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佐賀市監査委員告示第１号 

 

平成２７年１１月１７日付けで受け付けた佐賀市職員措置請求について、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４２条第４項の規定に基づき監査

を実施した結果を、次のとおり公表する。 

 

平成２８年１月６日 

 

佐賀市監査委員 久 保 英 継 

 

 

佐賀市監査委員 松 尾 和 男 

 

第１ 監査の請求 

    １ 請求人 

  （省略） 

 

第２ 請求の要旨 

（１）平成２７年１１月１６日付け「佐賀市職員措置請求書」（原文のとおり） 

富士大和森林組合（組合長杉山利則，以下「組合」という。）は，組合員約１６００

人，所有林９０００ヘクタールのほか，国・佐賀県，佐賀市有林などを管理していた

ところ，少なくとも２００９年から２０１１年の３年間に，国や佐賀県，佐賀市から

補助金で実施した森林整備事業（関連補助金２億１５５０万円）のうち，一部につい

て作業をしないで（未施行，未着手），約８０００万円を不正に受給し，そのほか経

費の算定誤りなどがあった。 

組合は，組合員から印鑑を預かり保管していたところ，組合員の同意をえないで，

その印鑑を使うなどして，補助金を不正に受給していた疑いがある。 

佐賀市森林整備課は，作業着手又は終了等の確認義務を果たしておらず，未確認の

状態で補助金を支払うなど，違法な公金の支出がある。 

佐賀市は，組合に対して，助成金の返還請求権（以下「公債権」という。）を有す

るが，公債権の賦課・徴収義務を怠り，一部公債権を消滅時効にかけるなど違法な公

金の賦課・徴収を怠った事実がある。 

 

（２）平成２７年１２月１日付け「佐賀市職員措置請求書（補正）」（原文のとおり） 

 佐賀市（市長秀島）は，「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」にい

う間接補助事業者として善管注意義務に違反し，富士大和森林組合の補助金について，
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実績確認を怠るなどし，同組合に対する補助金交付決定の全部又は一部の取消し，及

び，補助金の全部又は一部の返還をする義務を怠り，また，返還請求権を時効にかけ

るなどしたことから，その財産管理を怠る違法がある。 

 

（３）平成２７年１２月１日付け「住民監査請求（補充書）の補正」（抜粋） 

「不正受給を長期間放置することにより，返還請求権の一部を時効にかけています

から，その違法は明らかだといえますので，不正受給を見落とした原因や，長期間に

わたり放置した責任の所在を明確にして欲しいと思います。」 

 「時効は１０年なのか５年なのかあきらかにしていただきまして，１０年であれば

不正受給額全額の返還を，５年であれば時効にかかった部分について責任者（佐賀市

長）の責任を明らかにしていただきたいと思います。」 

 

第３ 請求の受付 

平成２７年１１月１６日付け「佐賀市職員措置請求書」は、１１月１７日に郵送に

より提出され、同日付けで受け付けた。 

なお、平成２７年１２月１日付け「佐賀市職員措置請求書（補正）」及び「住民監

査請求（補充書）の補正」については、１２月３日に郵送により提出され、同日付け

で受け付けた。 

 

第４ 請求の受理 

法第２４２条第２項では、違法若しくは不当な公金の支出に関する住民監査請求に

ついては、「当該行為のあった日又は終わった日から１年を経過したときは、これを

することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」と規定

されている。 

今回の請求については、平成２１年度から平成２３年度までの公金の支出が対象と

なっているが、平成２７年２月に会計検査院の実地検査が行われて、初めて富士大和

森林組合が不適切に補助金を受給している疑いがあることを指摘されたものであり、

内容については、平成２７年１０月２８日の新聞報道によって一般市民の知るところ

となったものであるため、請求人の１年を超えての監査請求は正当な理由があると判

断した。 

本請求については、平成２７年１１月１７日に受け付け、要件審査において一部補

正の提出を求めた結果、法第２４２条に規定する要件を具備していると判断し、平成

２７年１２月７日付けで受理した。 

 

第５ 監査の実施 

 １ 監査対象事項等         
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本件請求書、補充書及び事実証明書の内容から、平成２１年度から平成２３年度の

３年間に実施した森林整備事業について、佐賀市が富士大和森林組合へ補助金として

支出した行為が、財務会計上の違法若しくは不当な公金の支出に該当するのか、また、

本補助金について、佐賀市が補助金の全部又は一部の返還を請求しなかったことによ

り、返還請求権を時効にかけるなどしたことが、違法若しくは不当に財産の管理を怠

る事実に該当するのかの２点について監査対象とした。 

 

 ２ 監査対象部局 

            本件監査対象部局は、農林水産部森林整備課である。 

 

 ３ 証拠の提出及び陳述機会の付与 

            法第２４２条第６項の規定により、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えたが、

陳述の希望及び新たな証拠の提出はなかった。 

   

 ４ 関係人の調査 

監査に当たり、森林整備課を対象として関係書類を調査したほか、法第１９９条第

８項の規定に基づき、関係人調査として事情聴取を行った。 

 

第６ 監査の結果 

 １ 事実の確認 

請求書の要旨、補充書及び提出された事実証明資料並びに関係人の調査及び提出さ

れた資料に基づき、次のように事実を確認した。 

 

（１）補助事業の概要 

   この事業は、国が森林整備加速化・林業再生事業費補助金実施要綱に基づいて都道

府県が行う基金事業に必要な基金の造成に要する経費に対し、予算の範囲内において、

都道府県に補助金を交付するものである。これを受け佐賀県は基金を造成し、佐賀県

森林整備加速化・林業再生事業費補助金交付要綱に基づき、間伐、林内路網整備等を

実施する森林組合等の事業に対して、基金を取り崩して、市町を通じて補助金を交付

するものである。 

 

（２）事業実施の流れ 

   佐賀市は、富士大和森林組合が平成２１年度から平成２３年度までの３箇年事業と

して実施する、間伐実施加速化事業の間伐及び林内路網整備に係る佐賀県森林整備加

速化・林業再生事業費補助金を佐賀県に対し交付申請を行い、佐賀県より同補助金の

交付決定を受け、富士大和森林組合に対し補助金を交付した。 
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   今回、県の森林整備事業では初めて、市町が補助事業者として組合の業務を管理し、

成工検査等を行うこととなった。 

 

（３）補助事業の内容 

森林整備加速化・林業再生事業（間伐実施加速化事業 富士大和森林組合分 平成 21～23 年度） 

年度 作業種 

施行 

地数 

(件) 

箇所数 

(筆) 

面積

(ha)/ 
延長

(ｍ) 

事業費 

 
(円) 

                 

補助金 (円) 

 

計 国費 県費 

21 

間 伐 130 307 151.49 37,531,031 37,500,000 37,500,000 0 

森林作業道 4 ― 4,716 8,020,967 8,000,000 8,000,000 0 

小 計 134 307 ― 45,551,998 45,500,000 45,500,000 0 

22 

間  伐 236 859 330.38 82,595,000 81,250,000 81,250,000 0 

森林作業道 20 ― 9,929 14,005,500 14,000,000 14,000,000 0 

小 計 256 859 ― 96,600,500 95,250,000 95,250,000 0 

23 

間   伐 212 779 357.36 62,030,346 61,750,000 61,750,000 0 

森林作業道 18 ― 9,327 13,337,249 13,000,000 13,000,000 0 

小 計 230 779 ― 75,367,595 74,750,000 74,750,000 0 

間 伐 578 1,945 839.23 182,156,377 180,500,000 180,500,000 0 

森林作業道 42 ― 23,972 35,363,716 35,000,000 35,000,000 0 

合 計 620 1,945 ― 217,520,093 215,500,000 215,500,000 0 

    

（４）会計検査院の指摘内容 

富士大和森林組合は、基金事業として、平成２１年度から平成２３年度までの間に、

間伐 839.23ha 及び森林作業道の開設 23,972m を、補助対象事業費計 217,520,093 円

（間伐 182,156,377 円、森林作業道の開設 35,363,716 円）で実施したとして、佐賀

市に実績報告書を提出し、佐賀市を通じて佐賀県から、県補助金計 215,500,000 円（国

庫補助金と同額、間伐 180,500,000 円、森林作業道の開設 35,000,000 円）の交付を

受けていた。 

この基金事業に対し、会計検査院の検査の結果、会計検査院からは、実施していな

い間伐に係る費用を県補助金の補助対象事業費に含めていた。また、林業事業体に請

け負わせていた請負額や直営による作業員の労務費等の実行経費の算定及び書類の

整備が適切でなかったことにより補助対象事業費が過大となっていた。更に、交付決

定前に事業を実施していた間伐や森林作業道の開設を補助の対象として県補助金を

過大に交付していたなど不適切な点が指摘された。 

したがって、適正な実行経費を算定すると、未施行地以外は全て施工されているも

のの、根拠資料等が不十分なものについては造林事業の標準歩掛の単価による再算定
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などが行われた結果、適正な補助対象事業費は、計 129,993,207 円（県補助金と同額）

となることから、県補助金計 215,500,000 円との差額計 85,506,793 円に係る国庫補

助金相当額計 85,506,793 円が過大に積算されるなどしていて不当であると指摘され

た。 

具体的には、未施工等によるもの 7,042,338 円、林業事業体に請け負わせていた請

負額や直営による作業員の労務費等の実行経費を過大に算定していたもの

50,389,024 円、交付決定前に事業を着手、実施していたもの 28,075,431 円、合計

85,506,793 円が補助金の過大受給と判断された。 

 

（５）会計検査院の会計実地検査から会計検査院の決算検査報告までの流れ 

森林整備加速化・林業再生事業費補助金に基づく事業について、会計検査院は平成

２７年２月１６日から２０日までの間、実地検査を行い、平成２２年度事業において

不適切に補助金を受給している疑いのある案件が確認された。 

この指摘された問題点の実体を確定させるため、会計検査院からの指示を受け、佐

賀県は佐賀市の参加のもと、平成２７年３月２日から平成２７年４月２１日までの間、

事業の執行状況の確認を書類調査、現地調査及び関係者からの聞き取りにて行い、そ

の後取りまとめたものを会計検査院に報告した。 

 会計検査院は、平成２７年６月１１日から１２日までの間、再度の資料収集調査等

を行ったのち、事業費及びそれに係る国庫補助金相当額の確定を行い、平成２７年 

１１月６日に内閣に対して報告した。 

 

（６）補助金返還請求 

会計検査院の報告を受け、佐賀県は平成２７年１１月１２日に佐賀市に対して、平

成２２年度及び平成２３年度分の森林整備加速化・林業再生事業費補助金の交付決定

の一部取り消し及び補助金の返還（平成２２年度分 52,242,186 円及び平成２３年度

分 6,540,541 円）を命じた。 

これを受け佐賀市は富士大和森林組合に対して、平成２７年１１月１２日に補助金

等交付決定取消通知及び補助金等返還命令を行った。なお、金額は佐賀県と同額の平

成２２年度分 52,242,186 円及び平成２３年度分 6,540,541 円である。 

なお、富士大和森林組合は佐賀市に対して、債務の承諾を平成２７年１１月３０日

に行っている。 

 

２ 監査の結果 

（１）結  論 

本件措置請求については、監査委員の合議により次のとおり決定した。 

平成２１年度から平成２３年度の３年間に実施した森林整備事業について、佐賀市
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が富士大和森林組合へ補助金として支出した行為は、財務会計上の違法若しくは不当

な公金の支出には該当しないと判断する。 

また、本補助金について、佐賀市が補助金の全部又は一部の返還を請求しなかった

ことにより、結果として返還請求権の一部が時効となったことは、違法若しくは不当

に財産の管理を怠る事実には該当しないと判断する。 

よって、本件請求はこれを棄却する。 

 

（２）監査委員の判断 

請求人が違法又は不当と主張する事由について、次のように判断した。 

 

 ① 補助金の不正受給を見落とした善良な管理者としての注意義務違反の認定 

平成２１年度に新設された森林整備加速化・林業再生事業は、新たな枠組みでの

事業でもあり、佐賀市及び富士大和森林組合は事業遂行に関し一部理解不足、対応

の不備等があったと思慮される。 

従来の造林事業は実績に基づく事後申請であったが、平成２１年度に新設された

森林整備加速化・林業再生事業は、事前に事業計画を立て申請を行い、基本的に計

画どおりに事業を実施し、計画に変更があれば、その都度変更手続きを行い、最後

に実績報告を行う方式となったため、富士大和森林組合は、これに適切に対応でき

ていなかった。 

また、当時の富士大和森林組合においては森林整備加速化・林業再生事業と造林

事業が輻輳していた。 

 このような状況において県の森林整備事業では佐賀市は初めて補助事業者とし

て組合の業務を管理し、成工検査を行うこととなり、佐賀市森林整備加速化・林業

再生事業費補助金交付要綱及び同実施要領や佐賀県からの検査に関する通知等に

より検査を実施した。 

現地検査は、佐賀県の検査基準どおり、間伐については、１施行地当たり１ha 以

上は全施行地を、１ha 未満は市が 1/10 以上を無作為に抽出して、それぞれ標準的

な箇所を確認した。森林作業道については、１路線毎に行っており、合計で間伐施

行地２６０箇所、森林作業道４２路線を検査している。 

しかしながら、現地検査に当たっては、富士大和森林組合の担当職員の案内と、

施業箇所の図面をもとに現地確認を行っていたため、施行地の位置把握に困難を要

しながら実施していた。 

なお、当時の現地検査において、確認された未施行地５箇所については、補助対

象から除外していた。 

書類検査は、すべての事業を対象に会計関係書類や契約関係書類等の確認を行っ

ていた。具体的には、設計資料等を基に、補助対象外経費が含まれていないか、定
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額単価から求めた金額と実行経費を比較して、安価な方が補助金額となっているか

を確認していた。 

また、佐賀県森林整備加速化・林業再生事業には間伐実施加速化事業の他に、木

造施設整備加速化事業も市町を通じた補助事業になり業務量が増大するなかで、佐

賀市は限られた人員と時間で、実施要領等に従って検査を行ったが、富士大和森林

組合の書類整備が錯綜していたことなどから、結果的に、不適切な事務処理や現場

の未施工などを見抜くことはできなかった。しかしながら、当時の状況下では相応

の検査を行っており、違法若しくは不当な財務会計上の行為とは言えない。 

 

 ② 補助金返還請求権の一部を時効にかけた財産の管理を怠る事実の認定 

本補助事業については、佐賀市補助金等交付規則第４条の規定により交付決定さ

れていることから、当該補助金返還請求権は、公法上の金銭債権（公債権）である

と考えられる。 

したがって、補助金返還請求権の消滅時効については、法第２３６条第１項が適

用され５年となる。 

また、時効は、その権利を行使することができる時から進行するので、富士大和

森林組合が補助金を受領した時が起算点となり、その翌日から５年で時効は成立す

る。 

    平成２１年度事業に関する実績報告書は、佐賀市の成工検査、佐賀県による成工

認定検査完了後に、富士大和森林組合から佐賀市を経由し、佐賀県に平成２２年３

月２６日に提出されている。その後、佐賀市は補助金を富士大和森林組合へ平成 

２２年４月２１日に交付しており、平成２１年度補助金の返還請求権については、

平成２７年４月２２日で時効となっている。 

その時点では、平成２７年２月に会計検査院の実地検査が行われ、平成２２年度

事業において不適切に補助金を受給している疑いのある案件が確認されたものの、

具体的な面積、金額等も確定していなかったため、会計検査院の結論や国、佐賀県

の判断も下されておらず、したがって返還すべき補助金額も確定していなかった。

また、佐賀県から佐賀市に対しての補助金返還請求もなく、このような不明確な状

況においては、時効を中断させるに足る措置は行えなかったと思われる。 

最終的には、平成２７年１１月６日に会計検査院の報告がなされ、それを受けて、

佐賀県は平成２７年１１月１２日に佐賀市に対して、平成２２年度及び平成２３年

度分の森林整備加速化・林業再生事業費補助金の交付決定の一部取り消しを行うと

ともに補助金の返還（平成２２年度分 52,242,186 円及び平成２３年度分 6,540,541

円）を命じた。併せて同日付けで、平成２８年１月２０日を返還期限とした納入通

知書を発行した。 

これを受け佐賀市は富士大和森林組合に対して、平成２７年１１月１２日に補助
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金等交付決定取消通知及び佐賀県と同額で平成２８年３月３１日を返還期限とし

た補助金等返還命令を行っている。 

以上のことから、平成２１年度事業に係る補助金返還請求権が時効になっている

ものの、このことをもって違法若しくは不当に財産の管理を怠る事実があったとは

認められない。 

    

３ 監査委員の意見 

   今回の件は、平成２１年度に新設された新たな方式の事業に対して、富士大和森林

組合が適切に対応できていなかったことが原因であるものの、佐賀市において指導監

督が十分でなかったことも一因であると思われる。しかし、結果的に林業施策のみな

らず市行政への不信を抱かせる事務処理となっており遺憾である。 

今日、林業を取り巻く環境が特に厳しくなっている中で、佐賀市は富士大和森林組

合の育成指導及び各種施策の推進にあたっては、市民の信頼に応えるべく、国、佐賀

県と連携をとって、適切な事務の遂行に努められることを望む。 


