の特別会計、政府関係機関その他国が資本金の2分の1以上を出資し

ている法人、地方公共団体等(これらのうち財政投融資の対象機関を総称して｢財投機関｣という。)

に対して、資金の貸付け、債券の引受け、出資あるいは保証を行うものである。

② 財政投融資の原資

財政投融資の主な原資は、次のとおり、財政融資資金、財政投融資特別会計(投資勘定)並びに政

府保証債及び政府保証借入金である。

ア 財政融資資金は、財政投融資特別会計(財政融資資金勘定)が発行する公債(財投債)並びに国の

特別会計の積立金及び余裕金の財政融資資金に預託された資金等を財源としている。

イ 財政投融資特別会計(投資勘定)は、投資先からの配当金や国庫納付金等を財源としている。

ウ 政府保証債及び政府保証借入金は、財投機関が発行する債券等に政府が保証を付したもので、

これにより財投機関は事業資金の円滑で有利な調達を行うことができる。

③ 財政投融資計画の実績

平成29年度における財政投融資計画に係る財政融資資金等の貸付け等の実績及び同年度末におけ

る残高は、次の原資別及び貸付け等先別の内訳のとおりである。

区 分 29年度 28年度

実 績 10兆5905億円 11兆9992億円
財政融資資金(注1)

年度末残高 102兆1404億円 103兆8351億円

実 績 2280億円 2780億円
財政投融資特別会計(投資勘定)

年度末残高 5兆4025億円 5兆1764億円

原 実 績 3兆4345億円 2兆9339億円
政府保証債及び政府保証借入金(注2)

年度末残高 33兆4995億円 34兆3129億円
資

実 績 － －
郵便貯金資産

別 年度末残高 8292億円 9425億円

実 績 － －
簡易生命保険資産

年度末残高 6兆2385億円 6兆6552億円

実 績 14兆2531億円 15兆2112億円
計

年度末残高 148兆1103億円 150兆9224億円

実 績 － －
一般会計(注3)

年度末残高 646億円 2088億円

実 績 100億円 70億円
特別会計

年度末残高 8578億円 9730億円
貸

実 績 4兆9386億円 5兆3151億円
政府関係機関

付 年度末残高 24兆7497億円 24兆6470億円

実 績 1兆0636億円 1兆2612億円
け 事業団等

年度末残高 10兆1827億円 9兆8828億円

等 実 績 4兆4478億円 4兆9846億円
独立行政法人

年度末残高 50兆1565億円 51兆0120億円
先

実 績 3兆1664億円 3兆0459億円
地方公共団体
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別 年度末残高 54兆0654億円 55兆8130億円

実 績 6264億円 5972億円
その他

年度末残高 8兆0332億円 8兆3854億円

実 績 14兆2531億円 15兆2112億円
計(注4)

年度末残高 148兆1103億円 150兆9224億円
(注1) 財政融資資金の平成29年度末の財源のうち、財投債は94兆5259億余円、預託金は31兆8481億余円である。
(注2) 政府保証債は額面ベースで計上している。
(注3) 平成29年度における年度末残高は、旧国営土地改良事業特別会計及び旧国立高度専門医療センター特別会

計の財政融資資金からの借入金を承継したもの、また、28年度における年度末残高は、旧国営土地改良事業
特別会計、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構及び旧国立高度専門医療センター特別会計の財政
融資資金からの借入金を承継したものである。

(注4) 貸付け等の年度末残高が1兆円以上のものは、次のとおりである。

29年度末 28年度末

政府関係機関 政府関係機関
株式会社日本政策金融公庫 14兆8485億円 株式会社日本政策金融公庫 15兆1515億円
株式会社国際協力銀行 7兆2892億円 株式会社国際協力銀行 7兆1187億円
独立行政法人国際協力機構有償資金協力部 2兆0707億円 独立行政法人国際協力機構有償資金協力部 1兆8523億円
門 門

事業団等 事業団等
株式会社日本政策投資銀行 8兆9499億円 株式会社日本政策投資銀行 8兆6687億円

独立行政法人 独立行政法人
独立行政法人福祉医療機構 3兆1928億円 独立行政法人福祉医療機構 3兆0806億円
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 4兆3044億円 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 2兆8272億円
機構 機構
独立行政法人日本学生支援機構 6兆1493億円 独立行政法人日本学生支援機構 5兆9631億円
独立行政法人都市再生機構 10兆0466億円 独立行政法人都市再生機構 10兆1850億円
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済 18兆5087億円 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済 19兆6418億円
機構 機構
独立行政法人住宅金融支援機構 5兆7178億円 独立行政法人住宅金融支援機構 7兆1319億円

地方公共団体 54兆0654億円 地方公共団体 55兆8130億円
その他 その他
地方公共団体金融機構 7兆5163億円 地方公共団体金融機構 7兆8155億円
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（4） 国の財政状況

1 国の財政の現状等

我が国の財政状況をみると、昭和40年度に初めて歳入補塡のための国債が発行されて以降、連年

の国債発行により国債残高は増加の一途をたどり、平成29年度末において、建設国債、特例国債、

復興債等のように利払・償還財源が主として税収等の歳入により賄われる国債(普通国債)の残高は

853.1兆円に達している。そして、29年度一般会計歳出決算総額における国債の依存度は34.1％、国

債の償還等に要する国債費の一般会計歳出決算総額に占める割合は22.9％となっており、財政は厳

しい状況が続いている。

こうした状況の中で、政府は、8年12月に｢財政健全化目標について｣を閣議決定するなど、｢財政

構造改革元年｣と位置付けた9年度以降、財政健全化のための目標を掲げて、目標達成に向けて毎年

度の予算を作成するなどの取組を進めてきている。

25年には、｢当面の財政健全化に向けた取組等について－中期財政計画－｣において、①｢国・地方

を合わせた基礎的財政収支｣(国・地方PB)を32年度(2020年度)までに黒字化し(32年度黒字化目標)、

その後に②債務残高の対名目GDP(GDP)比の安定的な引下げを目指すという財政健全化のための目標

を掲げた。

そして、27年には、｢経済財政運営と改革の基本方針2015｣において、｢経済・財政再生計画｣を定

めて、①及び②の財政健全化のための目標を堅持するとともに、｢集中改革期間における改革努力の

メルクマール｣として、30年度の国・地方PB赤字の対GDP比｢▲1％程度｣を目安とすることとして、

｢経済財政運営と改革の基本方針2017｣において、①及び②の財政健全化のための目標を同時に目指

すこととした。

その後、政府は、｢経済財政運営と改革の基本方針2018｣において、｢新経済・財政再生計画｣を定

めて、国・地方PBの黒字化の目標年度を37年度(2025年度)(37年度黒字化目標)とするとともに、国

・地方PBの黒字化の目標年度である37年度(2025年度)までの中間年である33年度(2021年度)におけ

る中間指標として、国・地方PB赤字の対GDP比を29年度からの実質的な半減値(1.5％程度)、債務残

高の対GDP比を180％台前半、財政収支赤字の対GDP比を3％以下と設定している。

また、国・地方PB、債務残高、財政収支及びそれぞれの対GDP比については、内閣府が、半年ごと

に経済財政諮問会議に提出している｢中長期の経済財政に関する試算｣(内閣府試算)において、14年

度以降の実績値等を示している。

2 国の財政状況

(1) 国・地方PB及び国・地方PB対GDP比

内閣府試算で示されている14年度以降について、国・地方PB、決算額でみた国の一般会計の基

礎的財政収支(一般会計PB)及び地方の基礎的財政収支(地方PB)の推移をみると図1のとおりであり、

国・地方PBと一般会計PBは29年度までおおむね同じように推移している。これは、地方財政計画

を通じて国から地方に交付される地方交付税交付金等により地方の財源が保障される仕組みなど

により、地方PBがほぼ均衡して推移していることなどによる。そして、一般会計PBは、24年度以

降は改善する傾向にあり、23年度の▲32.2兆円から29年度の▲9.8兆円へと22.3兆円改善しており、

28年度は前年度に比べて3.3兆円悪化して▲15.5兆円となったものの、29年度は前年度に比べて5.

6兆円改善して▲9.8兆円となっていて、国・地方PBは、29年度には▲15.7兆円となっている。
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図1 国・地方PB、一般会計PB及び地方PBの推移

(注) 国・地方PB及び地方PBは、平成30年7月に公表された内閣府試算による。

国・地方PB、一般会計PB及び地方PBのそれぞれの対GDP比をみると図2のとおりであり、国・地

方PB対GDP比と一般会計PB対GDP比は、国・地方PBと一般会計PBと同様に、29年度までおおむね同

じように推移している。そして、一般会計PB対GDP比は、24年度以降は改善する傾向にあり、23年

度の▲6.5％から29年度の▲1.7％へと4.7ポイント改善しており、28年度は前年度に比べて0.6ポ

イント悪化して▲2.8％となったものの、29年度は前年度に比べて1.0ポイント改善して▲1.7％と

なっていて、国・地方PB対GDP比は、29年度には▲2.9％となっている。

図2 国・地方PB、一般会計PB及び地方PBのそれぞれの対GDP比の推移

注(1) 国・地方PB対GDP比及び地方PB対GDP比は、平成30年7月に公表された内閣府試算による。
注(2) 一般会計PB対GDP比は、平成30年9月に公表された内閣府｢2018年4-6月期四半期別GDP速報2次速報値(平成23年基準)｣のGDP

を用いて本院が算出した。

一般会計PBの推移の要因について、一般会計PBの内訳となる税収等及び政策的経費の9年度から

29年度までの推移をみると、図3のとおりであり、全ての年度において政策的経費が税収等を上回

っている。そして、24年度以降についてみると、税収等が増加傾向である一方、政策的経費が減

少傾向であることから、前記のとおり、一般会計PBは改善する傾向にあり、28年度は、前年度に

比べて政策的経費が0.3兆円減少したものの税収等が3.6兆円減少したため、一般会計PBの赤字が

拡大したものの、29年度は前年度に比べて税収等は5.7兆円増加し、政策的経費は0.1兆円増加し

て、税収等の増加が政策的経費の増加を上回ったことから、一般会計PBの赤字は縮小している。
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図3 税収等及び政策的経費の推移

29年度における前年度からの税収等の増加5.7兆円の内訳を性質別等にみると、図4のとおり、

租税及印紙収入が3.3兆円、前年度剰余金受入が1.2兆円、雑収入等の｢その他｣が1.1兆円それぞれ

増加しており、税収等の増加の主な要因は租税及印紙収入の増加となっている。

図4 平成29年度における前年度からの税収等の増加の内訳

(注) ｢その他｣は雑収入、政府資産整理収入等である。

25年度から29年度までの直近5年間の租税及印紙収入及び前年度剰余金受入の推移についてみる

と、図5のとおり、租税及印紙収入は、26年度における消費税率(地方消費税分を含む。)の5％か

ら8％への改定等により、25年度の46.9兆円から29年度の58.7兆円へと11.8兆円増加している。一

方、前年度剰余金受入は、一般会計における毎年度の歳入決算総額から歳出決算総額を控除した

残額について、財政法第41条に基づき、一般会計の翌年度の歳入に繰り入れられたものであり、

一般会計の歳入決算総額が27年度まで減少傾向にあったことなどにより、25年度の10.6兆円から

29年度の5.2兆円へと5.4兆円減少している。

図5 租税及印紙収入及び前年度剰余金受入の推移

29年度の租税及印紙収入は58.7兆円に上り、税収等65.7兆円の約9割を占めている。このうち主

要な税目である所得税、法人税及び消費税の合計は48.3兆円となっていて、租税及印紙収入の約

8割を占めている。上記3税の9年度から29年度までの推移を、景気動向の推移と併せてみると図6

のとおりであり、所得税及び法人税は、おおむね、景気後退期に減少し、景気拡張期に増加して

おり、その推移はおおむね景気動向の推移と連動している。一方、消費税の推移は、所得税及び

法人税と異なり、景気動向の推移とはほとんど連動しておらず、消費税率の5％から8％への改定
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があった26年度を除き、安定的である。そして、29年度の所得税、法人税及び消費税は、前年度

からそれぞれ、1.2兆円、1.6兆円及び0.2兆円増加して、18.8兆円、11.9兆円及び17.5兆円となっ

ており、一般会計PBの赤字の縮小要因となっている。

図6 所得税、法人税及び消費税と景気動向の推移

注(1) 消費税の税率は、地方消費税分を含めて示しているが、消費税には地方消費税分が含まれていない。
注(2) 網掛け部分は、我が国の景気の転換点を示す内閣府｢景気基準日付｣の景気後退期をおおむね年度ごとに示したものである。

｢景気基準日付｣における平成9年度以降の景気後退期は、9年6月から11年1月までの間、12年12月から14年1月までの間、20
年3月から21年3月までの間、24年4月から24年11月までの間である。

注(3) GDPは、平成30年9月に公表された内閣府｢2018年4-6月期四半期別GDP速報2次速報値(平成23年基準)｣による。

29年度における前年度からの政策的経費の増加0.1兆円の内訳を主要経費別にみると、図7のと

おり、｢その他｣は0.6兆円減少しているものの、社会保障関係費が0.3兆円、地方交付税交付金等

が0.2兆円、公共事業関係費が0.2兆円それぞれ増加しており、政策的経費の増加の主な要因は社

会保障関係費、地方交付税交付金等及び公共事業関係費の増加となっている。

図7 平成29年度における前年度からの政策的経費の増加の内訳

注(1) ｢地方交付税交付金等｣は、地方交付税交付金及び地方特例交付金である。
注(2) ｢その他｣は、その他の事項経費、中小企業対策費等である。

25年度から29年度までの直近5年間の社会保障関係費、地方交付税交付金等及び公共事業関係費

の推移についてみると、図8のとおり、社会保障関係費は高齢化に伴い年金、医療及び介護に係る

経費が増加したことなどにより一貫して増加しており、29年度は25年度の29.2兆円に対して3.2兆

円増の32.5兆円となっている。地方交付税交付金等は、地方税収の伸びなどを反映して、25年度

の17.5兆円から28年度の15.3兆円へと2.2兆円減少していて、29年度には0.2兆円増加したものの、

5年間では減少傾向となっている。公共事業関係費は、25年度の7.9兆円から27年度の6.3兆円へと

減少傾向であったが、28年4月に発生した熊本地震等により、28年度は補正予算等が、29年度は前

年度繰越額がそれぞれ多額に計上されたことなどにより、28、29両年度に歳出予算現額が増加し、

予算が執行されたことに伴い、決算額も歳出予算現額と同様に増加したことから、28、29両年度

はいずれも前年度に比べて増加している。
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図8 社会保障関係費、地方交付税交付金等及び公共事業関係費の推移

(注) ｢地方交付税交付金等｣は、地方交付税交付金及び地方特例交付金である。

29年度の社会保障関係費32.5兆円は、政策的経費75.5兆円の約4割を占めており、一般会計PBの

赤字の支出面の大きな要因となっている。社会保障関係費は、図9のとおり、我が国の高齢化に伴

い増加を続けており、特に、社会保障に関する大きな制度改正が行われた11年度(介護保険制度の

円滑導入等)及び21年度(基礎年金国庫負担割合の引上げ等)については急増がみられる。

図9 社会保障関係費及び高齢化率の推移

(注) 高齢化率は、総務省｢人口推計｣における各年10月1日現在の65歳以上人口の割合である。

(2) 財政収支対GDP比

財政収支、決算額でみた国の一般会計の財政収支(一般会計財政収支)及び一般会計PBのそれぞ

れの対GDP比について、14年度から29年度までの推移をみると図10のとおりであり、財政収支対G

DP比と一般会計財政収支対GDP比はおおむね同じように推移している。これは、地方財政計画を通

じて国から地方に交付される地方交付税交付金等により地方の財源が保障される仕組みなどによ

り、地方の財政収支がほぼ均衡して推移していることなどによる。また、同期間内において一般

会計財政収支と一般会計PBの差である国債等の利払費等の金額の変動が少なかったため、一般会

計財政収支対GDP比と一般会計PB対GDP比についても同じように推移している。そして、一般会計

財政収支対GDP比は、15年度から19年度までの間及び24年度から29年度までの間は継続して改善す

る傾向にあり、14年度の▲5.3％から19年度の▲2.4％へと2.9ポイント、23年度の▲8.1％から29

年度の▲3.2％へと4.9ポイントそれぞれ改善しており、28年度は前年度に比べて0.5ポイント悪化

して▲4.4％となったものの、29年度は前年度に比べて1.1ポイント改善して▲3.2％となっていて、

財政収支対GDP比は、29年度には▲4.2％となっている。
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図10 財政収支、一般会計財政収支及び一般会計PBのそれぞれの対GDP比の推移

注(1) 財政収支対GDP比は、平成30年7月に公表された内閣府試算による。
注(2) 一般会計財政収支対GDP比及び一般会計PB対GDP比は、平成30年9月に公表された内閣府｢2018年4-6月期四半期別GDP速報2

次速報値(平成23年基準)｣のGDPを用いて本院が算出した。

一般会計財政収支の内訳となる税収等と財政経費について、9年度から29年度までの推移をGDP

成長率の推移と併せてみると図11のとおりであり、一般会計財政収支対GDP比が改善する傾向にあ

った15年度から19年度までの間及び24年度から29年度までの間についてみると、おおむね、GDP成

長率が継続してプラスのときに、税収等が増加し、財政経費が減少する傾向が見受けられる。そ

して、29年度の財政経費は83.5兆円となっており、前年度から0.1兆円減少している。

図11 税収等、財政経費及びGDP成長率の推移

(注) GDP成長率は、平成30年9月に公表された内閣府｢2018年4-6月期四半期別GDP速報2次速報値(平成23年基準)｣による。

29年度における前年度からの財政経費の減少0.1兆円の内訳についてみると、図12のとおり、政

策的経費は0.1兆円増加したものの、利払費等が0.3兆円減少しており、財政経費の減少の主な要

因は利払費等の減少となっている。

図12 平成29年度における前年度からの財政経費の減少の内訳

普通国債の利率加重平均(年度末の残高に係る表面利率の加重平均)の推移は、図13のとおりで

あり、17年度には1.4％まで下がり、その後、27年度には1.0％とおおむね横ばいとなっている。
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そして、利払費等は、18年度の7.1兆円以降、普通国債の残高の累増による影響が普通国債の利率

加重平均の低下による影響を上回っていることから増加傾向となっていたが、29年度においては、

29年度末の普通国債の残高が前年度末と比べて22.6兆円増加して853.1兆円となっているものの、

普通国債の利率加重平均が前年度1.0％と比べて更に低率の0.9％になったことなどから、前年度

から0.3兆円減少の7.9兆円となっている。

図13 普通国債の残高、利払費等、利率加重平均の推移

注(1) 普通国債の額は、一般会計歳入歳出決算に添付され国会に提出されている｢国の債務に関する計算書｣等では示されていな
いことから、財務省｢国債統計年報｣等における各年度末現在額による。

注(2) 利率加重平均は、割引国債(無利子)を除く。
注(3) 利払費等は、一般会計における支出済歳出額である。平成23年度については、24年度以降東日本大震災復興特別会計に計

上された分を除いている。

直近5年間の普通国債の残高を利率別にみると、図14のとおりであり、割引国債(無利子)を含む

利率1.0％未満の普通国債の残高は一貫して増加しており、25年度末の346.2兆円から29年度末の

473.2兆円へと127.0兆円増加している。一方、利率1.0％以上の普通国債の残高は25年度末の397.

6兆円から27年度末の419.1兆円へと21.4兆円増加したものの、利払費等が減少した28年度末以降

は減少しており、27年度末の419.1兆円から29年度末の379.8兆円へと39.2兆円減少している。

図14 普通国債の残高の利率別の推移

(注) 割引国債(無利子)を含む利率1.0％未満の普通国債及び利率1.0％以上の普通国債の額は、財務省｢国債統計年報｣等における
各年度末の利率別現在額による。

(3) 債務残高対GDP比

債務残高とその内訳について、9年度以降の推移をみると図15のとおりであり、普通国債のうち

復興債を除いた国債(復興債を除いた普通国債)が債務残高の大半を占めており、その残高は引き

続き増加している。そして、復興債を除いた普通国債の29年度末の残高は、前年度末から23.8兆

円増加(対前年度比2.8％増)して、847.6兆円となっている。
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図15 債務残高の推移

注(1) 復興債を除いた普通国債の額は、財務省｢国債統計年報｣等における各年度末現在額による。
注(2) 特例国債には震災特例国債(阪神・淡路大震災に対処するための平成6年度における公債の発行の特例等に関する法律に基

づき平成6年度に発行された国債)を含む。また、その他の普通国債は、減税特例国債、日本国有鉄道清算事業団承継債務借
換国債、国有林野事業承継債務借換国債等である。

注(3) 地方債の額は、総務省｢地方財政白書｣における各年度末の地方債現在高による。なお、平成29年度末の地方債現在高は、
30年10月時点では示されていない。

注(4) 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の額は、一般会計の国の債務に関する計算書のうち交付税及び譲与税配付金特
別会計から承継した分及び交付税及び譲与税配付金特別会計の債務に関する計算書における翌年度以降への繰越債務負担額
を合算した額である。

復興債を除いた普通国債の29年度末における前年度末からの増加23.8兆円の内訳についてみる

と、図16のとおり、建設国債は0.7兆円、特例国債は23.9兆円それぞれ増加し、その他の普通国債

は0.9兆円減少しており、復興債を除いた普通国債の増加の主な要因は、特例国債の増加となって

いる。

図16 復興債を除いた普通国債の平成29年度末における前年度末からの増加の内訳

注(1) 復興債を除いた普通国債等の額は、財務省｢国債統計年報｣等における各年度末現在額による。
注(2) その他の普通国債は、減税特例国債、日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債、国有林野事業承継債務借換国債等であ

る。

25年度末から29年度末までの直近5年間の建設国債及び特例国債の残高の推移についてみると、

図17のとおり、特例国債の残高が建設国債の残高を大幅に上回る状況が続いている。建設国債は

25年度末258.0兆円から29年度末269.1兆円に一貫して増加しており、増加額は11.1兆円となって

いる。これに対して、特例国債は25年度末448.1兆円から29年度末552.8兆円に一貫して増加して

おり、増加額は建設国債を大幅に上回る104.7兆円となっている。

図17 建設国債及び特例国債の残高の推移

(注) 建設国債及び特例国債の額は、財務省｢国債統計年報｣等における各年度末現在額による。
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債務残高と債務残高対GDP比について、9年度から債務残高が計算できる28年度までの推移をGD

Pの推移と併せてみると図18のとおりであり、債務残高が一貫して増加しているのに対して、GDP

が500兆円前後で推移しているため、債務残高対GDP比は、債務残高とおおむね同じように推移し

ている。そして、27年度の債務残高対GDP比は、対前年度比0.7ポイント増の185.2％と、26年度か

らの増加幅は比較的抑えられているものの依然として26年度を上回っており、28年度は対前年度

比2.4ポイント増の187.6％と、27年度に比べて増加幅が大きくなっている。

図18 債務残高と債務残高対GDP比の推移

注(1) 債務残高対GDP比は、平成9年度から13年度までの間は、債務残高を30年9月に公表された内閣府｢2018年4-6月期四半期別GD
P速報2次速報値(平成23年基準)｣のGDPで除すことにより本院が算出し、14年度以降は、30年7月に公表された内閣府試算によ
る。

注(2) 債務残高の額は、財務省｢国債統計年報｣及び総務省｢地方財政白書｣における各年度末現在額、一般会計の国の債務に関す
る計算書における翌年度以降への繰越債務額等を用いて本院が算出した。

注(3) GDPは、平成30年9月に公表された内閣府｢2018年4-6月期四半期別GDP速報2次速報値(平成23年基準)｣による。

24年度以降の債務残高対GDP比の増加について、その増加要因となる債務残高の前年度末からの

増加率(債務残高増加率)及びGDP成長率のそれぞれの推移についてみると、図19のとおりであり、

24年度以降全ての年度において、債務残高増加率はGDP成長率を上回っている。

図19 債務残高対GDP比の増加要因となる債務残高増加率及びGDP成長率の推移

注(1) GDP成長率は、平成30年9月に公表された内閣府｢2018年4-6月期四半期別GDP速報2次速報値(平成23年基準)｣による。
注(2) 債務残高増加率は、財務省｢国債統計年報｣及び総務省｢地方財政白書｣における各年度末現在額、一般会計の国の債務に関

する計算書における翌年度以降への繰越債務額等を用いて本院が算出した。

本院としては、これらを踏まえて、国の財政状況について引き続き注視していくこととする。
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