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 狭 監 発 第 ５ ２ 号  

平成２９年９月７日  

 

 

 様 

 

 

狭山市監査委員  永 井   保 

 

 

狭山市監査委員  磯 野 和 夫 

 

 

狭山市職員措置請求書について（通知） 

 

平成２９年７月１３日付けで提出された地方自治法（以下「法」という。） 

第２４２条第１項の規定による措置の請求について、請求内容を監査した結果を下記

のとおり通知します。 

 

記 

 

第１ 請求の内容 

本件措置請求の内容は、次のとおりであった。 

１ 請求の要旨（枠内は原文のまま掲載） 

職員措置請求書 

はじめに 

 公益社団法人狭山市シルバー人材センター（以後、同センターという）の問題

点について、市議会で再三指摘されてきたが、議会選出の監査委員は当然承知し

ている。 

これにも拘わらず、執行部共々、全く無視を続け、職務に不誠実と言える。 

 市長は、議会答弁で「財政赤字」と認めた以上、以下の理由により、同セン   

ターに対する補助金の削減を求める。 

 

１. 平成１８年、政府は閣議決定で（資料１）を策定したが、「公益法人の給料

の削減」を求めたが、狭山市はこれを無視して補助金を交付し続けている。 

市長以下職員の他、監査委員の怠慢は目に余る。 
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２. 同１９年、市は「補助金見直し指針」を策定したが、交付先の既得権を認識

し、「市民に説明責任を果たす」（資料２）としながら、全く厳守していな

い。 

因みに、策定時の担当部長が現在同センターの理事長の他、担当課長が事務

局長である。これでは癒着を疑われても仕方がない。その上、市長は昨春、

議会選出の監査委員と居酒屋で飲酒事実を市民から指摘されている。 

３. また、所沢市の会計士による包括監査で、（資料３）の指摘があるが、本市

の監査委員は全く無視であるが、「手抜き監査」と指摘せざるを得ない。併

せて、役員の旅費交通費４２０万円の返還も求めていないことは不当であ

る。 

 

 以上の理由により、市長は裁量権の行使理由に該当せず、他に正当化できる根

拠がない以上、（資料２）で「原則５０％以下」とした当時基準により平成２９

年度の補助金額を８００万円以下に削減することを求める。 

平成２９年７月１３日 

平成２９年７月２０日 

補充書 

 本年７月１３日提出した職員措置請求書について、以下を補充する。 

記 

平成２５年度、監査委員による「決算審査意見書」（資料）の審査意見では、

経常収支比率も上昇するなど、市の財政状況は依然として厳しい状況とし、以下、

歳出においては各種事業の費用効果の再検証を進めるため以下を十分留意とし、

（２）各種団体や事業等に支出している補助金等については、「適正な補助金等

の交付に努める」…と指摘した。 

かって、担当部長は補助金の８０％は人件費と議会答弁しているが、本年・第

１回定例会での答弁では（資料）、人件費等に対して補助率が５０％を上回って

いないか審査し…補助金見直し指針に基づき、適正に補助金額を決定してまいり

ますとした。 

最終的に、補助金額は市長決定であるが、所沢市の包括監査の会計士判断を全

く無視したことは裁量権を逸脱したもので、首肯できるものではない。 

何より、地方自治法第２条第１４項に反し、正当化の根拠がない。 

そこで、監査委員は市長を陳述の場を与え厳正な調査を求める。 

 

２ 事実を証する書面（写し） 

（１）経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００６について（抜粋） 

（２）補助金の見直し指針 
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（３）平成２９年第１回定例会狭山市議会会議録（抜粋） 

（４）平成２５年度狭山市一般会計特別会計決算審査意見書（抜粋） 

 

３ 請求人 

住所  

氏名  

 

第２ 請求の受理 

本件措置請求については、法第２４２条の規定による所定の要件を具備してい

るものと認め、これを受理した。 

 

第３ 監査対象部局  

長寿健康部 長寿安心課 

総合政策部 財政課 

 

第４ 請求人の証拠の提出及び陳述 

請求人に対して法第２４２条第６項の規定に基づき、平成２９年８月１７日に

証拠の提出及び陳述の機会を与えた。 

 １ 証拠の提出 

   証拠の追加提出はなかった。 

 

 ２ 陳述（要約） 

狭山市シルバー人材センターに対する補助金については、６年位前から問題を

指摘してきた。市の補助金を８００万円に減額すれば国の補助金も減額される。 

所沢市包括外部監査の結果をよく読んで結論を出してほしい。 

 

第５ 監査対象事項 

１ 請求人の主張の要旨 

  公益社団法人狭山市シルバー人材センター（以下「狭山市シルバー人材セン  

ター」という。）に対する平成２９年度分の補助金の交付は補助金の見直し指針

に反する等不当な公金の支出であるので、狭山市長に対し、当該補助金の額を  

８００万円以下に削減させるよう求めるものと判断した。 

 

２ 監査の対象となる補助金について 

狭山市シルバー人材センターに対する平成２９年度の補助金については、平成

２９年５月３０日に交付決定がなされ、同年６月２０日に交付決定額１１７８万
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８千円のうち１０００万円が交付されている。また、その差額である１７８万８

千円は平成２９年度中に交付される見込みである。 

 

３ 監査の実施について 

請求書の記載事項及び請求人の陳述内容を踏まえ、狭山市シルバー人材センタ

ーに対する補助金の交付が不当な公金の支出と認められるか否かを判断するため、

証拠書類の確認及び関係人の陳述等により監査を実施するものとした。 

 

第６ 関係職員の証拠の提出及び陳述 

 １ 証拠の提出（写し） 

（１）職員措置請求書に対する理由説明書（陳述書） 

（２）平成２９年度の狭山市シルバー人材センターに係る補助金交付に関する書類

の写し（平成２９年７月２８日時点で保管しているもの） 

（３）近隣市（入間市、所沢市、飯能市、川越市）におけるシルバー人材センター

に係る補助金の交付状況（直近５年のもので、平成２５年度から平成２８年度

は交付実績額、平成２９年度は交付予算額） 

（４）平成２９年度分の狭山市シルバー人材センターに支出した補助金に係る支出

命令書（平成２９年７月２８日時点で会計課が保管しているもの）の写し 

（５）狭山市シルバー人材センターの補助金に関する調書 

（６）狭山市シルバー人材センターに係る補助金について、財政課が平成２８年度

までに長寿安心課（当時は高齢者支援課）に提出を求めた補助金調書等のうち

直近のもの 

（７）狭山市シルバー人材センターに係る平成２８年度分、平成２７年度分及び平

成２６年度分（３年度分）それぞれの決算書類の写し 

（８）狭山市シルバー人材センターに係る平成２９年度分及び平成２８年度分（２

年度分）それぞれの収支予算書及び収支予算書内訳書の写し 

 

２ 陳述 

関係職員の陳述及び陳述書の内容は、次のとおりであった。（要約） 

（１）長寿安心課 

ア 補助金交付の正当性について 

高年齢者の安定した雇用の確保の促進、定年退職者その他の高年齢退職者

に対する就業機会の確保等の措置を講ずることを目的とした「高年齢者等の

雇用の安定等に関する法律（昭和４６年法律第６８号）」が昭和４６年に制

定された。 

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律において、第５条に国及び地方公
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共団体の責務として「事業主、労働者その他の関係者の自主的な努力を尊重

しつつその実情に応じてこれらの者に対し必要な援助等を行うとともに、高

年齢者等の再就職の促進のために必要な職業紹介、職業訓練等の体制の整備

を行う等、高年齢者等の意欲及び能力に応じた雇用の機会その他の多様な就

業の機会の確保等を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進する

こと」とされている。 

また、第３６条においても国及び地方公共団体の講ずる措置として、「定

年退職者その他の高年齢退職者の職業生活の充実その他福祉の増進に資す

るため、臨時的かつ短期的な就業又は次条第一項の簡易な業務に係る就業を

希望するこれらの者について、就業に関する相談を実施し、その希望に応じ

た就業の機会を提供する団体を育成し、その他その就業の機会の確保のため

に必要な措置を講ずるように努めるものとする」と規定されている。 

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に定める就業機会を提供する団体

が、狭山市においては、公益社団法人狭山市シルバー人材センターであり、

市として育成する責務があるものである。 

シルバー人材センターは、超高齢化社会に対応し、シニア事業の安定的か

つ継続的な公益目的事業を推進することを基本理念とした公益社団法人で

あり、市は「公益社団法人狭山市シルバー人材センター補助金交付要綱」に

基づき、地域社会活性化に向けた役割と財政基盤の安定化等を考慮し、当該

センターが定款の規定により行う事業の実施に要する経費のうち職員の人

件費等について交付しているもので、法の理念に基づいた適正な補助を行っ

ているものである。 

なお、補助金額の算定にあたっては、国からの補助金額を参考にするとと

もに、補助金の見直し指針に基づき適正に算定したものであり、近隣自治体

における補助金交付状況を比較しても、特段に交付額が多い状況ではないと

考える。 

イ 「平成１８年の閣議決定（資料１）の内容から公益法人の給料の削減を求

めたが、狭山市はこれを無視して補助金を交付し続けている」と主張してい

ることについて 

平成１８年７月７日に閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する

基本方針２００６」を踏まえ、総務省は「地方公共団体における行政改革の

更なる推進のための指針」を策定し、各都道府県知事及び各政令指定都市長

に対し「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針の策定に

ついて」（平成１８年８月３１日付総行整第２４号）を通知した。 

本通知は、「各地方公共団体におかれましては、この指針を参考として、

より一層積極的な行政改革の推進に努められますよう、命により通知いたし
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ます。」とし、地方公共団体に一定の努力を求める内容であるが、第３セク

ター等の人件費について、次の記述がある。 

２分の１以上の出えんを行っている公益法人に対しては、役員の報酬・退

職金に関する規程の整備と公開をはじめ、役職員の報酬・退職金等につい

て地方公務員の給与等の水準と比べて不当に高額に過ぎないよう留意する

ほか、役員の在任年齢についての規程を整備するなど、国と特に密接な関

係を持つ公益法人と同様の取り組みを行うよう要請すること。 

公益社団法人狭山市シルバー人材センターは２分の１以上の出えんを行っ 

ている公益法人ではないことから、請求人の指摘は当たらないものである。 

ウ 国と市の補助金額の関係について 

国は高年齢者就業機会確保事業（シルバー人材センター事業）執行方針に

基づき国の補助金の限度額を算定しているが、同執行方針の基本的事項とし

て、国の補助限度額に関わらず地方公共団体の補助金の額を上限に補助金の

交付を行う旨の記載があることから、市の補助金額が国の限度額を下回った

場合には、市の補助金額が国の限度額となるものである。 

エ 狭山市シルバー人材センターの正味財産について 

狭山市シルバー人材センターの正味財産の額については、補助事業等実績

報告書に添付される収支計算書及び定期総会議案書に添付される貸借対照

表に記載されている正味財産の額の増減を注意深く確認している。ここ数年

は正味財産の目立った増減は無く、正味財産のうち約７割を特定資産の財政

運営資金積立資産に充当していることも確認している。 

特定資産は、財政運営資金積立資産と什器備品に分かれており、財政運営

資金積立資産は、財政安定のために必要な積立資産として管理する預金であ

り、什器備品は、埼玉県先進的事業補助金によりジュニアスクール事業に供

するプロジェクター等の機材一式である。 

（２）財政課 

ア 補助金の見直しについて 

補助金の見直しについては、平成１９年８月に「補助金の見直し指針」を

策定している。また、この指針については全補助金を対象とし、平成２０年

度以降、各年度の予算編成時において継続的な見直しを実施してきた。 

見直しの方法は、平成１９年度の指針の策定時においては、団体補助金に

ついて、担当課による１次見直しから、２次の担当部、３次の各部次長職に

よる検討委員会、最終的に行財政改革推進会議の４段階の見直しを実施し、

その他の補助金については、１次の担当課、２次の担当部の２段階の見直し

を行った。 

平成２０年度以降は、平成１９年度から５か年が経過した平成２４年度に
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おいて、大規模な見直しを実施したもので、その方法としては、財政課で各

補助金の担当課、担当部の見直し状況を確認している。その他の年度につい

ては、「補助金の見直し指針」の見直し基準を基に各担当課、各担当部で見

直しを行い、翌年度の予算編成に反映している。 

その後は、毎年度の予算編成時、改めて見直し基準を示したうえで、見直

し基準に該当する補助金については「補助金見直し調書」を提出させるなど、

継続的な見直しに取り組んでいる。 

また、平成２８年度定期監査報告書（第二回）において、監査委員より補

助金の見直し指針に基づき、個別に検証するとともに、妥当性及び効率性に

ついても十分検証するよう要望を受け、財政課から担当課へ向け、平成２８

年度の補助金の交付実績を踏まえ、その妥当性、効率性及び有効性の観点か

ら内容を再度精査し、引き続き補助金の適正な算定及び交付に努めるよう、

通知している。 

なお、公益社団法人狭山市シルバー人材センターに対する補助金の予算額

については、平成１９年度予算では１６２５万円であったところ、平成２９

年度予算では１１７８万８千円となっている。 

イ 平成２４年度の大規模な補助金の見直しの際に確認した事項等について 

平成２４年度の補助金見直しについては、補助金見直し指針に基づき、補

助金調書及び収支決算書等から補助対象経費などの補助金の運用について

確認を行い、その後も毎年度の予算編成時に継続的な見直しを実施している。 

ウ 請求人が補助金見直し指針を遵守していないと指摘したことについて 

補助金の交付については、適正な事務処理に努める旨当課より通知してお

り、各所管部課においても、適切に処理しているものと認識している。 

 

第７ 本件措置請求に係る事実関係の概要 

１ 補助金の見直し指針について 

 平成１９年８月に財政課主導のもと、市が交付する補助金の抜本的な見直しの

ため、「補助金の見直し指針」が策定された。 

 見直しの方法としては、平成１９年度の指針の策定時の団体補助金については、

担当課による一次見直し、担当部による二次見直し、各部次長による三次となる

検討委員会、最終的には、行財政改革推進委員会の四次見直しまで実施している。 

 その後、平成２４年度に財政課主導の見直しを実施し、その他の年度について

も、「補助金の見直し指針」の見直し基準を基に、各所管部課で見直しを行い、

新年度の予算編成に反映させている。 

 

２ 狭山市シルバー人材センターへの補助金について 
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狭山市シルバー人材センターへの補助金については、公益社団法人狭山市シル

バー人材センター補助金交付要綱に基づき、定款の規定により実施する事業に要

する経費のうち人件費等を補助対象経費として、交付しているものである。 

 過去３年の補助金交付額は、平成２６年度が１４００万円、平成２７年度が  

１４００万円、平成２８年度が１１７８万８千円となっており、近隣市の補助金

交付状況は、下表のとおりである。 

近隣５市 補助金交付状況（ただし、平成 29 年度は当初予算額） 

 (単位 千円) 

市 名 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

狭山市 15,500 14,000 14,000 11,788 11,788 

入間市 8,000 8,700 10,280 10,280 11,938 

所沢市 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

飯能市 14,000 14,000 14,000 15,000 15,000 

川越市 33,890 33,890 30,000 29,100 29,100 

 

３ 狭山市シルバー人材センターの期末正味財産及び経常費用の推移について 

  狭山市シルバー人材センターの期末正味財産と経常費用（事業費と管理費を合

計したもの）の状況は、下表のとおりである。 

期末正味財産・経常費用の状況    

                         (単位 円、％) 

区分 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

期末正味財産 63,189,165 58,663,698 59,334,082 59,336,683 

経 常 費 用 469,168,220 447,905,234 414,544,499 406,392,222 

比 率 13.47 13.10 14.31 14.60 

※比率は、期末正味財産を経常費用で除し小数点以下第３位で四捨五入した 

 

第８ 監査の結果 

１ 結論 

本件措置請求における、狭山市シルバー人材センターに対する平成２９年度分

の補助金の交付は補助金の見直し指針に反する等不当な公金の支出であるので、

狭山市長に対し、当該補助金を８００万円以下に削減させるよう求めるとの主張

には理由がなく、措置の必要は認められないため、棄却する。 

 

２ 判断の理由 

（１）補助金交付の公益上の必要性について 

補助金等の交付の根拠については、法第２３２条の２において、「普通地方

公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすること

ができる。」と規定されており、公益上必要がある場合とは、「公益上必要が
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あるかどうかを一応認定するのは長及び議会であるが、この認定は全くの自由

裁量行為ではないから、客観的にも公益上必要であると認められなければなら

ない。」（行政実例昭和２９年６月２９日）とされているものである。 

狭山市シルバー人材センターは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に

基づき、厳格な審査を経て埼玉県知事から公益性の認定を受けた団体であるこ

とから、公益性が極めて高い団体であることは異論のないところである。 

また、高年齢者就業機会確保事業（シルバー人材センター事業）は高年齢者

等の雇用の安定等に関する法律に基づく補助事業であって、国及び地方公共団

体には高年齢者の就業機会の確保のため必要な措置を講ずることを求められ

ていることから、市が補助金を交付する必要性があると認められる。 

すなわち、当該補助金の交付に公益性及び必要性があり、市長が提出した補

助金に係る予算案が市議会で審議され可決されることにより、補助金額を含め

その交付が客観的にも必要であると判断されたこととなるものである。 

（２）正味財産の額の妥当性について 

公益社団法人においては、資産から負債を除いたものが正味財産であり、期

末正味財産額は次年度に繰り越されるものである。一般的に次年度に繰り越さ

れるものは団体の財務の安全性や事業体としての継続性の基盤となるものと

位置付けられているもので、不測の事態に備えるための積立てに充てられる場

合もある。 

いわゆる内部留保の水準について、総務省大臣官房管理室公益法人行政推進

室による改正公益法人指導監督基準Ｑ＆Ａには、「１事業年度における事業費、

管理費及び事業に不可欠な固定資産取得費の合計額の３０％程度以下である

ことが望ましい」と示されており、その計算式を狭山市シルバー人材センター

の正味財産の額に当てはめれば、次のとおりとなる。 

比率＝正味財産の額÷（事業費＋管理費）×100 

上記計算式により算出した狭山市シルバー人材センターの正味財産の額の

比率は、第７の３の表にあるとおり、平成２５年度が１３．４７％、平成２６

年度が１３．１０％、平成２７年度が１４．３１％、平成２８年度が     

１４．６０％であり、いずれも過大であるとは言えない。 

また、狭山市シルバー人材センターに対する補助金の交付額は、人件費、管

理費及び事業費それぞれの補助対象経費の５０％未満であり、市は当該補助金

の全額が費消されていることを確認していることから、補助金による余剰金を

生み出していない。 

よって、「正味財産が過大であるから補助金の交付は不当である」と判断す

ることはできない。 
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以上により、狭山市シルバー人材センターに対する補助金の交付が不当な公

金の支出であるとは判断できない。よって、その余の点について判断するまで

もなく本件措置請求には理由がないので、「１ 結論」のとおり判断する。 


