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和泉市職員措置請求に係る監査の結果について（通知）
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　平成２０年１２月１８日付けであなたから提出された地方自治法(昭和22年

法律第67号)第２４２条第１項の規定に基づく和泉市職員措置請求に係る監査

の結果を同条第４項の規定により次のとおり通知します。

第１　

１

和泉市職員措置請求の受付

請求人

小　林　洋　一

小　林　昌　子

記

２　和泉市職員措置請求書（以下「措置請求書」という｡）の提出　　

措置請求書の提出日は平成20年12月18日である。

３　請求の要旨

（1）請求の対象行為

　　その１　大野町会館に関する件

　　　大野町会館の補助金不正請求に対し、市は平成20年11月10日不正　　　

分についてのみ返還を請求した。

　　その２　北田中町会館に関する件
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　　　和泉市は北田中町会に対し平成17年５月30日付で町民会館スロープ　　

設置工事として978千円の補助金の助成を確定しそれを執行した。

　その３　若樫町会館付属倉庫に関する件

　　　和泉市は若樫町会に対し、平成16年11月22日付にて町会館狭溢に　　

伴う備品等収納倉庫の増築として6930千円の補助金交付を決定し、こ　　

れを執行した。

（2）前記行為の違法・不当の理由

　その１　大野町会館に関する件

　　　　町会館等の整備費助成に関する要綱第10条に、市長は、町会が偽　　　

りその他の不正な方法で申請し、又は助成金を目的外に使用したと認　　　

めたときは、助成金の交付決定の一部又は全部を取消し、若しくは交　　　

付した補助金の返還を命じることがある。

　　　とある。

　　　今回の返還請求に当たって、弁護士とのやりとりの記録などを見る　　

と、交付決定の一部の取消しの記載があるので、補助金の一部の返還　　

もあり得ると考えた事が容易に推認出来る。　しかしながらこの「若し　　

くは」の意味は前後の事柄のうちどちらか一方が選ばれる関係である　　

ことを表すから、助成金の交付決定の全部又は一部を取消すか又は補　　

助金の返還を選択的に行うことが可能としているものと解せられ、補　　

助金の返還を求めるときは当然全額の返還であってしかるべきである。

　　　更に、今回の不正請求は町会ぐるみで建築業者を巻き込んだ巧妙で　　

極めて悪質な行為であり、新聞報道がなければヤミに葬られ市民の貴　　

重な税金が違法に使われかねないもので、その悪質さからも補助金の　　

全額の返還を請求すべきである。今回の不正分の請求では、懲罰的意　　

味合いは全くなく、やむなく荷担した建設業者が４ケ月間の指名停止　　

の処分を受けていることと著しく均衡を欠くものと言わざるを得ない。

　その２　北田中町会館に関する件

　　　和泉市は北田中町会に対し平成17年５月30日付で町民会館スロー　　

プ設置工事として978千円の補助金の助成を確定しそれを執行した。

　　しかしながら、段差解消工事に対する助成が可能となったのは平成18
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　　年４月１日からであり、本件助成を決定した時には、この要綱は朱実　　

施であり補助金支給は補助要綱に違反する。

　　　又この補助に先立ち平成15年７月11日に同町会館に対し、1569千　　

円の補助がなされている。補助金の交付要綱によると助成の限度額に　　

満たないときはその限度で再度の補助金の申請が可能となっている　　　

(要綱第４条)。しかしながら本件申請は一度目の請求から２年余りし　　

か経過しておらず、これも要綱違反である。

　その３　若樫町会館付属倉庫に関する件

　　　和泉市は若樫町会に対し､平成16年11月22日付にて町会館狭陰に　　

伴う備品等収納倉庫の増築として6930千円の補助金交付を決定し、こ　　

れを執行した。ところがこの倉庫はダンジリの収納庫であり、町会館　　

に関する補助要綱では、補助の対象を町会が町民の集会及び会議等に　　

使用する建物の新築、増改築、改修とされており(要綱第２条)、ダン　　

ジリの収納庫は補助の範囲外であり、違法な支出である。又申請図面　　

と完成図で正面シャッターの高さが変わっており、完成の高さで申請　　

すると、倉庫として不釣合いでダンジリの収納庫と推察される可能性　　

が高いため、このような違法な申請を行ったもので、悪質な不正申請　　

である。

(3)市の責任

　　今回の不正請求は一次的には各町会の責任であるが、事件の内容を見　　

るとこれを防止できなかった市の責任も極めて重大である。

　　その１　大野町の件

　　建設費が２倍にも水増しされたもので、増築工事として建築面積あた　　

りの単価などを見ると、少し関連する知識のあったものであれば容易に　　

おかしいと気づくはずである。町会を信頼したとは言え補助金執行に遺　　

漏があったことは否定できない。

　　その２　北田中町の件

　　本件は、市の関係者が要編上問題があることは認識していたのである　

から、この申請を受理した責任は極めて大きい。

　その３　若樫町の件
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　　申請図面を見ると、この倉庫は２階建てに相当する高さがある寸胴の　

建物で、新聞報道では、当時の町会長は当初は会館の備品や防災用具を　

入れるために建てたと言っているが、その目的には似ても似つかない建　

物で、これが単なる倉庫で無いことは容易に判断できる。更にこの倉庫　

には洗面用に小屋が隣接されて同時に建設されており、倉庫を遣るのに　

洗面所は不要である。等々考えると当初からダンジリ小屋として建てら　

れる事は申請図面を見れば容易に判るはずで、これを見逃した市の責任　

は大きい。更に建築後の建物を見ればダンジリ小屋であることは一目瞭　

然で、市がこれを見逃したとなると更に重大である。

　　補助金について、国の法律である補助金等に係る予算の執行の適正化　

に関する法律では

　　第三条　各省各庁の長は、その所掌の補助金等に係る予算の執行に当　　

っては、補助金等が国民から徴収された税金その他の責重な財源でま　　

かなわれるものであることに特に留意し、補助金等が法令及び予算で　　

定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるように努めなけれ　　

ばならない。

　　とあり、この精神は当然地方自治体の補助金にもあてはまるもので、補　　

助金が市民の貴重な税金を原資としていることを考慮すると、補助を受　　

ける者は勿論、これを執行する市の担当者はこのような事件を起こした　　

責任の重みを痛感すべきである。

　　厳しい財政状況の中にも拘わらず昨年度の決算でも18億円の補助金　

が支出されている。もう一度補助の目的が適切か、時代の要請に応えた　

ものであるか、正しく執行されているか、予定した効果が発揮している　

か等々の観点から見直してみる必要がある。

　　そのような事を喚起する事も本監査請求の一つの目的である。

（4）期限徒過に正当な理由があること

　　本件３件ともその行為は監査請求期間の１年を徒過しているが、「正当　　

な理由」の有無は、特段の事情のない限り、普通地方公共団体の住民が　　

相当の注意力をもって調査したときに客観的にみて当該行為を知ること　　

ができたかどうか、また、当該行為を知ることができたと解される時か
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　　ら相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきものとい　　

わなければならない（最高裁第二小法廷　昭和63年４月22日）。

　　何れも以下のように期限徒過に正当な理由がある。

　その１　大野町会館に開する件

　　本件の違法な補助金受給に関し、その返還請求に関し請求者（小林昌　

子）が議長より平成20年11月11日にＦＡＸで通知を受けた。それを知　

った請求人（小林洋一）が平成20年11月14日に関連文書の情報公開請　

求を行い、同年11月28日に同開示を受けた。この関連資料により不正　

請求の返還に問題がある事が判り、今回請求まで１ケ月未満で監査請求　

をするもので、正当な理由がある。

　その２　北田中町会館に開する件及び、その３若樫町会館付属倉庫に関　　

する件

　　何れの件も、前記情報公開請求者（小林昌子）が関連部局から資料提　

供を求めてその違法が判明したもので、何れも正当な理由がある。

　　尚、これら補助金支給の件数は年間100件を、これの全てを情報公開　

請求し違法な請求を見つけることは不可能であり、その１については巧　

妙に偽装されたもので容易に違法を明らかにすることは困難であり、そ　

の２、その３については市の関連部局も違法と認識していない事件であ　

り、何れも通常の市民が補助金申請後１年以内に監査請求に足りる不正　

に事実を認定することは不可能である。

（5）損害額

　その１　大野町会館に関する件

　　補助金額7,980,000円から今回返還請求分5,230,793円を差引いた

　2,749,207円

　その２　北田中町会館に関する件

　　補助額の全額の978,000円

　その３　若樫町会館付属倉庫に開する件

　　補助額の全額の6,930,000円

（6）措置請求事項

　　和泉市長は関連町会に前記損害額の返還請求をせよ。
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(7)措置請求書に添付された事実を証する書面

　第１号　大野町会あて助成金交付決定書(平成18年６月26日付)

　第２号　大野町会長あて町会館等の整備助成金の返還命令書(平成20年　　　　　

11月10日付)

　第３号　北田中町会代表あて助成金交付決定書(平成15年７月11日付)　

第４号　北田中町会代表あて助成金交付決定書(平成17年５月30日付)　

第５号　若樫町内会代表あて助成金交付決定書(平成16年11月22日付)　

第６号　新聞報道(平成20年12月14日毎日新聞)

[原文のとおり。なお事実証明の内容は省略した]

４　措置請求書の補充・補正

　　本件の措置請求書については､平成21年１月７日に請求人から補充書と　

称する書面が提出された。補充の内容は以下のとおりであった。

　措置請求（平成20年12月18日）に関し以下請求を追加する。

（1）追加請求要旨

　　ア　請求の対象行為

　　　　和泉市は、黒鳥第一町会に対し、平成16年３月29日付にて町会館　　　

新設に対し10,000千円の補助金交付を決定し、これを執行した。

　　イ　前記行為の違法・不当の理由

　　　　本件申請図面によると、1、2階がダンジリ倉庫、３階が休憩室の構　　　

造となっており、主たる目的はダンジリ倉庫であることは明白である。

　　　申請によれば町会館新設となっているが、現地を見れば会館の表示な　　　

く、入り口は鉄製の扉で町会館として使用されている気配はない｡又、

　　　住居案内板でも黒鳥第一町会館の表示はない。恐らく近くの黒鳥会館　　　

を町会館として利用しているものと思われる。

　　　　町会館に関する補助要綱では補助の対象を町会が町民の集会及び会　　　

議等に使用する建物の新築､増改築､改修とされており（要綱第２条）、

　　　ダンジリ倉庫を主たる目的とする事業は補助の対象外である。

６
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ウ　期限徒過に正当な理由があること

　　本件は、北田中町会、若樫町会において補助金の不正受給の疑いが　

あることが発覚したので､平成20年12月17日付にて過去５年分の全　

ての町会館への補助金支給に関する資料の情報公開を請求し、平成21　

年１月５日それが公開され、その段階で本件の違法・不当の事実が判　

明したもので正当な理由がある。

エ　損害額

　　黒鳥第一町会への補助金10,000千円

オ　措置請求事項

　　和泉市長は、黒鳥第一町会に前記損害額の返還請求をせよ。

５　請求の受理

（1）請求期間制限の適用

　　請求人が請求の対象としている町会館等の整備費助成金（以下「本件助　

成金」という｡）については、すべて交付決定から１年を経過している。

　　地方自治法（以下「法」という｡）第242条第２項において、住民監査請　

求は、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　

れをすることはできない。ただし、正当な理由があるときは、この限りで　

ないと規定している。

　　正当な理由については、当該行為が秘密裡にされた場合に限らず、住民　

が相当の注意力を持って調査を尽くしても客観的にみて監査請求をするに　

足りる程度に当該行為の存在又は内容を知ることができなかった場合には、

　特段の事情のない限り、住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的に　

みて上記の程度に当該行為の存在及び内容を知ることができたと解される　

ときから相当の期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきもの　

とされている（平成14年９月12日最高裁判決）。

　　すなわち、正当な理由を判断するためには、相当の注意力による調査を　

必要とし、その場合における客観的な認識、可能性を判断基準とするもの　

であり、住民なら誰でも閲覧できる情報等については、それが閲覧できる　

状況に置かれれば、住民が積極的に調査することを当然の前提としている
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第２　

１

ものと解される。

　この点、本件町会館等に対する補助金の支出という財務会計行為につい

ては、当該年度の予算書及び決算書の閲覧が可能であったこと及び関係文

書が情報公開の開示対象となっていることから、その存在を知ることがで

きたものと解されるが、請求人の主張によれば、監査請求をするに足りる

程度にその内容を知ったのは平成20年11月14日に資料の開示を求め､同

年11月28日に開示を受けてからということであり、その時点から約１ケ

月未満で提出された本件措置請求は、当該行為の内容を知ることができた

と解されるときから相当の期間内になされたものとして、１年を経過して

いることについての正当な理由は認められるものと判断し、法第242条に

規定する要件を具備しているものと認め、受理することとした。

　監査の実施

　監査対象事項

　大野町会、北田中町会、若樫町会及び黒鳥第一町会への本件助成金の支

出が、請求人の主張する事由から違法・不当な公金の支出にあたるか。

２　請求人の証拠の提出及び陳述

　　法第242条第６項の規定に基づき、請求人に対して平成21年１月21日　

に新たな証拠の提出及び陳述の機会を与えた。

　　請求人から新たな証拠の提出はなかった。

　　請求人からの請求に要旨を補足する陳述の内容の主なものは、次のとお　

りである。

　　・　本件監査請求を行った以降にも、これ以外に疑問のある補助金請求　　　

が明らかになった。

　　・　個人の調査には限界があり、監査委員の立場で補助金について、中　　　

でも会館補助金について本件を含め全般について精査するよう要望す　　　

る。

　　・　陳述書に添付された書面

　　　　別紙事実証明
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　第７号　交付決定伺い

　第８号　会館図面

　第９号　写真

[なお、事実証明の内容は省略した]

３　監査対象部局

　　ひとまち創造部公民協働推進室

４　監査対象部局からの事情聴取等

　　本件について､市長に対して請求に係る意見書の提出を求めるとともに、

　平成21年１月21日に、監査対象部局の職員（ひとまち創造部長、ひとま　

ち創造部理事、公民協働推進室地域自治担当課長）から本件に関する事実　

及び請求人の主張に対する意見について事情を微した。その概要は次のと　

おりであった。

　　なお、当該席上において、法第242条第７項の規定に基づき請求人２名　

が立ち会った。

（1）大野町会館に関する件

　　　市はこれまで、町会との強い信頼関係と協力により地域自治を推進し　　

ており、今回の疑義を疑い得なかったものであるが、大野町会に対して　　

現町会を窓口として役員の協力を得ながら、当時の町会役員を対象とし　　

て確認調査を実施したところ、水増し請求の不正受給を認めたものであ　　

ります。

　　　この度の不正行為は、誠に遺憾であり町会と市との信頼関係が失墜し　　

たことなど、その影響は大きいが、町会館の増築は、かねてからの町民　　

の要望であり、会館の増築は地域自治の推進に寄与していることや、平　　

成20年10月15日付けで「確認及び確約書」が提出され、書面でその事　　

実を認め新旧町会役員が深く反省しているものであります。また、助成　　

金については、私的流用はもとより目的外に使用していないことなどを　　

勘案し､要綱第10条に基づき助成した額の一部となる不正に受取った額　　

の返還を求めたものであります。
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　　市としては、要綱の第10条の解釈として、交付決定については一部又　

は全部を取消すことが出来ることとなっていることから、助成金の交付　

後における返還についても、一部又は全部の返還を命じることが出来る　

と解することが、一貫性のある解釈であると考えております。

　　　したがって、助成金の返還に一部又は全部の文言が付いていないだけ　

を理由に、すべての事案において全額返還させると解することは、本条　

の趣旨に合わないものと考えます。

　　よって、この度に事案については、要綱の目的である地域住民のコミ　　

ユニテイ活動の促進及び福祉の増進を図る町民の施設財産が増えた事に　　

よる公益性に重点を置き、一部返還としたものであります。

　　また、２倍もの水増しをした建設費により申請を行ったことに対し、

　市が補助金執行に遺漏があったことは否定できないとのご指摘でありま　

すが、増築などの行為については、その設計内容によっては様々な費用　

が必要となります。また、建設業の許可を取得した建設会社が提出した　

見積書と、町会がその金額を支出した行為が確認されていれば、一概に　

面積あたりの単価が高いからと言って、申請者である町会に対して不正　

な価格と言えるだけの合理的理由がありません。

（2）北田中町会館に関する件

　　市は､平成17年度に町会館においても障害者や高齢者などを含むすべ　

ての人が、自らの意思で自由に行動し、社会、文化活動等に参加し交流　

することが出来るよう、町会館出入りロの段差解消工事等の助成につい　

て、新たに助成対象事業に加える助成要綱の見直しを検討しておりまし　

たが、実務上の決裁としては平成18年１月31日付けの起案で、その施　

行を平成平成18年４月１日からとしたものであります。

　　本件については、平成17年５月30日付けで助成を確定し執行したも　

のでありますが、高齢者の利用も多く、また、選挙の投票所に是非とも　

利用したいと、校区から要望が寄せられていたことなど、目的である段　

差解消については緊急性を要するとの判断で、申請を受理し交付決定を　

行い助成を行ったものであります。

　　なお、町会に対しては、第４条（助成の適用外）の内容について、説
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　明を行っておりませんでした。

　　本案件は、その対応に対する市の事務処理が不適切なところもありま　　

したが、当時の状況からして、相談された事案が投票所に利用するとい　　

う、市民の公益福祉に大きく寄与することは勿論のこと、緊急を要する　　

ことと状況判断した結果のものであるので､形式的な要綱違反をもって、

　　町会に返還を命ずるまでは出来ないと考えています。

（3）若樫町会館付属倉庫に関する件

　　若樫町は、町会館の狭陰による備品等の収納車が必要なため増築した　

いとして、平成16年度に町会館等の整備費助成の申請を行い、市は申請　

に基づき交付決定し助成を行ったものであります。

　　要綱では、第１条の目的で、町会が当該地域のために施設を整備する　

場合、整備に要する費用の一部を助成し、もって地域住民のコミュニテ　

ィ活動の促進及び福祉の増進を図ることとしており、第２条には、その　

助成の対象事業として、町会が町民の集会及び会議等に使用するための　

建物として町会館等の新築、増改築、改修等を対象としています。

　　本市では、上記の要綱の目的を受けて、これまで各町会が整備する町　

会館と、それに付属する地域住民のための施設として、町会の備品を入　

れる倉庫は勿論、災害時や町会行事で行われる炊き出しを行う場所など　

多目的に利用できる倉庫、及び地域のコミュニティ活動の活性化に大き　

く貢献し文化的財産であります、だんじりなどの収納する倉庫について　

は、町会館等との併設であれば助成を行ってきております。

　　市としては、だんじりは仝町民共有の財産であること、また、だんじ　　

りの祭礼という行事は、町民のコミュニティ意識やその連帯意識の高揚　　

を図ることに繋がります。

　　　したがって、これらの事案については、十分、地域住民のための施設　　

として理解できるもので、要綱の目的の趣旨に合致しているものと判断　　

し、助成対象としたものです。

（4）黒鳥第一町会館に関する件

　　本案件については、黒鳥町第一町会の会館として３階が町会の集会室　

で１階にだんじりの倉庫機能をもった町会館として申請を受理し交付決
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定を行ったものであります。

　この件に関しましても、若樫町の事案と同様に要綱の目的の趣旨に合

致しているものと判断し、助成対象としたものです。

第３　監査の結果

　１　事実関係の確認

　（1）補助金関連規定

　　　　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、寄付又は補助をすることができるとされている。

　　　　監査対象部局では、本件助成金の取扱いについて町会館等の整備費助　　　

成に関する要綱（以下「要綱」という｡）を定めており、その主な内容は、

　　　次のとおりである。

　　　　なお、要綱は平成18年４月１日に改正されているが、監査対象とされ　　　

ている助成金の交付決定は、改正前の要綱に基づき決定されている（大　　　

野町会の助成金の返還に関する規定は改正されていない）ことから、改　　　

正前の要綱の内容を掲載するものである。なお、当該要綱は、その附則　　　

において平成13年４月１日から施行するとされている。

　　　ア　目的

　　　　　要綱第１条において、この要綱は、市内町会・自治会（以下「町会」　　　　

という｡）が当該地域住民のために施設を整備する場合、予算の範囲内　　　　

においてその整備に要する費用の一部を助成し、もって地域住民のコ　　　　

ミュニティ活動の促進及び福祉の増進を図ることを目的とするとされ　　　　

ている。

　　　イ　助成対象事業

　　　　　要綱第２条において、この要綱により助成の対象となる施設整備事　　　　

業（以下「助成対象事業」という｡）は、町会が町民の集会及び会議等　　　　

に使用するための建物（以下「町会館等」という｡）の新築、増改築、

　　　　改修及び購入とし、助成の対象となる経費は、町会館等の整備に要す　　　　

る次に掲げる経費とするとし、助成対象経費を下記のとおり定めてい　　　　

る。
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　（ア）新築の場合　建設工事費と備品購入費

　（イ）増改築の場合　増改築部分にかかる建設工事費と備品購入費

　（ウ）改修の場合　改修部分にかかる工事費と備品購入費

　（エ）購入の場合　建物の購入費（改築費を含む）と備品購入費

　また､同条第２項において､対象除外の経費を次のとおり定めている。

　（ア）土地の買収及び整地に要する経費

　（イ）既存の建物の解体工事費

　（ウ）その他整備費として適当と認められない経費

ウ　助成金の額

　　要綱第３条において､助成金の額は､総事業費の３分の１以内とし、

　1,000万円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てると　

されている。

エ　助成の適用除外について

　　要綱第４条においいて、この要綱により助成を受けた町会は、助成　

を受けた年度を含めて10年の年度を経過するまでの間は、この要綱に　

よる助成を受けることができない｡ただし､既に助成を受けた町会で、

　助成金額が、その助成を受けた年度の限度額に満たない場合は、助成　

を受けた年度を含めて５年の年度を経過した後は、当該差額の範囲内　

において助成することができるとされている。

オ　交付申請等

　　要綱第５条において、助成金の交付を受けようとする町会は、助成　

金交付申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて市長に申請　

するものとし、次の書類を添付することを義務付けている。

　（ア）事業計画書（様式第２号）

　（イ）施設の位置図、配置図、平面図、立面図及び構造図

　（ウ）敷地の登記簿謄本及び土地公図の写し

　（エ）土地の権利を取得したことを証する書類

　（オ）工事見積書及び備品購入見積書写し

　（カ）その他市長が必要と認めた書類

　　また、同条第２項において、前項に定める申請書の提出後、当該事
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　　業計画に変更を生じたときは、速やかに助成金変更交付申請書（様式　　

第３号）により、市長に申請しなければならないとされている。

　カ　交付決定

　　　要綱第６条において、市長は、前条の規定により申請を受理したと　　

きは、審査のうえ助成金の交付の可否を決定し、その旨を助成金交付　　

決定書（様式第４号）により町会に通知するものとするとされている。

　キ　実績報告等

　　　要綱第７条において、町会が助成金交付決定に係る事業を完了し、

　　事業実績報告書（様式第５号）の提出があったとき、市長は現地調査　　

を行い適当と認めたときは助成金の額を確定し､助成金確定通知書（様　　

式第６号）により町会に通知するものとするとされている。

　ク　交付請求書の提出

　　　要綱第８条において、前条の助成金確定通知書を受理した町会は、

　　助成金交付請求書（様式第７号）を市長に提出し助成金の交付を請求　　

するものとするとされている。

　ケ　助成金の交付

　　　要綱第９条において、市長は、前条の助成金交付請求書を受理し、

　　審査のうえ適当と認めたときは、速やかに当該町会に助成金を交付す　　

るものとするとされている。

　　コ　助成金の返還

　　　要綱第10条において、市長は、町会が偽りその他不正な方法で申請　　　

し、又は助成金を目的以外に使用したと認めたときは、助成金の交付　　　

決定の一部又は全部を取消し、若しくは交付した助成金の返還を命ず　　　

ることがあるとされている。

（2）本件助成金の交付手続等

　　ア　手続の概要

　　（ア）大野町会について

　　　　大野町会は、平成18年６月20日、和泉市長に対し、同町会館の　　　

増築を目的とし､総事業予算額を2394万円として798万円の助成を　　　

申請した。これに対して和泉市長は、同月26日に798万円の交付を
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　決定し、同日その旨町会に通知した。

　　その後､大野町会は､平成18年７月28日、総事業費2394万円（工　

事費1879万1892円及び備品購入費514万8108円）で実施した旨の　

事業実績報告書等を提出し、同年８月11日付けをもって和泉市長か　

ら、同町会長名義の預金ロ座に助成金798万円が入金されていた。

　　監査対象部局は、同町会の助成金の不正受給に関する情報に接す　

るや直ちに調査を開始し、その事実を確認の上、正当に受給し得る　

適正な助成金額を査定するとともに、要返還額の自主返還について　

町会側と協議を重ねた結果､平成20年11月10日付で返遺命令書を　

送付し､平成20年12月10日に大阪和泉農協南横山支店を通じて返　

遊金521万8661円（利息を含む）が入金されていた。

（イ）北田中町会について

　　北田中町会は、平成17年５月23日、和泉市長に対し、同町会館　

出入口の段差解消を目的とし､総事業予算額を293万5480円として、

　97万8000円の助成を申請した。これに対して和泉市長は、同月25　

日に97万8000円の交付を決定し、同26日その旨町会に通知した。

　　その後､北田中町会は､平成17年５月30日、総事業費293万5480　

円（工事費151万2000円及び備品購入費142万3480円）で実施し　

た旨の事業実績報告書等を和泉市長に提出し、同年６月10日付けを　

もって和泉市長から､同町会会計名義の預金口座に助成金97万8000　

円が入金されていた。

　　なお、本件助成金の交付に先立ち、平成15年７月11日において　

同町会館の劣化補修を目的として改修工事を行い、156万9000円の　

助成金が交付決定されていることが認められた。

（ウ）若樫町会について

　　若樫町会は、平成16年11月15日、和泉市長に対し、同町会館付　

属倉庫の増築を目的とし、総事業予算額を2049万2808円として、

　683万円の助成を申請した。これに対して、和泉市長は、同月22日　

に683円の交付を決定し、その旨を町会に通知した。

　　その後、若樫町会は、同年11月24日、総事業費2049万2808円
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　　（工事費2049万2808円）で実施した旨の事業実績報告書を和泉市　

長に提出し、同年12月10日付けをもって和泉市長から同町会長名　

儀の預金口座に助成金683万円が入金されていた。

（エ）黒鳥第一町会への助成金の支出について

　　黒鳥第一町会は、平成16年３月22日、和泉市長に対し、同町会　

館の新築を目的とし､総事業予算額を3281万4265円として1000万　

円の助成を申請した。これに対して、和泉市は同月29日に1000万　

円の交付を決定し、同日その旨町会に通知した。

　　黒鳥第一町会は、平成16年３月29日、総事業費3281万4265円　　

（工事費3250万円及び備品購入費31万4265円）で実施した旨の事　

業実績報告書を和泉市長に提出し、平成16年４月16日付けをもっ　

て､和泉市長から同町会会計名義の預金ロ座に助成金1000万円が入　

金されていた。

２　判　断

　　以上のような事実関係の確認、監査対象部局の説明等に基づき、本件請　

求について次のように判断する。

　（1）本件各助成金支出の違法性の有無について

　　ア　大野町会への助成金の支出について

　　　　町会館等の整備費助成に関する要綱第10条は、「市長は、町会が偽　　　

りその他不正な方法で申清し、又は助成金を目的以外に使用したと認　　　

めたときは、助成金の交付決定の一部又は全部を取り消し、若しくは　　　

交付した助成金の返還を命ずることがある｡」と規定している。請求人　　　

は、今回の助成金返還を求めるにあたっての同条の解釈について、そ　　　

の趣旨から前段の一部の取り消しとは、補助事業の中で取り消すべき　　　

不正な補助事業が全体の補助事業の一部を構成するときに、それを対　　　

象として取り消しを行うことを指しているのに対し、市の返還命令は　　　

不正請求分の返還を求めたものであり、不正請求分という補助事業は　　　

存在しない以上、このような返還請求の方式はあり得ないと主張する。

　　　　また、実質的に考えても、詐欺まがいの悪質な不正申請に起因する
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補助金については、懲罰的意味合いも含め、その全額の返還を求める

のがふさわしいとも主張するものと解される。

　確かに、今回の一件は、その行為の悪質性に加え、報道によるイメ

ージダウンや､市行政への信用、町会と行政との信頼関係の失墜など、

その及ぼす影響は計り知れないところがあり、今後こうした不正を防

止するための制度の整備が望まれるところである。この点に関し、監

査対象部局は、現在、これまで実施されてきた他の町会館等の整備費

助成事業の見直しを行っている旨説明するが、出来るだけ早い時期に、

再発防止を目的とする対応策等の制定を考えるべきである。

　その一方、本件請求の対象となっている助成金については、現に町

会館の施設整備に充てられていること、そして同町会館は、町会の総

会開催時の会場として利用されているほか、同地域における各種レク

リエーション活動を行う場としても活用されていること、又、大阪府

警との協議の中で、今回不正請求された助成金については私的流用さ

れた事実がないこと（したがって刑事事件として立件する予定がない

との説明を受けている）、そして同町会より上記不正の事実を認め、今

後このようなことがないよう誓約する旨の書面の提出を受け、このよ

うな事実を確認の上、平成20年12月10日に、不正受給分と正当に受

給し得る適正な助成金額との差額521万8661円（早期返還に伴う利息

相当額調整後）の返還を受けていることが認められた。

　また、町会館等の整備費助成に開する要項第10条において、「若し

くは交付した助成金の返還を命ずることがある｡」と規定しているが、

この文面をそのまま読んだ場合に直ちに全部の返還を規定していると

までは解し難く、市は、まず交付決定の一部を取り消した上で、それ

に相当する補助金の返還を求めるという手続を踏んだ方がよかったの

ではないかと思料されるところであり、不正請求が発覚した後の市の

対応にも疑問が残るところでもある。

　以上の諸点を考え合わせると、監査対象部局においては、助成金交

付の申請時に提出された申請書類等をその段階でより慎重に検討すべ

きであり、単に形式上の書類チェックを実施しているにとどまるかの
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　ような事務手続を行ってきた点も見受けられ、交付を受ける団体との　

信頼関係も重要ではあるが、一方で、税金を原資とする補助金交付が　

適正に行われることを担保する上でも、例えば入札の導入を検討する　

など、透明性確保のための様々な仕組みを検討し、今後、当該助成事　

業自体が衰退するような事態に立ち至るようなことのないよう審査・　

チェック体制等を見直すとともに、助成金交付団体における助成金の　

執行状況に対する指導等を強化すべきである。

　　その上で、本助成金の返還を求めることについては、正当に受領し　

得るとして交付された助成金が、本来あるべき「地域住民のコミュニ　

ティ活動の促進及び福祉の増進」（同要綱第１条）に寄与する町会館の　

整備費に充てられており、その意味での不正はないことや、既に不正　

受給分か市に返還されていることから、この点において市に損害は発　

生していないというべきであり、全額の返還まで求める必要性は認め　

られない。

イ　北田中町会への助成金の支出について

　　北田中町会館においては、平成17年４月１日より５月21日にかけ　

て、入り口部分の段差を解消するためのスロープの整備工事が行われ　

ていた。しかし、こうした工事が助成対象となったのは、平成18年４　

月１日に要綱が改正されてからであり、助成が行われた平成１７年度　

時点では対象とされていなかったことから、請求人は、同助成事業が　

要綱に違反した違法なものであるとして、北田中町会に対し助成額全　

額の返還を請求するよう求めているものと解される。また、そもそも　

同町会館に対しては、平成15年７月11日に修繕工事を施工した際に　

も助成が行われており、最初の助成から１年10か月経過時点で助成を　

行うのは、適用除外を定めた同要綱第４条の規定にも反しており、や　

はり助成額全額の返還を請求すべきであると求めているものと考えら　

れる。

　　この点、監査対象部局は、同地区においては以前より高齢者等の利　

用が多く、それまで小学校で行われてきた投票を同会館にて行いたい　

等、同会館の利用を活性化させたいとの要望が寄せられていたところ
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であって、特に投票所としての利用を考える場合にはバリアフリー化

が必須となることから、緊急性を認めて助成を行った旨説明するが、

現地調査における同町会長からの説明も同旨であった。

　なお、この説明において、監査対象部局が緊急性を要すると判断し

た根拠は不明確ではあるが、当時の状況をみると、同年６月に市長選

挙を控えており、投票率向上という大きな目的を達成する一助となる

こと等も企図していたのではないかと推察される。　しかし、市民の税

金がその原資となる補助金の交付については、先にも述べたとおり公

平性を旨とし、行政の立場としては透明性の確保に重きをおいた執行

となるよう望まれるところである。具体的には補助対象となるべき事

業を要綱等で明確化した上で広く周知させ、さらに補助を行う際の手

続や適用除外となる要件等についても要綱に定めをおくのであれば、

その規定を厳格に適用すべきである。こう考えると、本助成事業の対

象となった町会館出入口の段差解消工事に対して、翌年の要綱改正を

待たずに助成を行ったことは、いかに緊急性が高いという認識をもっ

ていたとはいえ、拙速にすぎるとの印象はぬぐえず、また、同要綱第

４条が、一定要件を充足している場合でも５年間の空白期間をおくこ

とを求めているのに対し、１年10ケ月の間に２度の助成を行ったこと

は、明らかに要綱に違反した行為であると言わざるを得ない。また、

要綱違反が形式的であるとの監査対象部局の説明には首肯することが

できない。

　本事案では先にも述べたとおり、助成金交付の翌年に助成対象事業

として掲げられることとなる会館出入口段差解消工事に対して助成を

していること、ならびに適用除外とされる要件に該当するにも関わら

ず助成を行ったという点で、要綱違反にあたることは明らかであり、

たとえば要綱の改正を待って助成金を交付するか、あるいは適用除外

にあたることを当事者にも認識させた上で、なお助成が必要であると

するならば、その必要性を明示して適切な対応を検討する、といった

ことをその時点で慎重に検討し、実施すべきであったと考えられ、市

の事務処理過程に重大な瑕疵があったといわざるを得ない。
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　　ところで、このような要綱に違反した行為の効力について、最高裁　

判所の判例（最高裁大法廷　昭和53年10月４日判決、昭和50年（行　

ツ）第120号民集32巻７号1223頁））では、「行政庁がその裁量に　

任された事項について裁量権行使の準則を定めることがあっても、こ　

のような準則は、本来、行政庁の処分の妥当性を確保するためのもの　

なのであるから、処分が右準則に違背して行われたとしても、原則と　

して当不当の問題を生ずるにとどまり、当然に違法となるものではな　

い。処分が違法となるのは、それが法の認める裁量権の範囲をこえ又　

はその濫用があった場合に限られる」と判示している。ここにいう「準　

則」とは前段にあるとおり、行政庁にその裁量が任された事項につい　

て、裁量権行使に関して規定する内部的基準とでもいうべきものであ　

って、「町会館等の整備費助成に関する要綱」はまさにそれに該当す　

るものと考えられ、この最高裁判示に従えば、仮に要綱違反があって　

もその行政執行に合理的理由があるのであれば、直ちに違法とまでは　

いえないということになる。

　　以上のとおり判断した上で、助成金の返還を請求すべきという請求　

人の主張に対しては、要綱の改正が後手に回るなど、その事務処理の　

過程において不適切な面がみられたことについては反省を促さねばな　

らないが、監査対象部局においては、今後の対応について「要綱の見　

直し並びに運用についての細部の基準作りを行うべきであるものと考　

えている」と陳述で言及している点も踏まえ、また、当時の状況から　

推察される当該地域の固有の事情、ならびにこの工事が、当該地域高　

齢者の会館利用の促進に寄与するものであり、本要綱の目的である「地　

域住民のコミュニティ活動の促進及び福祉の増進」という本事業の行　

政目的に沿って支出されていることなど、一定の合理的理由が認めら　

れ、市に損害が生じているということもできないことから、その返還　

を求めることまでは相当でないと考える。

ウ　若樫町会及び黒鳥第一町会への助成金の支出について

　　両性に関する請求人の主張は、いずれもだんじりを保管する機能を　

有した施設の整備に対する補助に関したものであるととらえられるの
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で、一括して検討する。

　町会館等の整備費助成に関する要綱第２条は、「この要綱により助成

の対象となる施設整備事業（以下「助成対象事業」という｡）は、町会

が町民の集会及び会議等に使用するための建物（以下「町会館等」と

いう｡）の新築､増改築､改修及び購入とし､助成の対象となる経費は、

町会館等の整備に要する次に掲げる経費とする」と規定している。

　諸求人は、本助成金が交付された、だんじりを収納する機能を有し

た施設の整備は、同条が規定する「町会が町民の集会及び会議等に使

用するための建物（中略）の新築、増改築、改修」にはあたらないた

め、同要綱にしたがって補助されるべき事業ではなく、支出された助

成金を、直ちに市に返還させるよう主張するものと解される。

　この点、本事案に関して、現地調査、町会担当者からの意見を聴し

た結果において、次の事実が認められた。

　黒鳥第一町会の施設は1，2階が吹き抜けとなった３階建であり、１

階にはだんじりが収納されている。また、３階には集会に利用できる

畳敷きの約24畳の和室のほか、キッチン等が備え付けられていた。

　なお、同町会においては、これまで隣接するお寺を借りて集会を行

ってきたが、同施設が整備されたことにより、月に1～2回、多いとき

で60名程度を集めて集会等を行っているとのことであった。また、若

樫町会の施設には、既存の町会館に隣接する形で建築され、だんじり

のほかテーブル、椅子、消大設備等備品類が収納されていた。

　次に、本事案にかかる監査対象部局の説明では、市はこれまで、各

町会が整備する町会館とそれに附属する地域住民のための施設として、

町会の備品を入れる倉庫、災害時や町会行事で行われる炊き出しを行

う場所など多目的に利用できる倉庫、及び地域のコミュニティ活動の

活性化に大きく貢献し、文化的財産でもあるだんじり等を収納する倉

庫も、町会館等との併設であれば助成を行ってきている旨説明する。

そして本件施設については、だんじりの収納が可能であり、中諸段階

でそのように使われる可能性があることも認識していた旨説明する。

　また、「町会館等の整備費助成に関する要綱」第１条は、助成を行う
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目的として、「市内町会・自治会が当該地域住民のために施設を整備す

る場合、（中略）地域住民のコミュニティ活動の促進及び福祉の増進を

図ることを目的とする」と規定することから、だんじりが全町民共有

の財産であること、町民のコミュニティ意識やその連帯意識の高揚に

繋がることから、本要綱の趣旨とも合致しており、本施設整備に対し

て助成を行ったとも説明する。

　しかし、本要綱には、より細目を規定した運用指針等の定めはない

ため、要綱に規定された条文の字義通りに解釈し運用するのが適当で

あると考えられる。そうすると、本助成の対象となる事業は、要綱第

２条に掲げられているとおりであるが、担当者の異動があっても安定

した行政運営が行われること、特に補助金の交付には市民からの税金

も原資となっており、透明性を重視した運用が期待されていることな

どから、同条文は限定的に解釈すべきであると考えられる。

　とすれば、同条にいう「町民の集会及び会議等に使用するための建

物」という文言からは、コミュニティ活動の活発化が期待されるだん

じりを収納するための施設を含むという解釈を読み取ることは困難で

あり、要綱第１条に規定する助成の目的の趣旨と合致することから補

助対象になりうるという判断は、無理な拡大解釈であるというそしり

を免れ得ないところであり、仮にそのようなものを助成の対象とする

扱いが必要、妥当であったのであれば、規定の適法性はさておくとし

ても、そのような取り扱いを定めておくべきであったと言わなければ

ならない。

　しかしながら、黒鳥第一町会においては、現に町会等の集会機能も

有する施設の整備に助成金が充当されていること、また、若樫町会に

おいては、だんじりのほか、諸々の備品類が収納されている施設の整

備に助成金が充当されていること､更には､いずれの町会においても、

町会自身の資金も拠出しながら当該地域住民のための施設整備が行わ

れていることが認められ、また、他の目的物への流用、私的流用等は

認められないことから、交付された助成金が、地域住民のコミュニテ

ィ活動の促進及び福祉の増進に有効又は適切に使用されたということ
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も否定し得ないものであり、これらについて、助成金を交付すること

も公益上の必要がないとまではいえないものである。

　以上のとおり判断した上で、請求人の主張する補助金の返還につい

ては､要綱第10条に規定する「町会が偽りその他不正な方法で申請し、

又は助成金を目的以外に使用した」とまではいうことができないもの

であることから、その必要があるとは認められない。

３　結　論

　　以上の判断により、本件請求には理由がない。
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