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第１章 包括外部監査の概要 
 

１ 監査の種類 

  地方自治法第 252 条の 37 第１項、第 2 項及び第４項の規定による包括外部監査 

 

２ 監査対象とする事件名（テーマ） 

  特別会計における財務事務の執行及び経営に係る事業管理について 

 

３ 監査対象事件を選定した理由 

  特別会計は、地方自治法第 209 条第 2 項において「特定の事業を行なう場合その他特

定の歳入をもって特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合

において、条例でこれを設置することができる」とされ、富山市では 21 の特別会計（地

方公営企業会計が 4 事業、その他の特別会計が 17 事業）が設置されている。   

令和元年度の特別会計予算規模は、1,311 億円となっており、これら特別会計を設置す

る事業が、合理的かつ能率的に経営されることは、効率的な市政運営及び財政の健全化の

視点から重要性があると考えられる。 

なお、21 の特別会計うち、下記の条件から今回の監査対象事業を選定した。 

（1） 利用料収入等をもって収支採算が望まれる事業 

（2） 市債収入、公債費支出があり、かつ一般会計繰出金がないなど、監査の重要性が高い

と判断される事業 

（3） 過去の包括外部監査のテーマとの重複を避けるため、過去 10 年間の包括外部監査の

対象として取り上げられていない事業 

 

４ 監査対象事業 

（1） 財務に関する事務の執行について監査対象とするもの 

① 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 

（2） 財務に関する事務の執行並びに経営に係る事業の管理について監査対象とするもの 

  ① まちなか診療所事業特別会計 

② 企業団地造成事業特別会計 

③ 公設地方卸売市場事業特別会計 

④ 賃貸住宅・店舗事業特別会計 

 

５ 監査対象部局名及び所属名等  

（1） こども家庭部こども福祉課（母子父子寡婦福祉資金貸付事特別会計） 

（2） 福祉保健部まちなか総合ケアセンター（まちなか診療所事業特別会計） 
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（3） 商工労働部工業政策課（企業団地造成事業特別会計） 

（4） 農林水産部地方卸売市場（公設地方卸売市場事業特別会計） 

（5） 建設部市営住宅課・土木事務所建設課（賃貸住宅・店舗事業特別会計） 

 

６ 監査の着眼点  

（1） 事業実施に際しては、法令や規則、要綱等に準拠し、適正に執行及び報告が行わ

れ、実施事業内容の検証がなされているか。  

（2） 事業実施に際しては、効率的な経営が行われているか。またそれは適正な受益者負

担・事業収入の確保に繋がっているか。  

（3） 多額のインフラ資産を保有する特別会計等において、中⾧期的な視野に立った資産

管理が行われているか。  

（4） 経済環境の変化などに対応して、経済的かつ有効な行政運営となるように常に見直

しがなされ、持続可能な経営計画が策定されているか。  

（5） 市民及び利用者に対し、十分な情報が伝えられているか。  

 

７ 主な監査手続  

（1） 各特別会計等の事業について、担当者への質問、意見聴取及び書類の閲覧によりそ 

の概況を把握し、入手資料等により分析を実施した。  

（2） 法令、規則、要綱、要領等を閲覧し、これらに準拠して事業が運営されているか確

認した。  

（3） 関係台帳、帳簿、契約書、証拠証憑等を閲覧し、その運用方法について検討した。  

（4） 必要に応じて各特別会計等の事業場に赴き、現地視察及び担当者へのヒアリング、

書類の閲覧等により、事業実施状況について確認した。  

 

８ 監査対象年度 

平成 30 年度（平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで） 

ただし、必要に応じて他の年度についても監査の対象とした。 

 

９ 監査の実施期間 

  令和元年 6 月 1 日から令和２年 3 月 31 日まで 

 

10 包括外部監査人及び監査補助者 

  包括外部監査人 公認会計士  四十物 政憲 

  補助者     弁護士    坂木 寿和 

  補助者     税理士    笹倉 直人 

補助者     公認会計士  深井 克志 
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11 利害関係 

  包括外部監査の対象とした事件について、地方自治法第 252 条の 29 の規定により記載

すべき利害関係はない。   
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第２章 各監査対象特別会計に対する監査結果 
 

１ 指摘事項・意見の記載について 

監査対象とした特別会計について、担当所管課からのヒアリング調査、資料閲覧をも

とに、指摘事項（※１）、意見（※２）があるものについてはその該当する旨を<指摘事項

>、<意見>と記載した上で述べることとした。 

なお、文中の引用データについては、各項目及び合計ごとに千円未満四捨五入又は切

捨てを行っている。 

 

（※１） 指摘事項（富山市監査基準第 12 条第 3 項）…次のいずれかに該当すると認め

られる事項で、是正、改善等を要するもの。 

  

・ 法令（国の通達、通知を含む）に違反しているもの。 

但し、過誤の金額が 1 万円未満で単純な計算誤り等、その原因が軽易なもの

の場合は改善の指示とすることができる。 

・ 故意、過失又は怠慢によって市に損害が生じているもの。 

・ 予算を目的外に支出しているもの。 

・ 現金その他関係書類及び金券類の管理、取扱いが著しく不適切なもの。 

・ 前回までの監査で指摘とされた事項について、是正、改善等に向けての検討、

努力がなされていないもの。 

 

（※２） 意見（地方自治法第 199 条第 10 項）…監査の結果に基づいて必要があると認

めるとき、当該地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、監査の結果

に関する報告に添えて提出することができるもの。 
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２ 指摘事項一覧 

 

指摘事項 

番号 
事業 指摘事項 頁 

<指摘事項１> 
母子福祉資金 

等貸付事業 

（印鑑証明書の印影確認について） 

 確認をした貸付の中に、借用書添付の連帯保証人の印鑑証明書と押印

された印鑑の印影が異なっている事例が認められた。借用書添付の印鑑

証明書の印影を慎重に確認するべきである。 

35  

<指摘事項２> 
母子福祉資金 

等貸付事業 

（債権放棄の要件該当性の確認方法について） 

 破産廃止決定通知書の確認しか行われておらず、「当該債権について

裁判所により免責許可決定がなされ、これが確定した事実」を証する資

料の確認がなされていなかった事例が確認された。債権管理条例第９条

に規定する債権放棄事由の該当性について適正な審査が行われておら

ず、同規定に違反するため、改善がなされるべきである。 

44  

<指摘事項３> 
まちなか 

診療所事業 

（診療報酬の歳入時期） 

 国民健康保険団体連合会への 2 月診療請求分の調定は当年度２月に行

うべきである。同様に３月診療請求分は、当年度 3 月末日に調定を行う

べきである。 

63  

<指摘事項４> 
まちなか 

診療所事業 

（備品台帳登載数量と現品数量の差異があるもの） 

 備品台帳登載数量と現品数量の差異があるものが確認された。数量差

異を訂正すべきである。 

66  

<指摘事項５> 
まちなか 

診療所事業 

（備品台帳に単価が未記載のもの） 

 備品台帳上に番号あるが、単価が記載されていないものが確認され

た。単価を記載すべきである。 

68 

<指摘事項６> 
まちなか 

診療所事業 

（重要物品調書に未登載のもの） 

 取得価格が 80 万円以上であるにもかかわらず、重要物品調書に登載

されていないものが確認された。重要物品調書に登載すべきである。 

68  

<指摘事項７> 
まちなか 

診療所事業 

（標示票の添付がないもの） 

 取得価格が５万円以上の備品について、標示票が添付されていないも

のが確認された。取得価格が５万円以上であれば、標示票を添付すべき

である。 

68  
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３ 意見一覧 

 

意見番号 事 業 意   見 項 

<意見 1> 
母子福祉資金 

等貸付事業 

（貸付申請の添付書類について） 

 貸付規則第２条１項は、転宅資金貸付申請書には「賃貸借契約書又は使

用承認書の写し」を添付して市⾧に提出しなければならない旨を定めてい

る。今回、確認した申請書には、賃貸借契約書写し等の書類の添付がなさ

れていなかった。貸付規則に係る手続規定が遵守されるべきである。 

34  

<意見 2> 
母子福祉資金 

等貸付事業 

（借用書の作成日付の記載について） 

 今回確認した貸付の際に作成された借用書には、そのすべてに作成日付

が記載されていなかった。借用書の作成日付を記載すべきである。 

35  

<意見 3> 
母子福祉資金 

等貸付事業 

（借用書の写し等の交付について） 

 借用書については、その原本を担当課で保管しているものの、借受人、

連帯借主、連帯保証人のいずれに対しても、借用書の原本ないし写しのい

ずれも交付していないとのことであった。少なくとも債務者らに対し借用

書の写しを交付することが相当である。 

35  

<意見 4> 
母子福祉資金 

等貸付事業 

（督促手続の納付期限指定について) 

 納期限経過後から２０日以内に督促状を発送するという規定は概ね遵守

されていたものの、督促の日から２０日以内において納付すべき期限を指

定するという規定は遵守されていない（納付期限が２０日経過後に指定さ

れている）ものが少なからず認められた。債権管理規則の定めに沿った運

用が遵守されることが望ましい。 

36  

<意見 5> 
母子福祉資金 

等貸付事業 

（債務者の存在及び所在に関する調査等が行われていない事例) 

 債務者の相続人の調査が十分に行われていない事例や、連帯借主等に対

する所在調査や督促等が⾧期間行われていない事例が認められたが、今後

は調査の実施を検討することが相当である。 

36  

<意見 6> 
母子福祉資金 

等貸付事業 

（連帯債務者に対する時効中断措置がとられていない事例) 

 借受人に対しては「未納債務の承認及び償還確約書」の提出を受け時効

中断措置をとっているものの、連帯借主（連帯債務者）（催告書を送付し

ているため住所は判明しているものと思われる）に対して時効中断措置が

とられていない事例が１件認められた。他の連帯債務者（連帯借主）に対

しても、未納債務の承認等を求め、時効中断措置をとることが相当であ

る。 

37  
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意見番号 事 業 意   見 項 

<意見 7> 
母子福祉資金 

等貸付事業 

（一時償還請求の適切な活用について） 

 一時償還請求をすることが適当と認められる場合には、債務者側の事情に

配慮しつつも、一時償還請求を適切に活用し、債権の早期かつ確実な回収に

努めることが相当である。  

38  

<意見 8> 
母子福祉資金 

等貸付事業 

（一時償還請求に関する合意について） 

 借用書に、一定の事由に該当するときに一時償還の請求がなされる（期限

の利益を喪失する）場合があることを明記し、一時償還請求が合意内容に含

まれるかという点に対する疑義をなくすとともに、債務者に対しても貸付時

に十分な説明を行うことが相当である。 

38  

<意見 9> 
母子福祉資金 

等貸付事業 

（貸付停止事由等の把握方法について） 

 貸付停止事由が生じた場合の届出義務について、債務者等に事前に説明を

行うとともに書面を交付して十分な理解を得ること、貸付金の交付時期ごと

に在学状況等について確認することなどにより、貸付停止事由の発生を速や

かに把握できるよう、さらに方法を検討すべきである。 

40  

<意見 10> 
母子福祉資金 

等貸付事業 

（違約金の請求、免除手続きについて） 

 貸付を受けた者が支払期日に償還金を支払わなかった場合の違約金請求に

関する手続きについて、「災害その他やむを得ない理由により支払わなかっ

たこと」の事情を明記させ、これを証明する書類の提出を求め、「やむを得

ない理由」の有無を個別に検討した上で違約金免除の可否を判断すべきであ

る。 

41  

<意見 11> 
母子福祉資金 

等貸付事業 

（債務承認による時効中断について） 

 債務者から断続的に一部弁済を受けていながら、確実な時効中断措置をと

らずに債権の消滅時効援用を認めるに至った事例が確認された。確実に滞納

債権全体に対する時効中断効が得られるよう、統一的な指針を作成するな

ど、適切な債権管理がなされることが望ましい。 

45  

<意見 12> 
母子福祉資金 

等貸付事業 

（未成年者である子が連帯借主となる場合の子に対する請求について） 

 子が連帯借主となる契約に親権者である借受人が同意することは利益相反

行為にあたり、子が成年となった後に追認をしない限り請求できないとの見

解に基づき、追認する意思がないと考えられる子に対しての請求を断念し、

債権を放棄した事例が確認された。今後も、子の追認がなされない限り請求

を断念するという取扱いを継続することが相当（利益相反行為にあたる）か

否か、再度検討を行うべきである。 

47  
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意見番号 事 業 意   見 項 

<意見 13> 
まちなか 

診療所事業 

（備品台帳登載数量と現品数量の確認点検について） 

 現品数量の確認点検について定期的実査の規定がなく、数量差異の発生

原因は人的なカウントミスである。実査の規則等の整備及び効率的な現品

確認方法の確立を検討すべきである。 

66  

<意見 14> 
まちなか 

診療所事業 

（医療用器具についての標示票添付方法について） 

 医療用器具は当然カバーやケースに保管されていて、機器本体への添付

に使用上の支障があるのであれば、ケース等に添付すべきである。 

68  

<意見 15> 
まちなか 

診療所事業 

（寄附により受入れた物品の管理について） 

 寄附による受入で番号及び単価の記載がないものが確認された。寄附に

よる受入金額（評価価格）の記載は、富山市物品管理規則第 11 条の規定

では明記されていないとのことである。寄附で取得し、所有した物は、市

にとって大切な備品であり、物品管理規則を変更するなど、備品台帳に登

載するよう検討すべきである。 

69  

<意見 16> 
まちなか 

診療所事業 

（初度調弁として購入する物品を備品として取扱う必要性について） 

 20,000 円未満の物品であっても「特殊施設で初度調弁として購入する物

品」に該当する場合は物品取扱要領第 2 条（2）号の規定により備品台帳

に記載することとされている。財産価値の小さな物を管理するのは徒に事

務効率を悪くするため、この物品取扱要領第 2 条（2）号の削除を検討す

べきである。 

71  

<意見 17> 
まちなか 

診療所事業 

（リース資産の経理並びに管理について） 

 リース資産については物品管理要領等に規定がなく、管理がなされてい

ない。リース資産は富山市の所有では無いが、富山市が管理責任を負い、

返還義務を負うもので、中途解約禁止や、中途解約に伴う損害金の発生す

るリース契約は物品台帳への登載規定はないものの、リース物品管理要領

の規定整備とともに、リース資産台帳の作成を検討すべきである。 

71  

<意見 18> 
まちなか 

診療所事業 

（備品台帳の信頼性確保と固定資産台帳） 

 富山市は、備品台帳を作成後、その情報を翌年度に固定資産台帳システ

ムに入力している。将来的に、備品台帳システムの作成時には、固定資産

システムとの連動を視野に検討すべきではあるが、先ず始めに、備品の出

納、保管、点検等に関して規則、要綱等の検討や整備とともに、管財課が

各部局に具体的な指導を定期的に行うことにより、備品台帳の信頼性を確

保すべきである。 

72  
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意見番号 事 業 意   見 項 

<意見 19> 
まちなか 

診療所事業 

（収支採算検討・予測について） 

 平成 31 年度（令和元年）の予算金額をベースにすると、一般会計繰入

金をゼロとするには、31 年度予算診療収入の 1.39 倍が必要となる。まち

なか診療所事業会計の実質赤字は、止むを得ないと考えるものでなく、黒

字化を期待したい。診療収入の 1.39 倍の達成は容易ではないが、まちな

か診療所の周知に努めるとともに、医師、看護師等スタッフの補充、整備

に努め、中期計画を策定し地域全体の在宅医療の充実、発展に努めること

を期待する。 

75  

<意見 20> 
企業団地 

造成事業 

（団地造成プロジェクトの採算性等の検討について） 

 プロジェクトごとの採算性が不明確であり、その分譲、賃料価格の設定

及び効果の検証などが十分に検討されていない。プロジェクト別の個別原

価計算の実施、専門知識を有する第三者機関の設置など、採算性に関する

検討を十分に行うべきである。 

 85 

<意見 21> 
企業団地 

造成事業 

（市民への説明責任） 

 多額の市負担金を拠出しているにもかかわらず、プロジェクトごとの収

支や経済効果について市民への説明がなされていない。市のホームページ

に掲載するなど、説明責任を果たす必要がある。 

 87 

<意見 22> 
公設地方卸売 

市場事業 

（適正な市場使用料の設定について） 

 市場における施設使用料及び売上高使用料収入について当初設定した金

額から見直しがされておらず、古いものは市場開設時の昭和 48 年から変

更されていない。適正な使用料を見直し、経営収入を確保することで、必

要のない繰入金を繰り入れることのないよう努める必要がある。 

 113 

<意見 23> 
公設地方卸売 

市場事業 

（使用料算定根拠資料の保管について） 

 施設使用料、売上高使用料は本市場の基盤となる重要な収入源であるに

も関わらず、その決定までの経緯が不明である。使用料の算定根拠をしっ

かりと作成・保管していくことが必要である。 

 113 

<意見 24> 
公設地方卸売 

市場事業 

（再整備構想に関する考察） 

 再整備の建築にかかる費用や、新たな市場の管理にかかる費用、余剰地

有効活用による収入など総合的に勘案し、専門家のアドバイスを受けるな

どした上で、適正な使用料等を充分に議論、検討して決定する必要があ

る。 

 114 
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意見番号 事 業 意   見 項 

<意見 25> 
公設地方卸売 

市場事業 

（市場使用料の減免申請適用基準について） 

 減免申請について、その減免の可否判断及び減免率についての基準が

なく、公平性・客観性が保たれていない。どういった場合にどの程度減

免するかについてガイドラインを作成するなど、その運用は慎重かつ厳

格に行うべきである。 

 114 

<意見 26> 
公設地方卸売 

市場事業 

（売上高使用料からの減免について） 

 卸売業者に対する減免については、売上高使用料からそれぞれ減免さ

れている。売上高使用料から減免することで必要以上の過大な減免又は

十分でない減免を行うことになってしまう。売上高使用料ではなく、施

設使用料に対して個別に減免率を設定することで減免を行うべきであ

る。 

 115 

<意見 27> 
公設地方卸売 

市場事業 

（減免申請時の添付資料について） 

 減免申請時には、申請書のほかに決算書、要約された過去 5 年分の営

業実績や業績予想が添付されているが、それだけでは不十分である。業

者の財務状況を確認するために必要な書類は、可能な限り提出を求める

べきである。 

 116 

<意見 28> 
公設地方卸売 

市場事業 

（開設者の監督責任について） 

 仲卸業者に対して行う改善措置指導において、一部の業者に提出させ

るべき書類が未提出の状態であった。適正な指導を行うため、速やかに

提出させるべきである。 

 116 

<意見 29> 
賃貸住宅・ 

店舗事業 

（入居資格の確認について） 

 市税の滞納状況のチェック欄について、非該当のため未記入のもの

や、確認は行っているがチェック欄への記入が漏れているものがあっ

た。適正な入居資格の確認手続きが行われたことを事後検証ができるよ

うに非該当欄や摘要欄を設けるなどするとともに、上位者が申込書を再

確認するなどしてチェック欄の記入漏れを防ぐ必要がある。 

 137 

<意見 30> 
賃貸住宅・ 

店舗事業 

（同居の承認及び入居の承継） 

 同居承認申請書及び入居承継申請書の提出失念の防止や不正入居に対

する牽制のため、「未届けの場合は退去事由にあたる」ことを記載した

書面にて、年に 1 回は全ての入居者について同居人の異動や入居承継の

有無の確認を行うべきである。 

 140 
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意見番号 事 業 意   見 項 

<意見 31> 
賃貸住宅・ 

店舗事業 

（明け渡し請求について） 

 本来の賃借人が亡くなった後、同居人が条例に基づく入居の承継手続きを行

なっていないなどの条例違反があったことに加え、家賃滞納から 10 か月後と

なってから明け渡し請求を行っている事案が確認された。法的措置の対象者に

も該当するような場合については速やかに明け渡し請求をすべきである。ま

た、条例又は条例に基づく規則に違反して入居している者に対しては、即時退

去等厳しい姿勢で臨む必要がある。 

 142 

<意見 32> 
賃貸住宅・ 

店舗事業 

（家賃の徴収及び督促に関する事務について） 

 1 年以上の⾧期家賃滞納について、いずれも連帯保証人がいない状況で発生

している。連帯保証人の状況変化を速やかに把握するため、定期的に入居者に

書面で確認を行い、必要がある場合には連帯保証人変更・追加申請書の提出を

求めるべきである。また、連帯保証人の確保が困難な場合も想定されるため、

法人保証（家賃債務保証会社等による保証）の導入を検討する必要がある。 

 147 

<意見 33> 
賃貸住宅・ 

店舗事業 

（奥田団地について） 

 奥田団地については、現行の耐震基準を満たしていないことが判明してい

る。耐震改修工事の実施を予定しているが、工事の実施は入居者の転居が前提

となっており、賃貸住宅で 78 戸、賃貸店舗で 18 戸がいまだ入居している。

管理費や修繕費は固定的に発生するため収支は今後悪化していくと考えられ、

何よりも人の安全にかかわる問題である。転居同意者の転居先の家賃を補助す

るなどして転居が促進されるようにする必要がある。 

 149 

<意見 34> 
賃貸住宅・ 

店舗事業 

（賃貸住宅・店舗事業特別会計の歳入歳出の状況） 

 賃貸住宅・店舗事業特別会計に係る試算を行ったところ、奥田団地を今後ど

のように継続していくかにより収支の状況は大きく変わることになる。賃貸住

宅事業は「街づくり」の面もあり収支の状況のみで判断すべきものではない

が、当該団地は建設から 50 年余りを経過しており、市民の賃貸住宅へのニー

ズも当時とは大きく異なっているものと考えられる。また、現在は民間の賃貸

住宅が増加しており、市として多額の改修費を投じて賃貸住宅事業を行うこと

が公益上必要であるかについては、改めて検討をする必要があると考えられ

る。民間で代替できるものは、民間事業者の資金、経営能力や技術的能力を最

大限に活用すべきであり、市として当該賃貸事業を継続する必要性については

改めて検討をする必要がある。 

 155 
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意見番号 事 業 意   見 項 

<意見 35> 
賃貸住宅・ 

店舗事業 

（入居率の改善について） 

 特定公共賃貸住宅及び地域特別賃貸住宅の平成 31 年 3 月末での入居率は

61.5％に止まっており、なかには 9 年以上空室となっているものもある。準

特定優良賃貸住宅への用途変更やシルバーハウジングとしての機能を付加す

るなどして市民のニーズに柔軟に対応し、市の財産である賃貸住宅を有効に

活用すべきである。 

 157 

<意見 36> 
賃貸住宅・ 

店舗事業 

（特定公共賃貸住宅の家賃について） 

 特別会計として事業継続が困難となることが見込まれる場合には、入居者

負担額の増額も選択肢として検討すべきである。賃貸住宅・店舗事業は、特

別会計として独立採算制が取られており、契約家賃から減額した金額をもっ

て入居者負担額としていてもその時点で税負担が生じているわけではない

が、将来的に建物の除却等で税負担が想定される場合には、実質的に税金で

家賃補助を行っていることとなる。その場合、中堅所得者層に対して実質的

に家賃補助することの必要性・公平性・有効性を改めて検討する必要があ

る。 
 

 159 
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<母子福祉資金等貸付事業特別会計> 

１ 事業の概要 

（1） 事業内容 

① 母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度は、母子・父子・寡婦（配偶者のない女

子であって、かつて配偶者のない女子として民法第８７７条の規定により児童を扶

養していたことのあるもの）に対して、その経済的自立の助成と生活意欲の助⾧を図

り、あわせてその扶養している児童の福祉を増進することなどを目的として、各種資

金の貸付を行う事業である。なお、同貸付事業には、政令で定める事業を行う母子・

父子福祉団体であってその事業に使用される者が主として母子・父子・寡婦のいずれ

かであるもの又はこれらの者の自立の促進を図るための事業として政令で定めるも

のを行う母子・父子福祉団体に対し、その事業に資金を貸し付けることも含まれてい

る。    

 

② 同事業は、基本的には都道府県が行う事業であるが、特例により中核市は、都道府

県が処理することとされている事務を処理できるものとされており（母子及び父子

並びに寡婦福祉法第４６条）、富山市が本件事業の事務処理を行っている。 

 

（2） 事業の主な根拠法、関連法規等 

・母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）（以下「母子福祉法」

という。） 

・母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令（昭和３９年政令第２２４号）（以下「施行令」

という。） 

・母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則（昭和３９年厚生省令第３２号） 

・富山市母子父子寡婦福祉資金貸付規則（平成１７年富山市規則第９５号）（以下「貸

付規則」という。） 

・その他、富山市では、具体的な貸付手続等について、「富山市母子福祉資金及び寡婦

福祉資金貸付内規」（以下「貸付内規」という。）等を定めている。 

  

（3） 沿革 

 母子福祉資金の貸付制度は、母子家庭の経済的自立を図る制度として、昭和２８年度

から実施されている。また、父子福祉資金貸付制度については、平成２６年に制度が設

けられ、寡婦福祉資金貸付制度については、昭和４４年度から予算措置として制度が実

施されていたが、昭和５７年度から母子福祉法の一部改正により法律に基づく貸付制

度に改められている。 

なお、富山市の本事業は、平成８年４月、富山市が中核市となったため、富山県（児
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童家庭課）が担当していた業務を事務移管し引継いだものである。 

 

（4） 所管課の組織、人員等 

 本事業については、富山市こども家庭部こども福祉課が所管しており、同課のこども

福祉係９名のうち２名が事務を担当している。 

 

（5） 貸付制度の概要 

①  目的 

母子父子寡婦福祉資金貸付制度は、母子・父子・寡婦等に対して、その経済的自

立の助成と生活意欲の助⾧を図り、あわせてその扶養している児童の福祉を増進す

ることなどを目的としたものである。 

 

② 貸付資金の概要 

貸付資金の種類、貸付対象等は以下のとおりである。 

 

平成３１年度母子父子寡婦福祉資金貸付金の概要 

（平成３１年４月１日から適用） 

（貸付対象については、「母子寡婦福祉ハンドブック」参照） 

（貸付限度額に係る別表１、２は省略） 

 

  



15 

 

 

資金の種類 貸付限度額 貸付期間 据置期間 償還期限
利　率

※連帯保証人を
立てない場合

事業開始資金 母子家庭の母   2,870,000円 １年 ７年以内 年１．０％

父子家庭の父

寡婦 団体貸付

母子・父子福祉団体 4,320,000円

事業継続資金 母子家庭の母  1,440,000円 ６ヶ月 ７年以内 年１．０％

父子家庭の父

寡婦 団体貸付

母子・父子福祉団体 1,440,000円

修学資金 母子家庭の母が扶養する児童又は子  （別表１） 就学期間中 20年以内 無利子

父子家庭の父が扶養する児童又は子 のとおり

父母のない児童

寡婦の被扶養者

技能習得資金 母子家庭の母 月額　68,000円 20年以内 年１．０％

父子家庭の父

寡婦 特別

一括 816,000円

運転免許

　　　460,000円

修業資金 母子家庭の母が扶養する児童又は子 月額　68,000円 20年以内 無利子

父子家庭の父が扶養する児童又は子 　  

父母のない児童 特別

寡婦の被扶養者 　 460,000円

就職支度資金 母子家庭の母又は児童    100,000円 １年 ６年以内

父子家庭の父又は児童

父母のない児童 特別

寡婦    330,000円

医療介護資金 母子家庭の母又は児童 医療 ５年以内 年１．０％

父子家庭の父又は児童    ３40,000円

(介護の場合は児童を除く） 特別

寡婦    480,000円

介護

   500,000円

生活資金 母子家庭の母 ①月額 技能修得

父子家庭の父     141,000円 20年以内

寡婦 医療介護

５年以内

生活安定貸付

８年以内

失業

５年以内

住宅資金 母子家庭の母  1,500,000円 ６ヶ月 ６年以内 年１．０％

父子家庭の父

寡婦 特別 特別

 2,000,000円 ７年以内

転宅資金 母子家庭の母    260,000円 ６ヶ月 ３年以内 年１．０％

父子家庭の父

寡婦

就学支度資金 母子家庭の母が扶養する児童又は子  （別表２） 就学20年以内無利子

父子家庭の父が扶養する児童又は子 のとおり

父母のない児童

寡婦の被扶養者

結婚資金 母子家庭の母    300,000円 ６ヶ月 ５年以内 年１．０％

父子家庭の父

寡婦

６ヶ月 ３年以内 無利子

年１．０％

養育費取得のた
めの裁判費用に
ついては、無利子
枠48万円②～④

     105,000円

母及び父が生計
中心者でない場
合は月額70,000

円
生活安定期間の
貸付は７年を経
過するまでの期
間中、合計252
万円を限度とす
る。また、生活安
定期間中の養育
費の取得のため
の裁判費用につ
いては、
1,236,000円

貸　付　対　象　等

事業を開始するのに必要な設
備費、什器、機械等の購入資
金

現在営んでいる事業を継続す
るために必要な商品、材料等
を購入する運転資金

住宅を建設し、購入し補修し、
保全し、改築し、又は増築する
のに必要な資金

知識技能修得
後１年

就職するために直接必要な被
服、履物等及び通勤用自動車
等を購入する資金

知識技能修得
後１年

自ら事業を開始し又は就職す
るために必要な知識技能を修
得するために必要な資金
就業を容易にするために高等
学校に修学する場合にその修
学及び入学に必要な資金

知識技能を修得
する期間中５年
を超えない範囲
内

①知識技能を修得している間

②医療・介護を受けている間

③母子家庭及び父子家庭に
なって７年未満の母及び父の
生活を安定・継続する間（生活
安定貸付期間）

④失業中の生活を安定・継続
するのに必要な生活補給資金

①5年以内
②１年以内
③事由発生から
７年以内
④離職した日の
翌日から１年以
内

知識技能修得
後、医療・介
護終了後又は
生活安定期間
の貸付若しく
は失業中の貸
付期間満了後
６ヶ月

2019年11月1日
から2020年1月
31日までの間

高等学校、大学、大学院、高
等専門学校、専修学校に就学
するための授業料、書籍代、
交通費等に必要な資金

当該学校卒業
後６ヶ月

年１．０％（対象が
児童以外）

無利子（対象が児
童の場合）

専修学校一
般課程５年以

内

医療・介護（当該医療又は介
護を受ける期間が１年以内の
場合に限る）を受けるために必
要な資金

医療・介護を
受ける期間を
満了後６ヶ月

事業を開始し又は就職するた
めに必要な知識技能を修得す
るために必要な資金

知識技能を修得
する期間中5年
を超えない範囲
内

父母のない児童
に貸し付ける場合
は保証人が必要

臨時児童扶養
資金

児童扶養手当の支払回数の見
直しによる支給制限の適用期
間の変更に伴い、増額分の支
払時期が従来の12月から2020
年1月となる受給者の生活を考
慮した資金

2019年11月分の児童

扶養手当の額に相当

する額に３を乗じて得

た額から同年10月分

の児童扶養手当の額

に相当する額に３を乗

じた額を控除した額

母子家庭の母・父子家庭の
父・寡婦が扶養している児童
等の婚姻に際し必要な経費

住宅を移転するため住宅の賃
借に際し必要な資金

就学、修業するために必要な
入学金、被服等の購入に必要
な資金

当該学校卒業
後（児童が義
務教育終了前
のときは終了
後）６ヶ月

専修学校一
般課程修業
施設５年以内

・2019年7月31日までに児童扶養手当法第６条第１項の

規定による認定の請求をした者であること

・臨時児童扶養資金の貸付けの申請の際に現に児童扶

養手当の支給を受けている者であること

・2019年8月分の手当の額が、同年11月分の児童扶養手

当の額に相当する額未満であること
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③ 貸付制度の利用状況 

平成２６年度から平成３０年度にかけての貸付制度の利用状況については、以下

のとおりである。福祉貸付金については、その貸付件数及び貸付金額は、いずれも増

加傾向にある。なお、平成２８年度に修学資金の貸付金が大幅に増加しているが、こ

れは同年度から修学資金の貸付限度額が 1.5 倍程度増額されたことが影響している

ものと考えられる。 

 

貸付実績年次推移（平成２６年度～平成３０年度） 

     （単位：千円） 

資金名 
平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 

事業開始資金                     

事業継続資金                     

修学資金 31 15,469 34 18,079 41 23,576 39 24,353 49 32,649 

技能習得資金 2 960 1 480 1 816 1 384     

修業資金                 4 1,968 

就職支度資金                     

医療介護資金                     

生活資金 1 412 1 846 1 206 3 1,453 3 2,432 

住宅資金     1 1,500             

転宅資金 1 260     2 468 1 190 1 176 

就学支度資金 13 2,619 10 2,784 5 1,119 15 2,946 9 1,574 

結婚資金                     

計 48 19,720 47 23,689 50 26,185 59 29,326 66 38,799 
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④ 貸付残高の推移 

平成２６年度から平成３０年度までの母子等福祉資金の貸付残高の推移は以下の

とおりである。 

 

富山市母子父子寡婦福祉資金貸付残高推移表 

（単位：円） 

対象年度 平成２６年 平成２７度 平成２８年 平成２９年 平成３０年 

３月末残高 79,321,280 90,504,353 108,415,691 124,073,444 144,997,744 

前年比増減 △442,217 11,183,073 17,911,338 15,657,753 20,924,300 

 

⑤ 歳入歳出の推移状況 

ア 母子等福祉資金貸付制度の運用においては、特別会計を設けることが義務づけ

られており（母子福祉法第３６条１項）、その特別会計においては、一般会計から

の繰入金、国からの借入金、福祉資金貸付金の償還金及び附属雑収入をもってその

歳入とするものと定められている（同条２項）。また、歳出については、福祉資金

貸付金、国への償還金、一般会計への繰入金及び貸付けに関する事務に要する費用

をもってその歳出とするものと定められている（同条２項）。 

 

イ 歳入歳出状況 

平成２６年度から平成３０年度にかけての市の福祉資金貸付金における歳入歳

出状況は、以下のとおりである。 

     前述したとおり、福祉貸付金の貸付件数及び貸付金額は増加傾向にあり、これに

伴い「歳出」は年々増加している。そのため、市から福祉貸付金の財源として特別

会計に繰り入れられる金額が増加し、同繰入金額の２倍に相当する金額を自治体

に貸し付けるものとされている国からの貸付金（母子福祉法第３７条１項）も増

加していることから、「歳入」も増加傾向にある。 

また、平成２９年度以降は、「歳入」のうち「諸収入（償還金利子、違約金）」が

０円となっているが、これは後述するように、平成２９年度以降、平成２３年３月

３１日以前の借用書に基づく貸付に対して違約金の請求を行っていないことが影

響しているとのことであった。 
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母子父子寡婦福祉資金貸付金 歳入歳出年次推移 

（単位：円） 

区  分 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

１ 歳入 31,098,853 32,739,179 29,393,907 40,513,677 48,426,408 

内
訳 

一般会計繰入金 1,594,390 2,000,000 2,450,000 7,167,831 6,760,055 

貸付金充当額 1,500,000 2,000,000 2,450,000 7,110,000 6,010,000 

事務費充当額 94,390 0 0 57,831 750,055 

前年度繰越金 9,935,759 11,263,616 8,981,736 3,099,299 11,105,477 

諸収入(預金利子) 5,408 1,480 0 0 2 

諸収入(償還金元

利収入) 
16,436,696 15,316,383 12,918,871 16,026,547 18,500,874 

諸収入(償還金利

子、違約金) 
6,600 157,700 143,300 0 0 

諸収入(一時償還

金) 
120,000 0 0 0 0 

諸収入(過払い返

還金) 
0 0 0 0 40,000 

市債(国庫貸付金) 3,000,000 4,000,000 4,900,000 14,220,000 12,020,000 

２ 歳出 19,835,237 23,757,443 26,294,608 29,408,200 39,571,428 

内
訳 

貸付金 19,719,898 23,689,398 26,185,176 29,325,932 38,798,746 

事務費 115,339 68,045 109,432 82,268 772,682 

国庫償還金 0 0 0 0 0 

一般会計繰出金 0 0 0 0 0 

剰余金（１−２） 11,263,616 8,981,736 3,099,299 11,105,477 8,854,980 
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２ 貸付事業に係る手続について 

（1） 貸付事業に係る手続規定等 

貸付の対象者、貸付の要件・手続等については、国により母子福祉法や施行令等が定

められているが、そのほか、市では以下のような規則等が定められている。 

・富山市母子父子寡婦福祉資金貸付規則 

・富山市母子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付内規 

・富山市母子父子寡婦福祉資金貸付金事務処理マニュアル（平成２４年３月作成、平

成２９年３月改定）（以下「事務処理マニュアル」という。） 

 

すなわち、貸付規則には、各種貸付資金ごとに、貸付等に必要な手続や申請書類等の

書式、申請書類や借用書等に必要な添付書類等が定められており、各種資金共通の主な

貸付要件等については、貸付内規に定められている。また、その他各種資金別の貸付要

件や貸付事務等については、事務処理マニュアルに詳細に定められている。 

 

（2） 貸付要件について 

貸付対象等の貸付要件の概要については、前掲した「平成 31 年度母子父子寡婦福祉

資金貸付金の概要」のとおりであるが、さらに市では貸付内規において、「借受人とな

り得る者」及び貸付に伴い連帯保証人を必要とする場合の「連帯保証人となり得る者」

の要件について、以下のように定めている。 

 

借受人の要件（富山市母子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付内規） 

借受人となる者は次に掲げる要件を満たす者とする。 

①富山市に在住していること 

②原則６５歳未満であること 

③就業しており、定期的な収入が見込まれること 

④当該貸付を受けるにあたり、同種の資金を国、地方公共団体等から借りていない場

合。また、今後借りる予定がないこと 

⑤各種負債（母子寡婦資金貸付金を含む）の１ヶ月の返済合計額が、申請者の月収の

３０％以内であること 

⑥市税等の市に納付するものに滞納がないこと 

⑦過去に母子寡婦福祉資金貸付金の償還を滞納した経歴がないこと 

⑧目的外に使うおそれがないこと 

⑨破産申立を行っている場合は、免責決定を受けていること 

⑩外国人の場合は、外国人登録がなされ、現在地に６ヶ月居住し、永住の見込みがあ

ること 
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連帯保証人の要件（富山市母子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付内規） 

 貸付を受けるためには、原則として連帯保証人を１名たてるものとする。連帯保証

人となる者は次に掲げる要件を満たす者とする。 

①県内に１年以上居住している者で、原則として日本国籍を有すること 

②一定の職業を持ち、月収が１０万円以上であり６５歳以下であること 

③該当貸付金の返済に応ずる資力を有すること 

④同一世帯に属しない親族であること 

 

（3） 償還の猶予、免除制度について 

① 償還猶予について 

ア 償還猶予手続について 

施行令第１９条１項では「災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由によ

り、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金を支払うことが

著しく困難になったと認められるとき」などには、償還金の支払を猶予することが

できるものと定められており、これを受けて貸付規則第１０条では、償還猶予手続

について定めている。 

 

イ 償還猶予の状況について 

平成２６年度から平成３０年度にかけての償還猶予の状況は以下のとおりであ

る。 

 

償還猶予状況（平成 26 年度～平成 30 年） 

  H26 H27 H28 H29 H30 

人数（人） 1 1 1 0 0 

金額(円) 307,200 89,304 203,964 0 0 

 

② 償還免除について 

ア 償還免除手続について 

母子福祉法第１５条では「貸付金の貸付けを受けた者が死亡したとき、又は精神

若しくは身体に著しい障害を受けたため、当該貸付金を償還することができなく

なったと認められるとき」に、議会の議決を経て、償還未済額の全部又は一部の償

還を免除することができると規定しており、これを受けて、貸付規則第１１条では

償還免除申請の手続について定めている。 
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イ 償還免除の状況について 

平成２６年度から平成３０年度までの間に償還免除がなされた件数は０件であ

った。 

 

③ 違約金免除について 

ア 違約金免除手続について 

施行令第１７条では、貸付けを受けた者が、支払期日に償還金を支払わなかった

場合などに違約金を徴収することを定めるとともに、同条ただし書きで、「当該支

払期日に支払わないことにつき、災害その他やむを得ない理由があると認められ

るときは、この限りではない」と規定している。 

これを受けて、貸付規則第９条２項では違約金免除の申請手続について定める

とともに、「富山市母子父子寡婦福祉資金貸付金の償還金の違約金免除に関する取

扱い要領」を定め、施行令第１７条ただし書きの「災害その他やむを得ない理由が

あると認められるとき」に該当する事由を列挙し、違約金の免除基準について定め

ている。 

 

イ 平成２６年度から平成３０年度にかけての違約金収納状況及び違約金免除の状

況は以下のとおりである。 

 

     違約金収納額（平成 26 年度～平成 30 年度） 

  H26 H27 H28 H29 H30 

件数（件） 2 4 4 0 0 

金額（円） 6,600 157,700 143,300 0 0 

 

違約金免除状況（平成 26 年度～平成 30 年度） 

  H26 H27 H28 H29 H30 

人数（人） 2 0 0 1 2 

金額（円） 93,000 0 0 759,400 2,150,400 

 

 

 

  



22 

 

（4） 貸付の停止、一時償還の制度について 

① 貸付停止制度について 

ア 施行令第１２条１項では、「母子修学資金の貸付により修学をしている者が、死

亡し、又は修学をすることをやめたとき」などに、将来に向かって貸付を停止でき

ることを定めている。 

これを受けて、貸付規則第１３条２項では、施行令第１２条等の資金の貸付けが

将来に向かってやめられるべき事由（貸付停止事由）が生じたときは、借受人等に、

速やかに市⾧へ届け出ることを義務付けている。また、貸付規則第１４条では、市

⾧は、必要があると認めるときは、借受人等に対し、貸し付けた資金の使途につい

て報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる旨が定められて

いる。 

  

イ 平成２６年度から平成３０年度の間に、上記施行令に基づき貸付停止がなされ

た事例は、１件であった。これは、修学者の母（借受人）からの報告により、修学

資金の貸付により修学している者が退学したことが分かったところ、借受人から

貸付規則第７条に基づき貸付辞退の申し出がなされ、施行令第１２条１項に基づ

き将来に向かって貸付の停止がなされたものである。なお、既貸付金については、

借受人の申し出により一括償還がなされている。 

 

 ② 一時償還請求について 

   ア 施行令第１６条では、母子福祉資金の貸付けを受けた者が、「貸付金を貸付けの

目的以外の目的に使用したとき」、「偽りその他不正な手段により貸付けを受けた

とき」、「償還金の支払いを怠ったとき」等に該当する場合には、貸付金の全部又は

一部につき、一時償還を請求することができるものと定められている。 

   これを受けて、貸付規則では、施行令第１６条３号から５号の一時償還事由が生

じた場合の届出義務（第１２条２項３号）や市⾧による貸付金の使途に関する報告

徴収等（第１４条）について定められている。 

  

イ 平成２６年度から平成３０年度の間に、一時償還請求がなされた事例は０件で

あった。 
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３ 債権の管理について 

  福祉貸付金は、市の債権（金銭の給付を目的とする市の権利）であるところ、市の債権

の管理・回収の方法、状況等の概要についても、以下に簡単に述べておく。 

 

（1） 市の債権管理一般について 

① 富山市の債権管理に関する主な法規等 

・「富山市債権管理条例」（平成２２年富山市条例第４号）（以下「債権管理条例」

という。） 

・「富山市債権管理条例施行規則」（平成２２年富山市規則第４号）（以下「債権管

理規則」という。） 

・「富山市債権の適正な管理に関する事務取扱規則」（平成２２年富山市規則第６３

号） 

・「富山市滞納債権の移管及び返還に関する事務取扱要領」 

 

  ② 債権管理に関する組織等 

・平成２２年４月、富山市債権管理委員会設置要綱が施行され、債権管理委員会が

設置された。同委員会は、副市⾧を委員⾧、財務部⾧を副委員⾧、各部⾧（財務

部⾧を除く）等を委員としている。 

・また、同年４月より、一元的な債権管理を行うために、財務部に債権管理対策課

が設置されている。 

 

③ 債権管理の流れ 

ア 財務部⾧が債権に関する事務を統括し、債権を所管する各部⾧等に対し状況に

関する資料の提出及び報告を求め、調査し必要な措置を講ずるよう求めることが

できる。 

 

イ 各部⾧等の指示の下、各債権管理事務又は事務を所管する課⾧を債権管理者と

し、所管債権の管理に関する事務を行う。 

 

ウ 各職員が、債権管理者の命を受け、所管の事務を処理する。なお、富山市債権管

理マニュアル（平成２９年４月改訂）（以下「債権管理マニュアル」という。）が作

成されており、同マニュアル等に基づき、納入の通知→督促（催告）→訴訟提起等

の状況に応じた債権回収手続が行われている。 

 

エ 滞納債権については、「富山市滞納債権の移管及び返還に関する事務取扱要領」

に基づき、各債権所管課から債権管理対策課へ移管される場合がある。 
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④ 滞納債務者に対する督促、催告等について 

ア 「督促」とは、債務者がその納付の期限を過ぎても、その債務を履行しない場合

に、期限を指定してその納付を催告する行為である。この点、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）（以下「自治法」という。）第２４０条２項及び地方自治法施行

令（昭和２２年政令第１６号）（以下「自治令」という。）第１７１条では、普通地

方公共団体の⾧は、債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、「期

限を指定して」これを督促しなければならない旨が定められている。そして、これ

を受けて、債権管理条例、債権管理規則では、以下のように定められている。 

 

（富山市債権管理条例第６条（督促）） 

 市⾧等は、市の債権について履行期限までに履行しない者があるときは、法令の定め

るところにより、書面により期限を指定してこれを督促しなければならない。 

 

（富山市債権管理条例施行規則第４条（督促）） 

１ 条例第６条に規定する督促は、原則として納期限経過後２０日以内に行うものとす

る。 

２ 前項の督促においては、その督促の日から２０日以内において納付すべき期限を指

定する。 

 

イ 「催告」とは、債務者に対して債務の履行を請求する行為全般を指し、上記「督

促」も含むものであるが、督促と異なり、必ずしも納付期限を指定する必要はない。

債権管理マニュアルでは、督促後、電話や書面により催告を行い、また、債務者と

の間で納付相談等を行い、滞納理由、収入・財産状況等の把握に努めるものとされ

ている。 

 

ウ なお、「督促」には、最初の督促に限り確定的な時効中断効が認められている（自

治法２３６条４項）のに対し、「催告」は、催告後６ヶ月以内に裁判上の請求等を

しなければ確定的な時効中断効が得られないため、その時効中断効は暫定的なも

のであり（民法１５３条）、ここに両者の大きな違いがある。 

  

（2） 福祉貸付金に係る債権管理状況等ついて 

① 福祉貸付金の性質について 

福祉貸付金は、私債権であり、時効期間は１０年間とされ（民法１６７条１項）、

時効期間経過後に時効援用されることにより債権が消滅する。 

 

② 福祉貸付金の収納状況等について 
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平成２６年度から平成３０年度にかけての福祉貸付金の収納状況及び平成３０年

度の滞納状況等は以下のとおりである。 

なお、平成３０年度に「滞納繰越」分の収入率が増加しているが、これは前年度（平

成２９年度）に不納欠損処理を行っていること、滞納債務者の一部から任意に一括償

還を受けたことが理由になっているとのことである。 

 

収入状況推移（平成 26 年度～平成 30 年度） 

対象債権：母子父子寡婦福祉資金貸付金 

                        所管課 ：こども福祉課 

（単位：千円） 

  平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

現
年
度 

調 定 額 15,459  14,171  12,005  15,133  17,125  

収入済額 15,071  13,868  11,727  14,799  16,782  

収入率（％） 97.49  97.86  97.68  97.79  98.00  

不納欠損額 0  0  0  0  0  

還付未済額 0  0  0  0  0  

収入未済額 388  303  278  334  343  

滞
納
繰
越 

調 定 額 12,060  11,082  9,938  9,024  6,830  

収入済額 1,364  1,447  1,192  1,228  1,719  

収入率（％） 11.31  13.06  11.99  13.61  25.17  

不納欠損額 0  0  0  1,300  0  

還付未済額 0  0  0  0  0  

収入未済額 10,696  9,635  8,746  6,496  5,111  

計 

調 定 額 27,519  25,253  21,943  24,157  23,955  

収入済額 16,435  15,315  12,919  16,027  18,501  

収入率（％） 59.72  60.65  58.88  66.35  77.23  

不納欠損額 0  0  0  1,300  0  

還付未済額 0  0  0  0  0  

収入未済額 11,084  9,938  9,024  6,830  5,454  
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平成 30 年度滞納状況（令和元年 5 月 31 日時点） 

 

(過年度分)  

資金名 滞納件数(件） 滞納額（円） 

事業開始資金 3 1,890,571 

修学資金 10 2,497,040 

技能習得資金 2 36,199 

生活資金 1 80,450 

転宅資金 1 179,101 

就学支度資金 3 222,743 

結婚資金 1 205,000 

合計 21 5,111,104 

 

     （現年度分） 

資金名 滞納件数(件） 滞納額（円） 

技能習得資金 2 244,588 

生活資金 1 99,000 

合計 3 343,588 

 

③ 福祉貸付金に係る債権管理の組織、方法等 

ア 担当課、人員等について 

こども家庭部こども福祉課こども福祉係９名のうち２名が事務を担当している。 

 

イ 債権管理の方法等について 

母子福祉貸付金については、所管課において「母子寡婦福祉資金貸付金の滞納整

理について（平成２５年３月３１日）」と題する書面が作成され、滞納者に対する

督促（催告）等を行うスケジュール、交渉・調査の方法等についてマニュアル化さ

れている。 

 

④ 債権管理対策課への移管について 

ア 債権の移管制度について 

平成２２年４月、これまで各債権の所管課等が行ってきた債権の管理及び回収

事務を一元的に管理するため、財務部に債権管理対策課が設置され、「富山市滞納

債権の移管及び返還に関する事務取扱要領」に基づき、各債権の所管課から、債権

管理対策課へ債権の移管をすることができるようになった。 
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ただし、「徴収金が完納になったとき」、「滞納者が分割払いに関する誓約を行い

３月以上履行が行われたとき」、「不納欠損処分が適当であると認められるとき」な

ど、上記事務取扱要領第８条１項に定める事由が生じたときなどは、債権管理対策

課から所管課へ債権の返還をすることができるものとされている。 

イ 債権の移管状況について 

平成２２年度から平成２７年度までの間に福祉貸付金について債権管理対策課

への移管がなされた件数等は以下のとおりである。なお、平成２８年度から平成３

０年度においては、債権の移管がなされた事案はないとのことであった。 

 

   母子父子寡婦福祉資金貸付金 債権管理対策課への移管状況 

年度 H22 H23 H24 H27 合計 

移管件数(件） 8 4 4 1 17 

移管債権額（円） 6,658,823 3,752,588 2,043,011 143,634 12,598,056 

返還理

由 

（件） 

完納 1 - - - 1 

分納 3 回履行 2 1 4 1 8 

資力なし 1 3 - - 4 

時効 4 - - - 4 

現在の

状況 

（件） 

完納 2 - 1 - 3 

分納中 1 1 3 1 6 

不納欠損（生活困窮） 1 3 - - 4 

不納欠損（時効援用） 4 - - - 4 

 

（3） 債権回収が困難な場合の処理について 

  ①  自治体の⾧が行う措置について 

まず、自治体にはその保有する債権を法律に基づいて適正に管理する義務があり、

客観的に存在する債権を理由なく放置したり免除したりすることは許されず、原則

として、自治体の⾧にその行使又は不行使についての裁量はないものとされている

（最判平成１６・４・２３民集５８巻４号８９２頁）。 

そして、自治体の⾧は、債権について、自治令の定めるところにより、その督促、

強制執行その他保全及び取り立てに関して必要な措置をとらなければならない（自

治法２４０条２項）。他方で、自治体の⾧は、債権について、自治令の定めるところ

により、その徴収停止、履行期限の延⾧又は当該債権に係る債務の免除をすることが

できる（自治法２４０条３項）。 

ただし、自治体の⾧が、履行延期、徴収停止及び債務免除といった措置をとる場合

には、自治令の定める要件を満たす必要があり、債権回収の見込みが明らかにない場
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合等に債権回収の実情に沿わない状況もあり得るため、自治体の議会の議決により

債権を放棄することが検討されることになる（自治法９６条１項１０号）。また、一

定の場合には議会の議決を経ることなく債権を放棄することができるという条例を

定めることができる。 

この点、富山市では、前記の債権管理条例が定められ、一定の場合に市⾧等が債権

を放棄できるものと規定されている。 

②  債権管理条例に基づく債権放棄について 

後述するとおり、福祉貸付金については、債権管理条例第９条１項に基づく放棄に

より回収困難な債権の処理を行っている事例が多い。そこで、以下に、同条文につい

て引用する。 

 

 

 

 

  

富山市債権管理条例（平成２２年富山市条例第４号） 

（その他の債権の放棄） 

第９条 市⾧等は、その他の債権について、次の各号のいずれかに該当するとき

においては、当該債権及びこれに伴う履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収

金に係る債権を放棄することができる。 

(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みが

あるとき。 

(2) 債務者が生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による保護を受け、

又はこれに準ずる状態にあり、資力の回復が困難で、当該債権について、履行

の見込みがないと認められるとき。 

(3) 破産法（平成１６年法律第７５号）第２５３条第１項その他の法令の規定に

より、債務者が当該債権について、その責任を免れたとき。 

(4) 債務者が失踪、行方不明その他これに準ずる事情にあり、当該債権を徴収で

きる見込みがないとき。 

(5) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相

続財産価額が強制執行した場合の費用並びに他の債権に優先して弁済を受け

る債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。 

(6) 前条に規定する強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をと

った場合において、なお完全に履行されなかった当該債権について、債務者が

無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行の見込みがない

と認められるとき。 

(7) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、市⾧等が勝訴の見

込みがないものと判断したとき。 
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③ 不納欠損処理について 

不納欠損とは、既に調定された歳入が徴収しえなくなったことを表示する決算上

の取扱いであり、時効により消滅した債権や放棄した債権等について行われるべき

ものとされている。不納欠損処理については、富山市会計規則第４１条１項が、以下

のとおり定めている。 

 

  

富山市会計規則（平成１７年富山市規則第３４号） 

(不納欠損処分) 

第４１条 歳入徴収職員は、歳入が次の各号のいずれかに該当するときは、

不納欠損処分をしなければならない。 

(1) 消滅時効が成立したとき。 

(2) 法令等のためにより消滅したとき。 

(3) 法第９６条第１項第１０号の規定により権利を放棄する議決があっ

たとき。 

(4) 地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号。以下「令」という。)第

１７１条の７第１項の規定により免除したとき。 

(5) 地方税法(昭和２５年法律第２２６号)第１５条の７第４項又は第５

項の規定により消滅したとき。 

(6) 富山市債権管理条例(平成２２年富山市条例第４号)第９条の規定に

より債権を放棄したとき。 
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④ 不納欠損処理が行われた事例 

福祉貸付金について、平成２６年度から平成３０年度までの期間に、債権放棄、時

効援用等により不納欠損処理が行われた事例は、以下のとおり、平成２９年度に行わ

れた２件であった。 

 

平成 29 年度 不納欠損について（母子父子寡婦福祉資金貸付金） 

 

債権放棄による不納欠損処理     

債務者 

氏名 
貸付金額 

金額 
放棄事由 不納欠損事由 

元金 利子 計 

債務者 A 648,000 円 45,000 円 0 円 45,000 円 
債権管理条例第 9 条

1 項 3 号（破産等） 

会計規則第 41 条 1 項

6 号（債権放棄） 

 

時効援用による不納欠損処理 

債務者 

氏名 
貸付金額 

金額 
不納欠損事由 

元金 利子 計 

債務者 B 1,680,000 円 1,170,150 円 85,136 円 1,255,286 円 
会計規則 41 条 1 項 1 号 

（消滅時効成立）時効援用 
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４ 監査結果 

（1） 監査の視点 

   本監査では、福祉貸付金について、以下の視点に基づき監査を実施した。 

 

視点①…過去の監査（平成２０年度）の指摘事項・意見に対する対応が適切に行われ

ているか。 

視点②…貸付の申請に係る手続が適正に行われているか。 

視点③…債務者に対する償還請求が適切に行われているか。 

視点④…違約金の請求、免除が適切に行われているか。 

視点⑤…債権の管理（債権の放棄、時効管理等）が適切に行われているか。 
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（2） 本監査における指摘事項ないし意見等 

① 過去の監査の指摘事項等に対する対応が適切に行われているか（視点①） 

ア 平成２０年度監査の指摘事項に対する対応について 

＜平成２０年度監査の指摘事項＞ 

     指摘事項１：延滞者に対し、違約金の徴収をすべきである。 

指摘事項２：「時効期間経過済の滞留債権」については、適切な手続の下、不納

欠損処理を実施されたい。 

 

＜指摘事項１に対する市の対応＞ 

市では、平成２０年度の監査を受け、平成２３年度から、滞納者に対して、違約

金の請求を行うようになった。また、「富山市母子父子寡婦福祉資金貸付金の償還

金の違約金免除に関する取扱要領」（平成２５年５月１日施行）を定め、違約金の

免除基準を明確にしている。 

ただし、後述するとおり、市では、平成２３年３月３１日以前に貸付がなされた

借用書には、違約金に関する定めがなく債務者と違約金に関する合意がなされた

といえないため、かかる違約金の定めがない借用書で貸付けた債務者に対しては

違約金の請求は行っていない。 

 

＜指摘事項２に対する市の対応＞ 

平成２１年度から平成３０年度までに、以下のとおり１２件の不納欠損処理が

なされており、「滞留債権」の処理が進められたものといえる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜不納欠損処理の状況について＞ 

①富山市会計規則第４１条１項１号（消滅時効が成立したとき）による処理：

３件 

②富山市会計規則第４１条１項６号（債権管理条例第９条により債権放棄し

たとき）による処理：９件 

（内訳） 

ⅰ 第９条１項１号（消滅時効が完成し、かつ時効援用の見込みがある

とき）：４件 

ⅱ 第９条１項２号（生活困窮により履行見込みがないとき）：４件 

ⅲ 第９条１項３号（債務者が破産し免責されたとき）：１件 
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イ 平成２０年度監査の意見に対する対応について 

＜平成２０年度監査の意見＞ 

・督促手続マニュアルを作成し、整備を図られたい。 

・法的措置実施のための「母子寡婦福祉資金の手引き」を拡充・整備し、悪質滞

納者に対しては法的措置の実施も検討されたい。 

 

     ＜意見に対する市の対応＞ 

市では「富山市債権管理マニュアル」とともに、「富山市母子父子寡婦福祉資金

貸付金事務処理マニュアル」（平成２４年３月作成、平成２９年３月改定）、「母子

寡婦福祉資金貸付金の滞納整理について（平成２５年３月３１日）」が作成されて

おり、滞納債務者に対する催告手続等がマニュアル化され、これらに基づき督促、

催告等が行われている。また、こども福祉課内では、貸付債権ごとに管理台帳を作

成、データ化し、同課において管理している。なお、平成３１年２月からは、当該

債権管理台帳がシステム化され、各債権の滞納、入金状況等の検索性、一覧性が向

上したとのことである。 

また、担当課によれば、平成２１年度以降も滞納者に対する訴訟提起等の法的措

置が行われた事例はないとのことであった。この点、現在、福祉貸付金においては、

後述するとおり滞納事案は認められるものの、債務者が少額ずつ継続的に償還を

行っている事案については、法的措置の検討は行っていないとのことであった。た

だし、債務者に対して分割納付誓約書の作成等の時効中断措置はとっているもの

の、⾧年（約４年間）償還がなされていない事案があり、これについては、今後、

債権管理対策課への移管や法的措置等の対応を検討したいとのことであった。 

 

ウ 監査結果 

平成２０年度監査による指摘事項に対しては、違約金の徴収がなされるように

なったこと、違約金免除基準が明確にされたこと、また⾧年回収されていなかった

債権に対し債権放棄や時効消滅による不納欠損処理が進められたことについては、

必要な対応がなされたものと評価できる。ただし、後述するとおり、債権の放棄、

時効消滅については、検討を要する事例も認められた。 

また、平成２０年度監査の意見に対しては、債権の管理、回収手続についてマニ

ュアル化、システム化が進み、従前よりも効率的な債権の管理、回収がなされるよ

うになった点については、必要な対応がなされたものと評価できる。 
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② 貸付手続の適正について（視点②） 

ア 貸付手続の適正に関する監査方法について 

本監査では、貸付規則等の定めに則り、適正に貸付手続が行われているのかを確

認することとし、平成３０年度に貸付けがなされた６６件から、各種資金ごとの貸

付件数等を考慮し、修学資金１０件、修業資金３件、就学支度資金３件、生活資金

１件、転宅資金１件（計１８件）を抽出し、申請書類等の確認を行った。 

 

イ 貸付要件審査の運用状況について 

前記「２（2）貸付要件について」で記したように、貸付内規では、借受人ない

し連帯保証人となり得る要件について詳細に定められている。 

ただし、担当課に確認したところ、この借受人ないし連帯保証人の要件は、一般

的に推認される債務者の返済能力や、債務者に対する請求手続の容易性等を考慮

した原則的なものであり、これら要件を満たさない場合に、一律に貸付を認めない

ものではないとのことであった。例えば、連帯保証人の要件について、貸付内規で

は「６５歳以下」の者と定めているが、実際には、貸付金の償還期間、連帯保証人

の償還能力を併せて検討するものとされており（事務処理マニュアル）、当該保証

人の収入状況等を考慮し、６５歳を超えるものが連帯保証人とされている事例も

みられた。また、同じく連帯保証人の要件には、「同一世帯に属しない親族である」

との定めがあるが、実際には児童が借受人となる場合に、同一世帯の親族（父母等）

が連帯保証人となっている場合が多く認められた。これは同居の親族以外に連帯

保証人となる者がいないケースが多いという実情を考慮したものであり、やむを

得ないものと考えられた。 

 

ウ 貸付手続の問題点について 

<意見１> 

・貸付申請の必要書類に係る規則を遵守すべきである。 

貸付規則第２条１項は、転宅資金貸付申請書には「賃貸借契約書又は使用承認

書の写し」を添付して市⾧に提出しなければならない旨を定めている。 

しかし、今回、確認した申請書には、賃貸借契約書写し等の書類の添付がなさ

れていなかった。この点、当該申請書には、貸付金額に相当する賃料、敷金、運

送費の支払いに係る領収書の添付はなされており、貸付金の使途についての確

認は行われていたものといえるが、賃貸借契約書等を提出できない特段の事情

が存在したとは認められず、この点については貸付規則第２条１項が遵守され

ていなかったものと言わざるを得ない。よって、今後は、係る手続規定が遵守さ

れるべきである。 
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<意見２> 

・借用書の作成日付を記載すべきである。 

今回確認した貸付の際に作成された借用書には、そのすべてに作成日付が記

載されていなかった。担当課に借用書に作成日付が記載されていない理由につ

いて確認したところ、実際の貸付手続では、貸付申請がなされた段階であらかじ

め債務者らから借用書への署名、押印をもらっておく扱いとなっており、その後

貸付決定時にあらためて債務者らに借用書の作成日付の記載を求めていないた

め、これが記載されていないとのことであった。 

この点、借用書作成日付が記載されていないことにより契約の効力が否定さ

れるものではないが、借用書は、それに記載された内容について債務者らが承認

し契約が成立したことを示す重要な資料となるものであるから、これが作成さ

れた日付を明らかにするため、作成日を明記しておくことが相当と考える。 

 

<意見３> 

・債務者らにも借用書の写し等を交付するべきである。 

また、現在、借用書については、その原本を担当課で保管しているものの、借

受人、連帯借主、連帯保証人のいずれに対しても、借用書の原本ないし写しのい

ずれも交付していないとのことであった。しかし、借用書は、債務者側に書面を

もって合意内容を認識させ、償還請求に対する理解を得るためにも重要なもの

であるから、今後は、少なくとも債務者らに対し借用書の写しを交付することが

相当である。 

 

<指摘事項１> 

・借用書添付の印鑑証明書の印影を慎重に確認するべきである。 

貸付規則第５条１項では、資金の貸付決定を受けた者は、借用書に借受人本人

及び連帯保証人の印鑑証明書を添付して市⾧に提出しなければならない旨を定

めているところ、確認をした貸付の中に、借用書添付の連帯保証人の印鑑証明書

と押印された印鑑の印影が異なっている事例が認められた。 

この点、押印された印鑑の印影と印鑑証明書の印影が異なる場合、当該押印が

実印によることを証する効力はないのであるから、当該借用書には、実印が押印

され、これに対応した印鑑証明書の添付がなされたものとはいえないことにな

る。よって、当該貸付手続は上記貸付規則に違反したものと言わざるを得ない。 

なお、このような手続違反は、借用書の提出を受けた際に十分に印影を確認し

なかった過失により生じたものと思われるが、今後は、このような事案が存在し

たことを認識し、慎重に印影の確認がなされるべきである。 
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③ 債務者に対する償還請求が適切に行われているか（視点③） 

ア 現在の滞納債権の管理状況に関して 

（ｱ） 滞納債権の状況について 

福祉貸付金について、令和元年１０月３１日時点における滞納件数（貸付資

金数）は２５件（借受人数は１４名）であり、滞納金額の合計は 5,249,588 円

であった。 

 

（ｲ） 監査方法について 

このうち、滞納月数が計３０ヶ月以上に及ぶ事案１０件（借受人数は６名）

を抽出し、債権管理台帳等をもとに現在までの債権管理状況について監査を行

った。 

 

（ｳ） 監査結果について 

<意見４> 

ⅰ 督促手続の納付期限指定について 

前述したとおり、債権管理条例、債権管理規則では、債務者に対し、原則と

して納期限経過後２０日以内に督促状を発送すること、その督促の日から２

０日以内において納付すべき期限を指定することが定められている。 

ただし、上記のとおり調査を行った事例においては、納期限経過後から２０

日以内に督促状を発送するという規定は概ね遵守されていたものの、督促の

日から２０日以内において納付すべき期限を指定するという規定は遵守され

ていない（納付期限が２０日経過後に指定されている）ものが少なからず認め

られた。 

この点、督促状の納付期限を２０日以内に指定しなかった場合にも督促の

効果が否定されるものではないであろうが、債権管理規則が「２０日以内の期

限指定」を定めた趣旨は、「市の債権の管理の適正を期するため」（債権管理条

例第１条）に、納付期限を適切な時期に指定することが望ましいと考えたため

と思料される。よって、実際の督促手続においても、債権管理規則の定めに沿

った運用が遵守されることが望ましい。 

 

<意見５> 

ⅱ 債務者の存在及び所在に関する調査等が行われていない事例 

（ⅰ）相続人の調査が十分に行われていない事例 

債務者死亡後に、その相続人の存否や所在等について特段の調査が行わ

れていない事例が３件（借受人数２名）認められた。なお、これら事例は、

借受人が死亡したものの、連帯借主（借受人の相続人の一人）が分割による
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債務償還（分納）を継続しているため、その他相続人についての調査を行っ

ていないものであった。 

しかし、現時点では分納を行っている債務者が存在する場合にも、返済が

遅滞する状況にある以上、より資力を有する債務者が存在すれば同人への

請求を行うべきであるし、仮に分納している債務者が滞納した場合には、他

の債務者への請求を検討することが必要となる。したがって、現時点で他の

債務者が分納している場合にも、死亡した債務者の相続人を調査すること

は必要であると考えられるため、今後はかかる調査の実施を検討すること

が相当である。 

 

（ⅱ）連帯借主等に対する所在調査や督促等が⾧期間行われていない事例 

借受人が債務を滞納しているが、連帯借主ないし連帯保証人に対する所

在調査や督促等が⾧期間行われていない事例が３件（借受人数２名）認めら

れた。これら事例も、借受人が遅滞しながらも債務を分納しているため、そ

の他債務者に対する所在調査や請求が行われていない事例であったが、（ⅰ）

と同様に、今後は調査の実施を検討することが相当である。 

 

<意見６> 

ⅲ 連帯債務者に対する時効中断措置がとられていない事例 

借受人に対しては「未納債務の承認及び償還確約書」の提出を受け時効中断

措置をとっているものの、連帯借主（連帯債務者）（催告書を送付しているた

め住所は判明しているものと思われる）に対して時効中断措置がとられてい

ない事例が１件認められた。 

この点、連帯債務者の債務承認による時効中断効は、他の連帯債務者には及

ばないものと解されることから、今後は、他の連帯債務者（連帯借主）に対し

ても、未納債務の承認等を求め、時効中断措置をとることが相当である。 

 

  



38 

 

イ 一時償還請求について 

 

（問題点） 

施行令第１６条には、一定の事由（「償還金の支払を怠ったとき」など）が認めら

れる場合に、貸付金の全部又は一部について、債務者に対し、一時償還を請求でき

る旨が規定されている。 

ただし、本規定は、「しなければならない」として一時償還請求を義務づけるもの

ではなく、「一時償還を請求することができる」と定めたものである。そして、市で

は、これまでに債務者が「償還金の支払を怠ったとき」にも、一時償還請求をした

事例はないとのことであった。 

 

＜意見７＞ 

・一時償還請求を適切に活用すべきである。 

この点、「（母子等の）経済的自立の助成と生活意欲の助⾧を図り、あわせてそ

の扶養している児童の福祉を増進する」（母子福祉法第１３条等）という福祉貸

付金の目的に照らせば、債務者が償還金の支払いを怠った場合に、一律かつ直ち

に一時償還請求を行うことは相当でない。 

しかし、債務者が「償還金の支払を怠ったとき」とは、債務者の返済能力に危

機が生じたことを推認させる場合であるから、一時償還請求を行わずに各支払

期日が経過するまで償還を求めないことは、貸付金回収を困難にするおそれが

あるものといえる。よって、多数回ないし⾧期間にわたり償還金の支払いが滞っ

ており債務者の危機状況が明らかに推認される場合など、一時償還請求をする

ことが適当と認められる場合には、債務者側の事情に配慮しつつも、一時償還請

求を適切に活用し、債権の早期かつ確実な回収に努めることが相当ではないか

と考える。  

 

<意見８> 

・借用書に一時償還請求に関する合意を明記するべきである。 

現在使用されている借用書の書式には、償還金の支払を怠った場合に、残債務

の期限の利益を喪失させ、一時償還することがある旨は定められていない。 

この点、借用書には、「母子及び父子並びに寡婦福祉法、母子及び父子並びに

寡婦福祉法施行令及び富山市母子父子寡婦福祉資金貸付規則の規定に従い、相

違なく償還します。」との文言が記載されているため、施行令の規定に従って一

時償還請求を行うことも可能ではないかとも考えられる。 

しかし、福祉貸付金のような私債権においては、原則として、自治体と債務者

との間で合意が成立してはじめて、その合意内容について債務者への請求が可
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能になると考えられること、一時償還請求がなされる場合があることについて

債務者側の十分な理解を得ることが、確実かつ円滑な償還につながると考えら

れることからすれば、今後は、借用書に、施行令に定める事由に該当するときに

一時償還の請求がなされる（期限の利益を喪失する）場合があることを明記し、

一時償還請求が合意内容に含まれるかという点に対する疑義をなくすとともに、

債務者に対しても貸付時に十分な説明を行うことが相当である。 
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ウ 貸付停止事由等の把握方法について 

    

（問題点） 

貸付規則第１３条、第１４条では、貸付停止事由等が発生した場合の借受人の届

出義務、市⾧による資金使途についての報告徴収権限等について定めている。 

 この点、貸付停止事由が生じた場合に市がどのようにこれを把握するかについて、

担当課に確認したところ、市では、例えば児童の退学等の貸付停止事由が発生した

場合に、これを借受人等から市へ報告するよう貸付時に口頭で指導しているとのこ

とであったが、かかる届出義務について記載した書面を借受人等へ交付するなどの

方策は採られていなかった。また、例えば、修学資金については、毎年度の初めに

借受人に対し在学証明書の提出を求め、その時点で子が在学していることの確認を

行っているが、貸付金の交付時期（年に２から３回に分けて交付）ごとに、在学状

況を確認することまでは行っていないとのことであった。 

    

＜意見９＞ 

貸付停止事由を速やかに把握できるよう方法を検討すべきである。 

この点、施行令第１２条では、貸付停止事由が発生した場合には、「当該事由が

生じた日の属する月の翌月から」将来に向かって貸付を停止できるものと規定さ

れており、事務処理マニュアルでも、貸付停止後の分の貸付金が債務者に支払われ

ている場合は、停止後の分の返還を求めるべきとされている。このことに鑑みれば、

貸付停止事由等が発生した場合、市は速やかにかかる事情を把握し、貸付停止や返

金請求の手続を行う必要がある。 

そのため、今後は、貸付停止事由が生じた場合の届出義務について、債務者等に

事前に説明を行うとともに書面を交付して十分な理解を得ること、貸付金の交付

時期ごとに在学状況等について確認することなどにより、貸付停止事由の発生を

速やかに把握できるよう、さらに方法を検討すべきではないかと考える。 

 

  



41 

 

④ 違約金の請求、免除が適切に行われているか（視点④） 

平成２３年３月３１日以前の借用書に基づく遅延損害金の免除手続について 

 

（問題点） 

施行令第１７条では、貸付を受けた者が支払期日に償還金又は一時償還すべき金

額を支払わなかった場合に、年５パーセントの違約金を徴収する旨が定められてい

る。 

 そして、市では、平成２０年度監査における指摘事項を受け、平成２３年度から

違約金の徴収を行ってきたが、平成２９年度以降は、「平成２３年３月３１日以前の

貸付に係る借用書には、違約金の支払を約する旨の文言が記載されていなかったた

め、平成２３年３月３１日以前の借用書で貸し付けを行った債務者に対しては、違

約金は請求できない」ものと判断し、該当する期間の借用書に基づく貸付に対して

は違約金の請求を行っていない。 

他方で、市としては、違約金の請求はできないものの、民法上の遅延損害金（民

法４１９条）は請求できるとの考えを前提としつつ、母子福祉貸付金の目的に照ら

し、生活困窮者に遅延損害金を請求することは相当ではないとの判断の下、実際に

は遅延損害金の請求は行わず、貸付規則第９条２項の違約金免除規定（施行令第１

７条ただし書の規定に基づく違約金の免除に関する規定）により、上記遅延損害金

について緩やかに免除を認めてきた。 

 

 

 

＜意見 10＞ 

この点、施行令第１７条ただし書きには「当該支払期日に支払わないことにつき、

災害その他やむを得ない理由があると認められるときは」違約金を徴収しない旨

が定められており、これを受けて、貸付規則第９条第２項は「（施行令）第１７条

ただし書きの規定による違約金の徴収の免除を受けようとする者は、母子福祉・父

子福祉・寡婦福祉・特例児童扶養資金違約金徴収免除申請書（様式第１７号）に災

害その他やむを得ない理由により支払わなかったことを証明する書類を添えて市

⾧に提出しなければならない」と定めている。 

そして、市では「富山市母子父子寡婦福祉資金貸付金の償還金の違約金免除に関

する取扱い要領」を設け、同第２条では、違約金の免除基準について次のとおり定

めている。 
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富山市母子父子寡婦福祉資金貸付金の償還金の違約金免除に関する取扱い要領 

第２条（違約金の免除基準） 

 政令第１７条ただし書（政令第１８条第２項、第３１条の７及び第３８条並びに

改正政令附則第４条第１０項において準用する場合を含む。）の規定による災害そ

の他やむを得ない理由があると認められるときとは、次の各号のいずれかに該当

するときとする。 

 

(1)震災、風水害、火災その他の災害又は盗難により損失を受けたとき。 

(2)生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による扶助を受けたとき。 

(3)疾病、負傷又は失業等により、生活が困難であると認められるとき。 

(4)法令の規定により身体を拘束されたとき。 

  （中略） 

(7)その他支払期限までに納付することができなかったことについて正当な理由が

あると認められるとき。 

 

 市では、上記免除手続に則り、平成２３年３月３１日以前の借用書に基づく貸付

について、平成２９年度に１件、平成３０年度に２件の遅延損害金免除を認めてい

るところ、各手続において債務者から提出された免除申請書には「支払が困難なた

め」、「支払が経済的に困難なため」という理由が簡単に記載されているのみであり、

「災害その他やむを得ない理由に支払ができなかったこと」の具体的な記載や「当

該事情を証明する書類」の添付はなされていなかった。 

このことからすれば、上記免除手続においては、上記取扱い要領に定めた免除事

由の該当性について十分な検討がなされたものと認めることはできず、また手続

的にも貸付規則第９条２項等に違反するものであったと言わざるを得ない。 

 

 なお、このように十分な審査手続を経ずに免除を認めたことについては、前述し

たとおり、「平成２３年３月３１日以前の借用書に違約金を支払う旨を約する記載

がなく違約金支払いの合意がなされたといえないため、違約金の請求はできない

と考えるが、民法４１９条に基づく民事法定利率での損害金請求は可能である。た

だし、母子福祉貸付金の目的に照らした場合、やはり遅延損害金の請求は相当では

ない」との考えに基づき、平成２３年３月３１日以前の借用書による貸付金につい

ては、各債務者からの免除申請がある場合、原則的にその遅延損害金を免除する運

用を行ってきたためと考えられる。   

この点、確かに、借用書に違約金の定めがない場合に合意に基づく違約金の請求

を行うことは相当でないと考えられる。また、実際に生活困窮状態にある者に対し

て遅延損害金を請求することが相当でないという点にも異論はない。 
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しかし、民法４１９条が定める遅延損害金は、金銭債務について特段の合意がな

くとも法定利率での損害金請求を認めるものであること、施行令自体が福祉貸付

金について違約金の請求を認めていることなどの事情に照らせば、法定利率の限

度で損害金を請求することが、一律に法の趣旨及び福祉貸付制度の目的に反する

というものではないと考える。 

また、前述したとおり、現在の市の手続は、貸付規則及びこれを受けた違約金免

除に関する取扱い要領の定めに則り損害金の免除を行うものである以上、これら

に定めた手続に従い「災害その他やむを得ない理由により支払わなかったこと」の

事情を明記させ、これを証明する書類の提出を求め、「やむを得ない理由」の有無

を個別に検討した上で免除の可否を判断することが、手続的に適正であると考え

られる。さらに、平成２８年度までの間には、同じく平成２３年３月３１日以前の

借用書に基づく貸付金について違約金（損害金）を支払ってきた債務者も存在する

ことからすれば、上記手続に則り個別に免除要件の該当性を審査することが、債務

者間の公平にも適うのではないかと考える。    
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⑤ 債権の放棄、不納欠損処理等が適切に行われているか（視点⑤）  

ア 債権放棄の要件該当性の確認方法について（破産免責の場合） 

 

（問題となる事例） 

修学資金として貸付がなされた事案につき、借受人については、平成２４年に破

産手続開始決定がなされていたことから、債権管理条例第９条１項３号に該当す

ることを理由として、平成２９年度に債権放棄がなされた。ただし、当該債権放棄

の際に、債務者が破産手続により免責されたことを確認するにあたり、破産廃止決

定通知書の確認しか行われておらず、裁判所により免責許可決定がなされたこと、

当該免責許可決定が確定したことを証する資料の確認が行われていなかった。 

 

＜指摘事項２＞ 

債権管理条例第９条１項３号には「破産法（平成１６年法律第７５号）第２５３

条第１項その他の法令の規定により、債務者が当該債権について、その責任を免れ

たとき」は、市⾧は、当該債権を放棄することができると定められている。そして、

同号が定める「破産法第２５３条第１項の規定により当該債権について責任を免

れたとき」とは、破産手続において免責許可決定がなされ、その効果が生じた場合

をいうものと解されるところ、免責の効果は確定により生じることから（破産法第

２５２条７項）、当該「免責」に該当するものと認められるためには、裁判所によ

り免責許可決定がなされ、これが確定した事実を確認する必要がある。そのため、

平成２２年８月１９日付、富山市財務部⾧による通知（『債権放棄に関する調書』

に添付する書面について（通知））においても、債権放棄を行うにあたり「富山市

債権の適正な管理に関する事務取扱規則」第１８条の規定により作成する「債権放

棄に関する調書」には、「債務者の免責許可決定確定証明書等、免責決定の確定を

証する書面の写し」を添付するものとされている。 

以上に照らし、上記事例についてみると、破産廃止決定通知書の確認しか行われ

ず、「当該債権について裁判所により免責許可決定がなされ、これが確定した事実」

を証する資料の確認が一切なされていなかったことについては、債権管理条例第

９条に規定する債権放棄事由の該当性について適正な審査が行われておらず、同

規定に違反するものと言わざるを得ない。よって、今後はこの点について改善がな

されるべきである。 
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イ 債務承認による時効中断について 

 

（問題となる事例） 

 事業開始資金として貸付がなされた事案において、債務者が弁済を遅滞した

ため、催告を繰り返し、遅滞はあるものの断続的に償還金の分割支払いがなされ

ていた。そして、平成２８年２月までは、遅滞しながらも支払いがなされていた

が、平成２９年１０月、債務者から貸付金残金について消滅時効の援用がなされ

た。 

これに対し、市は、償還金の分割支払いに使用された納付書に残債務全体の金

額の記載がなされておらず、また債務者との間で債務全体に対する債務承認書

ないし分割納付誓約書等の作成がなされていなかったため、一部弁済による債

務承認の効果が、弁済がなされた特定の期（月）の債務にしか及ばないものと考

え、当該弁済がなされた期（月）以外の債務について時効援用により債権が消滅

したものとして処理（消滅時効の成立を理由とする不納欠損処理）を行った。 

     

＜意見 11＞ 

原則として、１つの発生原因による貸付債権について、その一部の弁済がなされ

た場合、当該債権の全体について債務承認による時効中断の効果が及ぶものと考

えられる。そして、本件のように１つの福祉貸付金債務の一部について弁済がなさ

れた場合、基本的には、債務全体について承認による時効中断効が及ぶものと考え

られる。 

ただし、「債務者との間で充当する債務を特定の債務に限定する場合、他の債務

には承認の効力が及ばない」とも考えられることから、本件のように、貸付金債務

の、特定の期（月）に納付すべき債務（債務額全体の一部のみ）について弁済がな

されたような場合には、債務全体に対して時効中断の効果が及ぶか問題となる場

合もある。 

 

本件について、当時、市では、滞納債権の総額を記載した納付書により債務の一

部の支払を受けたり、債務者から滞納債権全体に対する債務承認書や分割納付誓

約書を提出させたりするなどの取扱いを行っていなかったことから、特定の期（月）

の債務についてのみ弁済（一部弁済）があった場合には、債務者から「他の期（月）

については債務承認していない」と主張され、時効中断が認められない可能性があ

るものと考えたため、上記のとおり、時効援用による債権消滅を認める処理を行っ

たものと理解される。 

この点については、前述したように、本件が１つの契約に基づく福祉貸付金債務

の一部について弁済がなされた場合であることから、その債務全体について承認
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による時効中断効が及んでいた可能性もあると考えるが、個別具体的な事情も考

慮する必要があるため、本件で時効の成立を認めた判断の当否については不明で

あると言わざるを得ない。 

ただし、本件のように、債務者から断続的に一部弁済を受けていながら、確実な

時効中断措置をとらずに債権の消滅時効援用を認めるに至ったことについては、

適切な債権管理がなされていたものとはいえず、今後は改善されるべきである。 

 

なお、現在、市では、平成２９年４月に改訂した債権管理マニュアルにおいて、

納付書、納入済通知書等に「全体納付額○○○円の内、○○○円納付」など滞納債

権の総額を記載する取扱いにすることや、分割納付誓約書等の取得に努めること

などを記載し、滞納債権全体に対する時効中断効が得られるよう対策を施してい

るとのことであった。 

 

また、担当課に対し現在の運用状況を確認したところ、いかなる場合に納付書等

に滞納債権総額を記載するのか、あるいは分割納付誓約書等の提出を求めるのか

などについて、統一的な運用指針が設けられているものではなく、個々の事案ごと

に、滞納の回数、期間、滞納理由等の事情を考慮し、担当者の判断で処理が行われ

ているとのことであった。 

しかし、このような方法では、これまでと同様に、承認による時効中断効の及ぶ

範囲に疑義が生じるおそれが払拭できない。 

よって、今後は、統一的な指針を作成し、確実に滞納債権全体に対する時効中断

効が得られるよう適切な債権管理がなされることが望ましい。 
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ウ 未成年者である子が連帯借主となる場合の子に対する請求について 

 

（問題となる事例） 

 修学資金の貸付けがなされた事案において、貸付の際に、当該資金の貸付によ

り修学する子（当時未成年者）を連帯借主とした契約を締結し、親権者である借

受人が同意したが、その後借受人による償還が困難となった。そこで、市は、連

帯借主である子に対して償還の催告をしたが、応答はなかった。 

市は、上記のように、子が連帯借主となる契約に親権者である借受人が同意す

ること（あるいは親権者が法定代理人として子を連帯借主とする契約を締結する

こと）は利益相反行為にあたり、子が成年となった後に追認をしない限り請求で

きないとの見解に基づき、追認する意思がないと考えられる子に対しての請求を

断念し、債権を放棄した。 

 

＜意見 12＞ 

施行令第９条３項には、「配偶者のない女子が扶養している者に係る母子修学資

金、母子修業資金、母子就職支度資金又は母子就学支度資金の貸付については、当

該資金の貸付けにより修学をし、知識技能を習得し、就職し、又は入学し、若しく

は入所する者が連帯債務を負担する借主として加わらなければならい。」と規定さ

れており、配偶者のない女子等を借受人として母子修学資金等の貸付を行う場合

には、修学する子等を連帯借主とすることが義務づけられている。なお、「母子寡

婦福祉ハンドブック（平成１８年度）」（（財）日本児童福祉協会発行）によれば、

このように「連帯債務を負担する借主」を設けた趣旨は、修学資金等の児童に対す

る資金の場合は直接に利益を受けるものはこの貸付けにより就学し若しくは知識、

技能を習得する児童であるから、その児童も母親と連帯して返済の義務を負うべ

きであると考えられたこと、特に修学資金の場合には償還期限が⾧いので、その償

還を完了しないうちに母親が死亡してしまう場合、この場合の債務の弁済義務が

一般の相続によるものとすれば、この貸付けから直接の利益を受けていない他の

児童（兄弟姉妹）が、原則としてこの貸付けにより就学した児童と均等に債務を負

担することになり不合理であると考えられたことにあるとされている。 

 

そして、施行令第９条３項に基づき、市でも、親を借受人として修学資金等の貸

付を行う際には、子を連帯借主とする契約をして貸付を行っており、当該子が未成

年者の場合は、その親権者である親が、未成年者の法定代理人として連帯借主とな

る契約を行うか、子が行う契約に同意するという方法がとられている。 

ところが、上記事例のように、市が連帯借主である子に対して貸付金の返還を 

請求するにあたり、法定代理人である親が、子を連帯借主とする契約を締結する
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（あるいは子の契約に同意する）ことは、民法８２６条の「利益相反行為」として

無権代理行為にあたり、子の追認が得られない場合には子に効力が及ばない（ある

いは同意のない未成年者の行為として取消ができる）ものと考え、子に対する返還

請求を断念した事例が認められた。 

 

民法８２６条に定める「利益相反行為」とは、親権者にとっては利益になるが子

にとっては不利益になる行為をいうとされる（大判昭和１４・３・１８民集１８巻

１８３頁等）。 

そして、民法８２６条の「利益相反行為」にあたるかどうかは、専ら「行為自体」

ないし「行為の外形」から判断すべきであり、行為の動機、縁由、目的、結果など

を考慮して判断すべきではないとされている（最判昭和４９・９・２７裁判集民１

１２号７４１頁等）。これは外形的事情に基づき判断することで、取引の相手方を

保護することを重視したものである。もっとも、判例も、外形的判断に加え、外部

から知ることのできる事情や客観的に推測される事情、相手方の知っている具体

的事情などを考慮し、実質的に「利益相反行為」に該当するかを判断しているとも

指摘されており、実際には、個々の事件の具体的事実関係に照らし、上記のような

具体的事情も考慮した上での判断がなされているものとされる（「論点体系 判例

民法＜第３版＞１０ 親族」第一法規 ４６１頁）。 

本事例でも、確かに、親権者が借受人となる債務について、子を代理して連帯債

務を負う契約をすることは、このような契約関係を外形のみで判断すれば、子の不

利益によって親権者が利益を受ける可能性があり、「利益相反行為」にあたるとも

考え得る。 

しかし、そもそも母子福祉貸付金は、「（配偶者のない女子等の）経済的自立の

助成と生活意欲の助⾧を図り、あわせてその扶養している児童の福祉を増進する」

ことを目的とした貸付であるし（母子福祉法第１３条１項等）、前述したとおり、

施行令第９条３項が、子が連帯借主となることを義務づけた趣旨は、母子修学資金

等の貸付は、子自身が修学や知識技能の習得等により直接利益を受けるための貸

付であるため、子自身も親と連帯して返済義務を負うべきと考えられたことにあ

る。そして、当該貸付が母子福祉法等の法令に基づいて行われる貸付であることか

ら、このような子の福祉の増進を目的とし、子自身が直接利益を受ける資金を借り

受けるものであるという貸付の目的、内容等は、当然に外部から知ることのできる

事情であり、このような貸付の目的、内容等を考慮すれば、親が当該借入を行うに

あたり、子の法定代理人として子を連帯借主とする契約を締結することは、「利益

相反行為」にはあたらないものと解することも可能ではないかと考える。この点、

上記の施行令第９条３項も、このように子を連帯借主とした契約を締結すること

が親子間での利益相反行為にはあたらないことを前提として規定されたものでは
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ないかとも考えられる。 

なお、下級審ではあるが、母子福祉貸付金として修学資金を借り受け、子が連帯

借主となった事案について、「子供の利益に資することを目的として設けられた法

令を通して行われた」貸付であることから利益相反行為にはあたらないと判断し

た事例がある（高知簡判平成２０・７・２４）。 

 

上記事例について、市としては、あくまでも「行為の外形」から利益相反行為に

あたるものと判断し請求を断念したものと理解され、このような処理を直ちに否

定するものではない。 

ただし、この「利益相反行為」にあたるか否かという点は、市の債権である福祉

貸付金の回収の可否に係る問題である以上、前述したような、福祉貸付金の目的・

内容、子を連帯借主とすることを義務づけた施行令第９条３項の趣旨、国や他の自

治体における解釈・運用等を調査・検討し、今後も、子の追認がなされない限り請

求を断念するという取扱いを継続することが相当か、再度検討を行うべきではな

いかと考える。 

なお、現時点で、上記事例以外には、連帯借主の子が追認しないため請求を断念

したという事例はないとのことであるが、現在も子を連帯借主とした同様の貸付

は少なからず存在する。そのため、今後、償還金の滞納などが生じた場合には同様

の問題が発生することも予想されることから、市としてどのような対応をとるべ

きか、できる限り速やかに検討されることが望ましい。 

また、今後は、連帯借主となった子が成年になった後に、あらためて子に対し貸

付について説明し、子自身が貸付金に対して償還義務を負うことを確認する旨の

書面等を作成し、速やかに子に対する請求の可否についての疑義を払拭しておく

ことが望ましいと考える。 
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<まちなか診療所事業特別会計> 
 

１ 監査概要 

（1） 監査対象等 

   福祉保健部まちなか総合ケアセンター（まちなか診療所事業特別会計） 

 

（2） 監査対象に選定した理由 
日本は、諸外国に例をみないスピードで高齢化が進行している。65 歳以上の人口は、

平成 30 年時点で 3,500 万人を超えており（国民の約 4 人に１人）、2042 年の約 3,900

万人でピークを迎え、その後も、75 歳以上の人口割合は増加し続けることが予想され

ている。 
このため、国では、2025 年（令和 7 年）を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活

の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期

まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制（地域包括ケア

システム）の構築を推進している。 

その中の大きな柱のひとつに、医療と介護の連携が挙げられているが、これは、疾病

を抱えても自宅等の住み慣れた生活の場で療養し自分らしい生活を続けられるよう、

在宅医療を推進するとともに、地域における医療・介護の関係機関が連携して、包括的

かつ継続的な在宅医療・介護の提供を行うこととしている。 

まちなか診療所は、在宅医療の推進を目的として、中核市の中心地に自治体直営の無

床診療所をつくるという独創的なプロジェクトとなっており、単なる一次医療の補完

ではなく、在宅医療の下支えを行うことで、地域全体の在宅医療の層を厚くすることを

目的として平成 29 年度より事業を開始している。 

新規の事業開始から 2 年目であるが、医療（内科）及び介護の財務事務の執行や管理

の状況についての特別会計に関し、包括外部監査人の立場から検討を加えることは、今

後の医療行政運営にとって有意義と認識し、本年度の特定の事件として選定した。 

 

（3） 監査対象期間 

   平成 30 年度とするが、事業開始初年度の平成 29 年度の一部についても含める。 

 

（4） 監査の着眼点 

① まちなか診療所事業において、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管

理が、関連する法令及び条例・規則等に従い処理されているか。 

② まちなか診療所事業の、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理に関

し特別会計の経営、収支の検討評価。 
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（5） 監査の視点 

 

視点①…診療報酬請求業務について 

医業収益、特に診療報酬請求業務の実施は規定等に従い、適正で効果的に実

施されているか。 

  

視点②…歳入計上について 

医療収入の歳入金額の計上は適正に処理されているか。 

 

視点③…固定資産及び物品の管理状況について 

固定資産及び物品について、富山市物品管理規則等に則った適正な管理が

なされているか。 

  

視点④…経営状況の分析及び検討 

開設から 2 年が経過したまちなか診療所の経営状況について、利用状況予

算書をもとに分析及び検討。 
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２ 事業概要 

（1） 事業開始及び根拠法令 

富山市は平成 29 年度から、以下のようにまちなか診療所事業を含む富山市まちなか

総合ケアセンター事業を開始した。 

富山市まちなか総合ケアセンター条例（下記記載）に基づき、こども発達支援室（乳

幼児発達相談支援事業、障害児相談支援事業等）、産後ケア応援室、病児・病後児保育

事業保育室、医療介護連携室等は一般会計で経理され、条例第 3 条④の医療法に基づ

く医療は富山市の直営として、特別会計で経理されている。 

 

富山市まちなか総合ケアセンター条例 （平成 28 年 12 月 20 日富山市条例第 75 号） 

（設置）第１条 

乳幼児から高齢者までのあらゆる世代に対し、福祉サービス等を中心市街

地において総合的に堤供し、もって市民が安心して健康な生活を営むことが

できるまちづくりを推進するため、富山市まちなか総合ケアセンター（以下

「センター」という。）を設置する。 

（位置）第２条 

 センターの位置は、富山市総曲輪四丁目 4 番 8 号とする。 

（事業）第３条 

センターは、次に掲げる事業を行う。 

① 妊産婦及び乳児の・・・・・・省略 

② 疾病にかかっている乳児・・・・・・省略 

③ 健康づくりや世代間交流・・・・省略 

④ 医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第 1 条の 5 第 2 項に規定する診療所の    

運営に関すること。  

⑤ 前各号に掲げるもののほか、第 1 条の目的を達成するために必要な事業 

（施設）第４条 

センターに次に掲げる施設を置く。 

① 富山市産後ケア応援室 

② 富山市病児保育室 

③ 富山市まちなかサロン 

④ 前３号に掲げるもののほか、第 1 条の目的を達成するために必要な施設 

 

～第５条から一部省略～ 

 

（診療所の名称）第 16 条  

第３条第４号の診療所の名称は、富山市まちなか診療所（次条において「診 
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療所」という。）とする。 

（手数料）第 17 条 

１ 診療所における診療、健康診断、診断書等の交付又は療養上の管理及び

指導を受ける者は、手数料を納付しなければならない。 

２ 前項の手数料の額は、富山市民病院の設置等に関する条例（平成 17 年

富山市条例第 167 号）第 7 条の規定並びに指定居宅サービスに要する費

用の額の算定に関する基準（平成 12 年厚生省告示第 19 号）及び指定介

護予防サービスに要する費用の算定に関する基準（平成 18 年厚生労働省

告示第 127 号）の規定の例による。以下条文省略。 

 

（2） 富山市まちなか診療所事業所情報 

 

  （事業所情報） 

診療所名称 富山市まちなか診療所 

開設者 富山市新桜町７番３８号    富山市⾧  森 雅志 

開設場所 富山市総曲輪四丁目４番８号  富山市まちなか総合ケアセンター 

2 階 

種   別 機能強化型在宅療養支援診療所/居宅療養管理指導事業所 

在宅医療のみを行う医療機関として運営（外来診療は行わない） 

指定サービス

の種類 

居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 

訪問看護・介護予防訪問看護 

診療科 内科 

診療エリア 富山市内 

対象者 ・在宅で療養を行っておられる方であって、疾病、傷病のために通 

院による療養が困難な方で、地理的要因又は病状等により、他の 

病院・診療所からの訪問診療が受けられない方 

・既に在宅医療を受けておられる方で、主治医から診療の依頼があ 

った方 

訪問診療は、診療所から自宅まで、保険診療で定められている 16ｋｍ圏内で行う。

16ｋｍを超える場合でも訪問診療してくれる医師がいない等の理由があれば富山市内

は訪問する。 

診療回数は、基本的に月 2 回訪問診療を実施する。必要に応じて回数を調整する。 
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（配置職員） 

 常勤医師 ３名 

 常勤看護師 ３名 

 社会福祉士 １名  

 計 ７名 

 

 

（3） 収支状況及び利用実績 

① 収支状況 

まちなか診療所特別会計の収支状況は以下の通りである。 

平成 30 年度の診療収入は、63,087 千円と開業初年度の診療収入 18,580 千円から

44,507 千円増加(A)している。 

結果、平成 30 年度の一般会計繰入金は、54,056 千円と開業初年度の一般会計繰入

金 91,112 千円から 37,056 千円(B)軽減されている。 

 （単位：千円） 

まちなか診療所事業 

特別会計決算書 

平成 29 年度 平成 30 年度 

主な増減 収入済額 収入予算 

支出済額 支出予算 

歳  

入 

1 診療収入 18,580  63,087  44,507 (A) 

2 介護収入 755  2,043    1,288 

3 使用料及び手数料 224  381   

4 一般会計繰入金 91,112  54,056  △37,056 (B) 

5 雑収入 24  191   

歳入合計  110,696  119,759 9,063 

         

歳         

出 

総務費      

給料 41,542  41,984   

職員手当等 40,438  43,416   

共済費 14,488  15,047   

旅費 342  296   

需用費 597  606   

役務費 989  949   

委託料 2,261  2,738   

使用料及び賃借料 4,821  3,848   

備品購入費 0  134   

負担金補助金及び交付金 118  98   
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償還金利子及び割引料 0  28   

総務費計    105,600  109,148  

医業費      

需用費 3,333  4,340   

役務費 260  519   

委託料 63  119   

使用料及び賃借料 959  4,872   

備品購入費 479  758   

医業費計  5,096  10,610  

歳出合計  110,696  119,759  
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② まちなか診療所利用実績表 

平成 29 年度（開始初年度）並びに平成 30 年度（開始 2 年目）の診療状況は次の

とおりである。 

 

 

（平成 29 年度）     （人・件） 

 平 成 29

年 4 月 

 

5 月 

 

6 月 

    

7 月 

       

8 月 

        

9 月 

診療患者数 人 4 4 7 11 22 25 

(内 新規患者) 4 3 4 5 12 11 

診療件数  件 4 11 17 31 71 87 

(内 往診) 4 7 3 7 24 33 

(内 訪問診療) 0 4 14 24 47 54 

往診代行依頼 7 6 0 2 6 3 

 

  

10 月 

 

11 月 

 

12 月 

平 成 30

年 1 月 

 

2 月 

 

3 月 

 

累計 

診療患者数 人 33 31 40 44 36 36 293 

(内 新規患者) 12 8 9 8 8 6 (90) 

診療件数  件 104 77 133 134 110 115 894 

(内 往診） 33 15 38 45 33 22 (264) 

(内 訪問診療) 71 62 95 89 77 93 (630) 

往診代行依頼 2 3 0 0 6 1 36 

 

平成 29 年度診療収入金額    18,580 千円 

平成 29 年度診療件数       894 件 

診療患者数            293 人 

診療一件当たり診療収入  20,783 円/件 (18,580 千円÷894 件） 

診療患者 1 人当たり診療収入  63,413 円/人 (18,580 千円÷293 人） 
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（平成 30 年度）     （人・件） 

 平 成 30

年 4 月 

    

5 月 

    

6 月 

    

7 月 

    

8 月 

    

9 月 

診療患者数 人 44 53 58 60 65 64 

(内 新規患者) 9 15 13 9 10 5 

診療件数  件 119 135 148 145 198 168 

(内 往診) 26 31 40 22 36 32 

(内 訪問診療) 93 104 108 123 162 136 

往診代行依頼 5 0 3 0 4 0 

参考 

死亡患者数 4 6 4 1 3 3 

(内 看取り) 4 4 2 0 3 2 

 

    

10 月 

   

11 月 

   

12 月 

平 成 31

年 1 月 

    

2 月 

     

3 月 

   

累計 

診療患者数 人 67 72 76 71 76 81 787 

(内 新規患者) 9 10 13 11 11 9 (124) 

診療件数  件 176 194 171 160 164 175 1,953 

(内 往診） 39 40 47 33 37 32 (415) 

(内 訪問診療) 137 154 124 127 127 143 (1,538) 

往診代行依頼 3 3 0 0 1 1 20 

参考 

死亡患者数 5 3 9 4 3 6 51 

(内 看取り) 5 2 8 2 2 5 (39) 

 

平成 30 年度診療収入金額    63,087 千円 

平成 30 年度診療件数       1,953 件 

診療患者数            787 人 

診療一件当たり診療収入      32,303 円/件 (63,087 千円÷1,953 件） 

診療患者 1 人当たり診療収入    80,161 円/人 (63,087 千円÷787 人） 

 

開業 2 年目で、診療件数は 1,953 件（1,059 件の増加）、1 件当たり診療単価は

32,303 円（11,520 円の増加）、診療収入は 63,087 千円（44,507 千円の増加）とな

っている。 
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開業 1 年目の一般会計繰入金は、91,112 千円であるが、2 年目の診療収入の大き

な増加（増収）により、54,056 千円と減少しており、収支的に改善している。 
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３ 診療報酬請求業務について（視点①） 

医業収益、特に診療報酬請求業務の実施は規定等に従い、適正で効果的に実施されてい

るか。 

 

（1） 監査手続 

① 平成 30 年１２月分診療報酬等振込通知書（富山県国民健康保険団体連合会）から

の入金状況の確認を行った。 

② 上記通知書と１１月分医療・介護請求書の照合を行った。 

③ 当該 11 月分の診療件数の内、患者売上月報から任意に 5 名を抽出し、次の利用者

基本情報の確認を行った。 

ア 居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導重要事項説明書 

イ 居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導契約書 

ウ 訪問診療申込書兼同意書 

エ 訪問診療計画書 

オ 個人情報使用同意書 

④ なお、レセプト訂正の内容により翌月以降にいわゆる再請求の手続実施を確認し

た。 

 

（2） 監査結果 

<指摘事項><意見>なし。 
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４ 歳入計上について（視点②） 

医療収入の歳入時期は適切に処理されているか。 

（1） 監査手続 

① 医療収入の歳入時期 

診療収入の請求、収入手続の確認の結果、財務会計データでの歳入処理では、以下

のようになっている。 

   ア 診療報酬 

基準日 
伝票種類 金額 科目名 件名 債務者名 

執行日 

H30.4.12 
調定 2,681,877 現年度分 

平成 30 年 2 月分

診療報酬等 

富山県国民健康保険

団体連合会 H30.4.12 

H30.4.24 収入 

一括 
2,681,877 現年度分   

富山県国民健康保険

団体連合会 H30.4.23 

H30.5.10 
調定 2,878,125 現年度分 

平成 30 年 3 月分

診療報酬等 

富山県国民健康保険

団体連合会 H30.5.10 

H30.5.22 収入 

一括 
2,878,125 現年度分   

富山県国民健康保険

団体連合会 H30.5.21 

   イ 受診料 

基準日 
伝票種類 金額 科目名 件名 債務者名 

執行日 

H30.4.16 
調定 3,430 現年度分 

平成 30 年 2 月分

医療費 
  

H30.4.16 

H30.5.21 収入 

一括 
3,430 現年度分     

H30.5.18 

 

担当課の説明では、富山県国民健康保険団体連合会の歳入に関し、地方自治法施行

令（歳入の会計年度所属区分）第 142 条第 1 項第 2 号に該当すると判断し、調定は

当年度の２月診療分並びに 3 月診療分を、4 月の入金（Ｈ30.4.23）並びに 5 月（Ｈ

30.5.21）の入金時にいわゆる事後調定を行っているとのことである。 

窓口収入については 2 月診療分を 3 月に請求しているが、一部算定の洩れで翌事

業年度の 4 月 16 日に調定している。 

② 歳入の会計年度所属区分について 

歳入の収入の方法は、地方自治法 231 条で、「普通地方公共団体の歳入を収入する

ときは、政令の定めるところにより、これを調定し、納入義務者に対して納入の通知
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をしなければならない。」と規定し、それを受けて地方自治法施行令第 142 条では、

歳入の会計年度所属区分について述べられている。 

条文を記載すると少し難解なので、高知県ＨＰから以下を抜粋する。 

 

地方自治法施行令第 142 条            

区  分 所属年度 根拠 

納期の

一定し

ている

収入 

会計年度の末日までに申告があったと

き又は納入通知書を発したとき 

納期の末日の属する

年度 
令 142 条 

第１項第１号 

会計年度の末日までに申告がなかった

とき又は納入通知書を発しなかったと

き 

申告があった日又は

納入通知書等を発し

た日の属する年度 

令 142 条 

第１項第 2 号 

随時の

収入 

納入通知書等を発するもの（使用料、

手数料、分担金等） 

納入通知書等を発し

た日の属する年度 

令 142 条 

第１項第 2 号 

 

 

納入通知

書等を発

しないも

の 

地方交付税、地方譲与

税、交付金、負担金、補

助金、地方債その他これ

らに類する収入、他会計

からの繰入金 

その収入を計上した

予算の属する年度 
令 142 条 

第１項第 3 号 

その他口頭により納入の

通知をするもの、（委託

徴収金） 

領収した日の属する

年度 
令 142 条 

第１項第 3 号 

歳入に係る督促手数料、延滞金及び滞納処分費

度（私法上の違約金は含まない。） 

当該歳入の属する年 
令 142 条 

第 3 項 

（注）・「納期の一定している収入」とは、納入期日が法令、契約等によってあらかじ定め 

られている収入をいいます。（例  条例、契約等により納入期日が定められている 

使用料、負担金、財産収入） 

・「随時の収入」とは、収入の性質の随時性に着目し、その事実に基づいて収入事実 

が発生のつど徴収するものをいいます。 

・「納入通知書等」とは、納入通知書及び納税通知書その他納税の告知に関する文書 

をいいます。 

−高知県会計事務処理要領歳入抜粋― 
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③ 医療収入の歳入時期の検討 

地方財務実務提要｛ぎょうせい出版｝によれば、以下のように解説されている。 

 

（医療費に係る収入調定の時期について） 

[四章 収入 二節 収入の方法] 

（問）診療所の診療報酬は、各保険者ごとに当該月分をまとめて、翌月 10 日ま

で各保険者宛てに請求し、請求日から翌月の末日までに収入されているが、

この場合の歳入調定時期はいつか。 

 

（答）地方公共団体の⾧は、歳入を収入しようとするときは、当該団体の内部的

意思決定行為としての調定をしなければならないものです（自治法 231 条）。

この調定は当該歳入の所属年度、歳入科目、納入 すべき金額、納入義務者

等を誤っていないかどうか、その他法令又は契約に違反する事実がないか

どうかを調査するものであり、納入義務者に対する納入の通知とともに収

入行為の前段階の行為として欠くことができないものです。そして、地方公

共団体は歳入を収入するに当たっては、どのような歳入も調定行為を省略

することはできないものです。 

調定は、歳入を収納する前提行為として、請求権が発生した時点において

行うのが建前です。医療収入についても、治療を行ったときにおいて請求権

が発生するものと解されますので、その時点で調定し請求すべきものと解

されます。設問の場合、請求額と決定額が違う場合があるかと思われますが、

この場合は、調定額を更正することになりましょう。 

 

（受診料の歳入年度所属区分について） 

[二章 会計年度及び会計の区分 二節 歳入の会計年度所属区分]  

（問）診療所（一般会計所属）における診療報酬の年度所属区分は、地方自治法

施行令第 142 条第 1 項第 1 号 によるものか。又は第 2 号によるものか。診

療報酬については、調定を行い、請求書を発するが、納期を指定した納入通

知行為は行っていないのが現状である。 

 

（答）質問の診療報酬の意味が明らかでありませんが、後段の説明から判断しま

すと、診療報酬は受診料のことではないかと推察されます。もしそうである

ならば、これは公の施設（診療所）の使用料と観念されるものであり、その

収入の性質は随時の収入と考えられます。質問の収入に係る会計年度所属

区分は、当該収入に係る収納手続きが財務規則等により納入通知書を発し

て収納することとされているかどうかにより異なってきますが、請求書を
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発しているところから考えますと地方自治法施行令第 142 条 第 1 項第 2 号

により区分されるべきものと考えるべきでしょう。また、納入の通知は地方

自治法施行令 142 条第 3 項定める所属年度、歳入科目、納入すべき金額、

納期限、納入場所及び納入の請求の事由を明確に記載した納入通知書で行

わなければなりません。 

 

（2） 監査結果 

＜指摘事項３＞ 

（診療報酬の調定誤り） 

国民健康保険団体連合会への 2 月診療分の請求（いわゆるレセプト請求）は 3 月 10

日に行い、4 月末日までに収入するが、診療の請求権は２月末日に発生しているのであ

るから調定は当年度２月に行うべきである。同様に３月診療分は、当年度 3 月末日に

調定を行うべきである。 
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５ 固定資産及び物品の管理状況について（視点③） 

平成 29 年度に事業を新たに開始した「まちなか診療所事業」では、新たな備品を取得、

所有するが、この備品の管理状況を検証した。 

 

（1） 監査手続 

① 地方自治法 

備品は、地方自治法の物品から説明されるもので以下の様に規定されている。 

   

    （地方自治法） 

第二款 

第 239 条（物品） 

この法律において「物品」とは、普通地方公共団体の所有に属する動産で次

の各号に掲げるもの以外のもの及び普通地方公共団体が使用のために保管す

る動産（政令で定める動産を除く。）をいう。 

一 現金（現金に代えて納付される証券を含む） 

二 公有財産に属する物  

三 基金に属するもの 

 

  ② 富山市物品管理規則 

地方自治法の物品の規定(第 239 条)をうけ、富山市物品管理規則（富山市規則第

35 号）を規定している。 

この物品管理規則により物品は、備品と消耗品に分類され規定される。 

 

（富山市物品管理規則） 

第１条（趣旨） 

この規則は、法令等に定めがあるものを除くほか、物品の取得、出納、保管

及び処分その他物品の管理に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

第 3 条（分類） 

（1） 備品   

その性質及び形状を変えることなく 2 年以上にわたり使用できる物品

で取得価格又は評価価格が 2 万円以上のもの（別に定めるものを除く）並

びに美術・工芸品及び標本をいう。ただし贈与を目的とするものを除く。 

(2） 消耗品 

  備品以外の物品をいう。 

第 11 条（寄附による取得） 
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物品管理者は、物品の寄附申込みがあったときは、寄附物品受入伺により寄

附受領の決定を経た後に受け入れなければならない。 

 

第 17 条（受払の記録） 

物品管理者は、備品の受入れ又は払出しの都度物品取扱い主任に当該受払

いの事実を備品台帳に記載させなければならない。この場合において第 26 条

に規定する重要備品については、別に目録を作成しておかなければならない。 

 

第 18 条（備品の標示） 

物品管理者は、その管理に属する備品で取得価格又は評価価格が 5 万円以

上のものに標示票をはらなければならない。ただし、標示票をはることができ

ないと認められるものについては、この限りではない。 

 

第 26 条（財産に関する調書に登載する物品） 

地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 166 条第 2 項に規定する財

産に関する調書に登載する物品は、取得価格又は評価価格が 80 万円以上の重

要備品とする。 

 

第 27 条（物品現在高調書の作成等） 

物品管理者は、毎会計年度末における備品の現在高等について、物品取扱主

任に物品現在高調書を作成させ、5 月 31 日までに物品出納員に提出しなけれ

ばならない。 

この場合において、前条の重要備品については、その旨を表示しておかなけ

ればならない。 

2  物品出納員は、前条の物品現在高調書を集約し、重要備品について物品出

納計算書を作成し、6 月 10 日までに会計管理者に提出しなければならない。 

 

第 31 条（細則） 

この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

 

③ 富山市物品取扱要領 

第 1 条（趣旨） 

この要領は、富山市物品管理規則（平成１７年規則第 35 号。以下「規則」

という）第 31 条の規定に基づき、本市における物品の取扱いについて必要な

事項を定めるものとする。 
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第２条（備品の範囲） 

規則第 3 条第 1 項第１号に規定する備品以外のものについては、取得価格

にかかわらず次の各号に掲げるものを備品とする。 

（1） 図書館及び学校等の保存用又は貸出用の図書類並びにその他⾧期にわ

たり使用又は保存する図書等 

（2） 特殊施設等で初度調弁として購入する物品 

（3） ２万円以上の備品として予算計上されたが、入札の結果、取得価格が２

万円未満となったもの 

（4） 公印、飼育動物（展示用） 

 

以上が、富山市の備品に関する規則、要領である。 

これらを踏まえて、まちなか総合ケアセンターのまちなか診療所の備品の管理状況

について現物確認を含む監査を実施したが、指摘事項、意見等については以下のとおり

である。 

 

（2） 監査結果 

＜指摘事項４＞  

① 備品台帳登載数量と現品数量の差異があるもの 

 

備  品  台  帳 
現品数

量 類別番号 品目番号 品 名 番号 
単価

（円） 
台帳数量 

15 2 一般共通的機器類 Ｎｏ1 44,280 1 3 

15 2 一般共通的機器類 Ｎｏ4 275,778 1 2 

 

備品台帳と現品との数量差異を訂正すべきである。 

 

＜意見 13＞ 

② 備品台帳登載数量と現品数量の確認点検について 

上記<指摘事項４>①（備品台帳登載数量と現品数量の差異）に関して付す意見は

下記のとおりである。 

 

ア 数量差異の発生原因 

人的なカウントミスではあるが、そもそも富山市では、定期的実査の規定がない。 

管財課に確認したところ、富山市物品管理規則第１６条第２項の規定に基づい

て、各所管課が管理を担っているとのことである。 
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現在は、各課等で事務の効率化が進む一方で、逆に点検、現物確認作業がおろそ

かになっていると考えられる。 

各課で現物確認の実施を検討すべきである。 

 

イ 規則等整備の必要性 

現物確認実施にあたり規則等の制定が必要であるが、物品管理規則第 26 条重要

備品の 80 万円以上、又は任意に（例えば 100 万円以上は高額とする等）と規定し

た場合は、毎年現物との照合を実施し、それ以下の物品は、例えば金額で 3 グルー

プに分け 3 年サイクルで現物確認を行う等の規則等の整備を検討すべきと考える。 

 

ウ 備品台帳の信頼性の確保 

備品台帳の整備、信頼性は、後にも触れるが固定資産台帳（新地方公会計の導入

に基づく台帳）の元データとなる重要な備品台帳であるので、備品の取得、保管、

処分について備品台帳がより正確（点検や現品確認等）でなければならない。 

 

エ 現品確認方法の効率性 

現品の確認方法では、以下の検討、留意例等が想定されるが、現物確認の正確性、

とりわけ実効性、確認の効率性に十分に配慮すべきである。大量の物品の確認を単

純に人的な照合だけで行うことは、できるだけ避けたいところである。 

（留意参考例） 

・標示票に物品名を記載する 

・標示票にバーコードや QＲコードを記載添付する 

・ハンデイな読み取り機の導入 

・標示票は、金額区分別カラーを採用する 

・備品名の部分一致の検索を可能にする 

・備品検索システムの導入が可能であれば、品名で検索できるよう検討する 

・照合しにくい備品には、写真を掲載できるようにする 

・その他物品管理担当者にアンケート調査を行い効率的実査を検討する 
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＜指摘事項５＞  

③ 備品台帳上に番号あるが、単価が記載されていないもの 

 

備  品  台  帳  

類別番号 品目番号 品 名 番号 単価（円） 台帳数量 

15 2 一般共通的機器類 Ｎｏ21 記載なし 1  

15 2 一般共通的機器類 Ｎｏ22 記載なし 1  

 

単価欄が記載なしとなっているのは登載漏れとの回答であった。 

    単価を確認し、登載すべきである。 

 

＜指摘事項６＞  

④ 備品台帳上に登載されているが、重要物品調書に登載されていないもの 

 

備  品  台  帳 

類別番号 品目番号 品 名 番号 単価（円） 台帳数量 

15 2 一般共通的機器類 Ｎｏ8 811,080 1 

 

取得価格が 80 万円以上であるため、重要物品調書に登載すべきである。 

 

＜指摘事項７＞  

⑤ 取得価格が５万円以上の備品について、標示票が添付されていないもの 

 

備  品  台  帳 

類別番号 品目番号 品 名 

15 2 一般共通的機器類 

 

当該備品は取得価格が 5 万円以上である。 

取得価格が５万円以上であれば、医療用器具にも標示票を添付すべきである。 

 

＜意見 14＞ 

⑥ 医療用器具についての標示票添付方法について 

上記<指摘事項７>⑤（取得価格が５万円以上の備品について、標示票が未添付の

もの）に関し付す意見は以下のとおりである。 

富山市物品管理規則 18 条（備品の標示）では「物品管理者は、その管理に属する

備品で取得価格又は評価価格が 5 万円以上のものに標示票をはらなければならない。
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ただし標示票をはることができないと認められるものについては、この限りではな

い。」と規定されている。 

当該医療用器具は富山市物品管理規則 18 条（備品の標示）のただし書きを適用し

ている、との説明を受けた。 

しかし、医療用器具は当然カバーやケースに保管されていて、機器本体への添付に

使用上の支障があるのであれば、ケース等に添付すべきである。 

 

＜意見 15＞ 

⑦ 寄附による受入で番号及び単価の記載がないもの 

 

備  品  台  帳 

類別番号 品目番号 品 名 番号 単価（円） 台帳数量 

15 2 一般共通的機器類 無 無 1 

 

寄附による受入分で、確認の結果、評価額（購入価額）は、800,000 円とのことで

あった。 

管財課の回答では、寄附による受入金額（評価価格）の記載は、富山市物品管理規

則第 11 条の規定では明記されていないが、富山市物品取扱要領に定める寄附物品受

入伺の様式には、価額（評価額）の記載項目が設けられているとのことである。 

寄附で取得し、所有した物は、市にとって大切な備品であり、備品台帳に登載すべ

きある。 

手続的には寄附物品受入伺の添付（必要）資料を入手していて、事務処理に大きな

負担は生じないと思われる。 

ちなみに、「統一的な基準による地方公会計マニュアル（平成２８年５月改定・総

務省の資産評価及び固定資産台帳整備の手引き Ⅳ固定資産台帳の記載対象範囲 

1 総則 18）」に 

固定資産台帳は、すべての固定資産を１単位ごとに記載する台帳であって、

原則として（50 万円以上「総務省参考基準」）すべての保有固産資産につ

いて評価・整備するとともに、以後継続的、購入、無償取得、除売却、科目

の振替、減価償却を含む増減を含む増減につき記録する。  

と記載があることからして、寄附による受入資産は備品台帳にも計上すべきである。 
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そこで、参考ではあるが、物品管理規則第１１条を次のように変更すべきと考え

る。 

 

  （富山市物品管理規則） 

現    行 改 定 参 考 案 

第 11 条（寄附による取得） 

 物品管理者は、物品の寄附申込みがあった

ときは、寄附物品受入伺により寄附受領の決

定を経た後に受け入れなければならない。 

第 11 条（寄附による取得） 

 物品管理者は、物品を寄附受納の方法によ

って取得しようとするときは、次に掲げる事

項を記載した書類によって決裁を受けなけれ

ばならない。 

  (1) 寄附を受けようとする物品の分類、種    

類、品名、数量及び見積価格（価格の算定が  

困難な場合を除く） 

（2) 寄附を受けようとする理由 

（3) 寄附をしようとする者の住所及び氏名 

（4) 寄附の条件 

２ 前項の書類には、寄附申込書その他の寄

附を受ける旨が明らかとなる書類を添付しな

ければならない。 
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＜意見 16＞ 

⑧ 初度調弁として購入する物品を備品として取扱う必要性について 

 

備  品  台  帳 

類別番号 品目番号 品 名 番号 
単価

（円） 
台帳数量 

２ ５ 一般職員用椅子 Ｎｏ9 16,524 2 

 

備品台帳に記載されている当該物品は、金額が 20,000 円未満であるが、富山市物

品取扱要領第 2 条(物品の範囲)(2)号の「 特殊施設で初度調弁として購入する物品」

に該当し、備品として取扱われている。 

しかしながら、この規定の必要性が理解できない。富山市所有の財産として、20,000

円以上の備品を管理するに、何故に初度調弁は、金額に拘らず備品として登載しなけ

ればならないのか。初度調弁が、纏まって多額になるとの考慮だとしても、財産価値

は単価で判断すべきであり、それで充分であると考える。 

財産価値の小さな物を管理するのは徒に事務効率を悪くするため、この物品取扱

要領第 2 条（2）号の削除を検討すべきと考える。 

 

＜意見 17＞ 

⑨ リース資産の経理並びに管理について 

物品管理手続のなかでまちなか診療所については、リースしている物品を備品台

帳等に記載していない状況である。 

まちなか診療所においての、質問、聞き取り調査の結果、物品管理要領等に富山市

全体としてのリース資産の規定がなく、管理されていない。 

富山市の所有では無いが、富山市が管理責任を負い、返還義務を負うもので、中途

解約禁止や、中途解約に伴う損害金の発生するリース契約は物品台帳への登載規定

はないものの、リース物品管理要領の規定整備とともに、リース資産台帳の作成を検

討すべきである。 

さらに、現品識別、確認のためのいわゆるリース標示票が必要である。 

リース資産管理は専ら、固定資産台帳作成という経理の要請から導かれるもので、

「統一的な基準による地方公会計マニュアル（平成 28 年 5 月改定 総務省）の資産

評価及び固定資産整備の手引き」24 段落～30 段落にて固定資産台帳に計上すべきリ

ース資産について解説している。 

要約すれば、所有権移転ファイナンスリースと、リース料総額が 300 万円以上の

所有権移転外ファイナンスリースは、リース資産として固定資産台帳に計上する必

要がある。 
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リース資産（契約）のリース資産台帳並びに固定資産台帳の作成にあたり、総務省

の手引きを記載する。 

 

（固定資産整備の手引き-総務省）26 段落 

所有権移転ファイナンス・リースとは、リース契約上の下記（注のいずれかに

該当）の条件に照らしてリース物件の所有権が借り手に移転すると認められる

リース取引をいい、それ以外のファイナンス・リースは、所有権移転外ファイナ

ンスリース取引という。 

（注-①）契約上、リース期間終了後またはリース期間の中途で、リース物件

の所有権が借り手に移転することとされているリース取引 

（注-②）契約上、リース期間終了後またはリース期間の中途で、借り手に著

しく有利な価額で買い取る権利が与えられており、その行使が確実

に予想されるリース取引 

（注-③）リース物件が借り手の用途にあわせて特別の使用により製作または

建設されたもので、その使用可能期間を通じて借り手によってのみ

使用されることが明らかなリース取引 

 

＜意見 18＞ 

⑩ 備品台帳の信頼性確保と固定資産台帳 

平成 28 年度決算から、新地方公会計制度に基づき資産を把握すべく、富山市では

固定資産台帳の整備を進めている。固定資産台帳はリース資産を除き、５０万円以上

（富山市の基準は総務省基準を採用している）の備品と一致する。 

富山市は備品台帳を作成後、その情報を翌年度に固定資産台帳システムに入力し

ている。 

備品台帳は、出納や、登載漏れ等で不十分な管理がなされれば、固定資産台帳の信

頼性が損なわれる。つまり、市有財産の合規性の問題とともに、公会計上の貸借対照

表上の資産計上金額の信頼性が損なわれることとなる。 

とすれば、正確な資産把握のための事務の効率促進から、将来的に、備品台帳シス

テムの作成時には固定資産システムとの連動を視野に検討すべきではあるが、先ず

始めに、備品の出納、保管、点検等に関して規則、要綱等の検討や整備とともに、管

財課が各部局に具体的な指導を定期的に行うことにより、備品台帳の信頼性を確保

すべきである。 
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６ 経営状況の分析及び検討（視点④） 

「まちなか診療所」は、在宅医療の推進を目的として、中核市の中心地に自治体直営の

無床診療所をつくるという独創的なプロジェクトとなっており、単なる一次医療の補完

ではなく、在宅医療の下支えを行うことで地域全体の在宅医療の層を厚くすることを目

的としている。 

地元の医師の訪問診療をサポートすること、地域住民へ在宅医療の選択肢を明示でき

るような文化を醸成すること、在宅医療を志す人材を育成またはサポートすること、これ

らの取り組みを実現すべく、平成 29 年度からスタートし２年が経過したところである。 

まちなか診療所の経営状況について、利用状況予算書をもとに、分析と検討を行った。 

 

（1） 監査手続 

① 利用状況予算書 

 

（平成 31 年度まちなか診療所利用状況予算書）         （単位：千円） 

まちなか診療所事業 

特別会計決算書 

平成 30 年度 平成 31 年度 

主な増減 収入済額 収入予算 

支出済額 支出予算 

歳  

入 

1 診療収入 63,087 ② 87,750 ① 24,663 

2 介護収入 2,043  3,300  1,257 

3 使用料及び手数料 381  344   

4 一般会計繰入金 54,056  34,598  △19,458 

5 雑収入 191  1   

 歳入合計  119,759  125,993 6,234 

         

歳         

出 

総務費      

給料 41,984  42,663   

職員手当等 43,416  40,969   

共済費 15,047  14,980   

旅費 296  467   

需用費 606  814   

役務費 949  1,126   

委託料 2,738  3,595   

使用料及び賃借料 3,848  4,173   

備品購入費 134     

負担金補助金及び交付金 98  204   

償還金利子及び割引料 28     
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総務費計  109,148  108,991  

医業費      

需用費 4,340  3,900   

役務費 519  852   

委託料 119  6,250   

使用料及び賃借料 4,872  6,000   

備品購入費 758     

医業費計  10,610  17,002  

 歳出合計  119,759  125,993  

 

 

 

収入小計 

上表② 上表①  予算 

80,161×787 人 89,000×918 人 

＝63,087 千円 ＝81,702 千円 

在宅がん医療総合診療料 

収入 
0 千円 6,048 千円 

診療収入合計 63,087 千円 87,750 千円 

 

② 診療収入について 

事業開始 2 年目の平成 30 年度は、患者一人当たり診療収入は 80,161 円と増加

し、患者数の増加もあり、診療収入も約 44,507 千円増加し,63,087 千円となってい

る。 

 

③ 一般会計からの繰入金 

富山市まちなか総合ケアセンター条例第 17 条第 1 項第 2 号では、「診療所におけ

る手数料の額は、富山市病院事業の設置等に関する条例第 7 条の規定並びに指定居

宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定介護予防サービスに要す

る費用の額の算定に関する基準の規定の例による。」としていることからも収支経理

形態は、一般会計から切り離し特別会計を設けているところである。 

ここで、注意しなければならないのは、一般会計から特別会計への繰り入れの多寡

である。 

平成 29 年度の収入合計 110,696 千円のうち一般会計からの繰入金は 91,112 千

円、平成 30 年度（開業 2 年目）の収入合計 119,759 千円のうち一般会計からの繰入

金は 54,056 千円で、収入に占める割合は、45.14％である。 
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（2） 監査結果 

＜意見 19＞ 

（収支採算検討・予測について） 

平成 31 年度（令和元年）の予算金額をベースにすると、一般会計繰入金をゼロとす

るには、診療収入は、122,348 千円（87,750 千円＋34,598 千円）必要となり、31 年度

予算診療収入の 1.39 倍（122,348 千円÷87,750 千円）が必要となる。 

他の特別会計でも、事業の公益性を考慮し、純収支差額（一般会計等繰入金、繰出金

を除いた収支）が赤字の会計が存するが、まちなか診療所事業会計の実質赤字は、止む

を得ないと考えるものでなく、医療・診療事業は富山市民病院事業会計と同様に、黒字

化を期待したい。 

前述したが、「まちなか診療所」は、在宅医療の推進を目的として、中核市の中心に

自治体直営の無床診療所をつくるという独創的なプロジェクトとなっている。 

診療収入の 1.39 倍の達成は容易ではないが、まちなか診療所の周知に努めるととも

に、医師、看護師等スタッフの補充、整備に努め、中期計画を策定し地域全体の在宅医

療の充実、発展に努めることを期待する。 
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<企業団地造成事業特別会計> 
１ 事業概要 

（1） 事業内容 

経済産業活動の発展及び地域振興を促進させるため、事業環境の整った企業団地を

整備し企業に供給することを目的として、企業団地造成事業を行っている。 

当該事業にかかる歳入歳出について、土地分譲収入等と工業団地造成事業費との対

応関係を明確にしながら管理運営するため、一般会計から区分し、特別会計を設けてい

る。 

本市は製造業をはじめ先端技術産業・流通関連企業の立地促進に努め、産業の振興や

地域経済の活性化を促進するため、平成２年度から市内に１４の企業団地を整備して

きた。そのうち１１の企業団地については全て分譲済となっており、残りの金屋企業団

地、呉羽南部企業団地、西本郷企業団地についても、それらの未分譲地は全て定期借地

契約を締結し、入居率は 100％となっている。 

現在造成中のものとして第２期呉羽南部企業団地があり、分譲用地約 19ha、2021 年

度（一部は 2019 年度）に分譲開始を予定している。 

第２期呉羽南部企業団地の分譲の状況に応じながら、経済情勢及び企業ニーズを考

慮して、さらなる企業団地の整備について調査検討を行っている。 

企業団地造成事業は、市債による借入金を財源として企業団地の整備（用地取得及び

造成）を行い、企業からの分譲収入で市債元金の償還を行うこととしており、元金を償

還するまでの間の市債利子については一般会計からの繰入金を充当し、維持管理費に

ついては一般会計から直接支出することとしている。 

 

（2） 第二期富山市工業振興ビジョンにおける位置付け 

「第二期富山市工業振興ビジョン」は本市の最上位計画である「第２次富山市総合計

画」が掲げるまちづくりの目標Ⅲ「人が集い活気にあふれ希望に満ちたまち」において、

政策１「新たな価値を創出する産業づくり」の総合計画事業の１つである「工業振興ビ

ジョン策定事業」として定められており、平成 31 年度から 10 年間の期間で、本市に

おける工業振興施策の目指すべき方向性を示す指針とされる。 

その「第二期富山市工業振興ビジョン」基本方針３「企業誘致・拠点化による産業集

積の強化」の施策の一つとして、企業団地造成事業が位置付けられている。 

①基本方針３「企業誘致・拠点化による産業集積の強化」 

・市内においては、大規模企業団地の開発が難しいことから、既存企業団地、遊休

工場用地の有効活用を推進する。 

・現在、造成中の第２期呉羽南部企業団地への企業誘致を積極的に行い、また、民

間による企業団地の開発計画に対し支援する。 
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②施策３−（１）既存企業団地等の有効活用促進 

・企業団地の有効活用を推進し、企業団地の魅力や利便性を向上させることで、市

内外の企業の誘致や既存企業の生産性向上につなげる。 

・企業団地の有効活用への支援として、既存企業団地等の環境整備の支援（法面植

栽工事、除草、消雪装置維持管理等の既存企業団地の環境の整備）等を行う。 

③施策３−（２）新たな企業団地の整備 

・2021 年度に第２期呉羽南部企業団地の分譲を開始する予定であるが、今後の立

地需要に対応するためにも、第２期呉羽南部企業団地の分譲の進行状況と企業

の需要を勘案しながら新たな候補地を検討する。 

④施策３−（３）企業立地の促進 

・富山は台風・地震・津波等の災害による被害が少なく、一方で低廉な電力・豊富

な水資源等があり、立地環境に優れている。この優れた立地環境を全国に発信し、

市外からの新たな企業誘致や先端技術・研究開発型企業の誘致を促進する。 

 

（3） 富山市の企業団地一覧 

 

① 市管理の企業団地一覧 

造成主体 団地名 分譲用地 

（ha) 

造成完了年度 入居率 賃貸 

有無 

市造成企業団地 四方テクニカルパーク 3.9  平成２年度 100%   

草島工業団地 5.9  平成４年度 100%   

水橋リバーサイドパーク 10.2  平成４年度 100%   

婦中企業団地（第二期） 25.3  平成４年度 100%   

上条工業団地 10.4  平成６年度 100%   

婦中町臨空工業団地 33.5  平成９年度 100%   

中大久保企業団地 16.4  平成１２年度 100%   

金屋企業団地 19.6  平成１３年度 100% 〇 

大沢野西部企業団地 1.8 平成２０年度 100%   

熊野北部企業団地 3.1 平成２２年度 100%   

第２期呉羽南部企業団地 19.1 令和２年度 造成中   

市土地開発公社造成団地

（※平成 23 年 4 月市移管） 

西本郷企業団地 5.8  平成１７年度 100% 〇 

第１期呉羽南部企業団地 18.5 平成２２年度 100% 〇 

中小企業基盤整備機構 

造成団地 (市管理） 

富山イノベーションパーク 17.2 平成４年度 100%   

富山八尾中核工業団地 98.2 平成７年度 100%   
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    市管理の企業団地一覧は前記のとおりであり、現在造成中の第２期呉羽南部企業

団地を除く全ての団地で賃貸入居も含めた入居率は１００％となっている。 

 

② 賃貸入居がある企業団地の入居状況 

  賃貸入居がある金屋企業団地、西本郷企業団地、呉羽南部企業団地の入居状況は下

記のとおりである。 

金屋企業団地では入居３３企業のうち１２企業、西本郷企業団地では１４企業の

うち７企業、呉羽南部企業団地では１９企業のうち８企業がそれぞれ賃貸入居とな

っており、最も賃貸入居率が高い西本郷企業団地では、半分の企業が賃貸入居である

ことが確認できる。 

 

                               平成 31 年 3 月 31 日時点 

団地名 金屋企業団地 西本郷企業団地 呉羽南部企業団地 

開発面積（㎡） 254,464 79,724 260,284 

分譲面積（㎡） 195,759 58,278 185,126 

区画数 46 15 21 

入居済面積（㎡） 195,759 58,278 185,126 

入居率（％、面積） 100% 100% 100% 

入居済企業数 33 分譲（21） 14 分譲（7） 19 分譲（11） 

賃貸（12） 賃貸（7） 賃貸（8） 

未入居面積（㎡） 0 0 0 

未入居区画数 0 0 0 

分譲単価（円/㎡） 30,250 円 22,400 円 26,500 円 

全入居年度 H25 H20 H26 

分譲開始年度 H10 H17 H19 
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（4） 年度別歳入歳出状況 

企業団地造成事業特別会計の年度別決算は下記のとおりである。 

 

歳入                            （単位：千円） 

  平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

予算 

土地貸付収入 94,400 115,567 112,339 105,546 104,566 

土地売払収入 29,541 314,466 207,464 201,537 3,400 

建物売払収入 0 0 0 0 0 

一般会計繰入金 1,195,982 15,219 268,470 8,974 17,439 

雑入 1,582 1,547 569 310 283 

預金利子 0 15 0 2 0 

企業団地造成事業債 0 63,100 1,685,700 1,097,200 358,300 

繰越金 0 0 0 0 0 

歳入合計 1,321,507 509,914 2,274,544 1,413,571 483,988 

 

歳出                            （単位：千円） 

  平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

予算 

企業団地造成事業費 56,134 115,740 1,769,068 1,140,647 379,358 

一般会計繰出金 11,659 73,609 185,990 234,523 51,242 

公債費元金 1,239,131 311,536 313,717 33,056 36,275 

公債費利子 14,582 9,029 5,769 5,273 17,113 

歳出合計 1,321,507 509,914 2,274,544 1,413,500 483,988 

 

   企業団地造成事業債による収入で企業団地造成事業費を支払い、土地売払収入があ

った場合に、公債費元金を返済するというのが基本的な流れである。 

   平成 29 年度に 1,685,700 千円、平成 30 年度に 1,097,200 千円の事業債収入があり、 

それぞれ対応する年度に 1,769,068 千円、1,140,647 千円の造成事業費をあてているこ

とがわかる。 

土地売払収入で公債費元金を返済するというのが基本的な流れであるが、上記の表

からはその対応関係は確認できない。 

これは、分譲が予定通りに進まず、元金償還期日が到来した場合には一般会計繰入金

により返済することや、その反対に、期日後に土地売払収入があった場合には一般会計

への繰出金として支出することとしていることが要因である。 
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（5） 市債残高 

直近の市債残高推移は次のとおりである。 

 

企業団地造成事業 市債残高                    （単位：千円） 

  金屋企業団地 
第二期呉羽南部 

企業団地 

市債残高 

合計 
前年度増減 

平成 26 年度 2,123,688 0 2,123,688 - 

平成 27 年度 1,992,924 0 1,992,924 ▲ 130,764 

平成 28 年度 753,793 63,100 816,893 ▲ 1,176,031 

平成 29 年度 442,257 1,748,800 2,191,057 1,374,164 

平成 30 年度 128,540 2,846,000 2,974,540 783,483 
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２ 監査概要 

監査の主な着眼点と監査手続きは以下のとおりである。 

（1） 分譲価格 

   現在造成中の団地について分譲価格が適正に計算されているか、分譲単価の算定の

方法及び経緯、金額の妥当性について内部資料閲覧、担当者からのヒアリングを実施

し検証を行った。 

   また、企業団地ごとの収支の採算性、その効果について、それらが合理的に算出さ

れているか、及び適正に管理されているかの検証を行った。 

 

（2） 賃料価格 

   未分譲地における賃料価格が適正に計算されているか、賃料単価の算定の方法及び

経緯、金額の妥当性について内部資料閲覧及び担当者からのヒアリングを実施し検証

を行った。 

    

（3） 分譲に向けた取り組み 

   現在も一部未分譲となっている団地について、借り手企業に対する土地買取りを奨

励するための施策は行っているか、関連する制度の確認及び担当者からのヒアリング

を実施し検証を行った。 

 

（4） 市民への説明責任 

   本事業についての収支、分譲状況、市負担金、及ぼす効果など、市民が求める情報

が適切に提供されているかどうかの確認を行った。 
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３ 分譲価格について 

分譲単価については、特別会計の収支均衡の観点から、総事業費（用地費、補償費、設

計委託料、工事請負費）を分譲面積で除して算出しているが、近傍の企業団地との比較や、

総事業費から公共性の高い事業費を除くなどの調整を行い、企業が妥当な価格として購

入しやすい価格を設定している。 

現在造成中の第２期呉羽南部企業団地では、総事業費 7,131,078 千円を分譲面積

174,700 ㎡で除して算出すると 44,600 円/㎡（IC 負担金 3,800 円含む）となり、近傍の企

業団地の分譲単価（上記１（3）②「賃貸入居がある企業団地の入居状況」分譲単価参照）

よりも高額になるため、総事業費から道路や緑地等公共性の高い事業費を市の負担とし

て分譲価格算定経費から除外し、市負担金控除後の事業費をベースに算出し、29,600 円/

㎡（IC 負担金 3,800 円含む）を分譲価格として予定している。 

 

呉羽南部企業団地事業費内訳及び分譲価格の比較表 

工区 第１ 期呉 羽南 部

企業団地 

第２期呉羽南部

企業団地 

開発期間 H16～H22 H28～H32  

開発面積 263,600 ㎡ 225,000 ㎡ 

①総事業費（千円） 5,359,920 7,131,078 

内 

訳 

用地費 1,435,344 1,360,824 

補償費 36,433 307,025 

手数料   1,714 

設計委託料等 803,901 262,778 

工事請負費 3,084,242 5,198,737 

②市負担金（千円） ▲1,062,810 ▲2,622,217 

③市負担金控除後事業費（千円）【①−②】 4,297,110 4,508,861 

④分譲面積 189,300 ㎡ 174,700 ㎡ 

⑤分譲単価（円/㎡）【③÷④】 22,700 25,800 

⑥IC 負担金（円） 3,800 3,800 

⑦分譲価格（円/㎡）【⑤＋⑥】 26,500 29,600 
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４ 賃料価格について 

金屋企業団地、西本郷企業団地、第１期呉羽南部企業団地では一部未分譲となった区画

について事業用定期借地権方式により賃貸料を収入している。 

事業用定期借地権方式は 

期間：20 年（再契約不可） 

契約保証金：賃貸料 1 年分 

契約条件：期間終了後に更地返還、途中買取可 

等の条件となっている。 

 

（1） 事業用定期借地権方式の導入の背景 

本来、企業団地造成事業は、用地取得・造成を行い、企業活動に適した団地を分譲す

ることをその事業としていた。 

しかし、平成 13 年度に造成完了した金屋企業団地について買い手企業がつかず、低

い分譲率で推移していたことから、平成 16 年度より、従来の一括分譲方式に加えて、

賃貸料を設定した事業用定期借地権方式や割賦分譲方式など多様な用地供給方式を導

入した。 

その結果、入居率は徐々に改善し、現在では入居率 100％に至っている。 

その後、西本郷企業団地、第１期呉羽南部企業団地についても、販売状況を勘案しつ

つ、未分譲については事業用定期借地権方式を導入することとなった。 

 

（2） 賃料単価 

賃貸料は、金屋企業団地、西本郷企業団地、第１期呉羽南部企業団地そのすべての団

地において年額 490 円/㎡となっている。 

金屋企業団地については 

    A インターチェンジ開発負担金 3,800 円/㎡÷10 年（定期借地期間）=380 円/㎡ 

    B 下水道受益者負担金 115 円/㎡÷10 年（定期借地期間）=11.5 円/㎡ 

    C 固定資産税相当額 7,674 円/㎡×1.4％（固定資産税率）=107 円/㎡ 

    A+B+C=498.5 円/㎡→490 円/㎡（10 円未満切捨） 

という算出方法により計算されている。 

10 年間の賃料でインターチェンジ負担金及び下水道受益者負担金相当額を、借り手

企業から収入するという設定である。 

また、賃料は全国的に分譲価格の平均２％であるため、その基準からも大きく逸脱し

たものではないこと（分譲価格 26,450 円/㎡（IC 負担金含まず）×２％=520 円/㎡≒

490 円/㎡）、そして入居率を早期に改善したいことなどの理由から、上記金額に決定さ

れた。 

   西本郷企業団地、第１期呉羽南部企業団地については、当初富山市土地開発公社の造
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成事業であった（平成 23 年 4 月に市移管）こともあり、詳細な経緯は不明であるもの

の、近傍の金屋企業団地の賃料を参考にし、同額の 490 円/㎡で価格設定したと考えら

れる。 

 

５ 分譲に向けた取り組み（助成金制度） 

定期借地契約の借り手企業に対する土地買取りを奨励するため、市では助成金制度を

設けている。 

富山市賃借地取得奨励助成金は、賃貸開始から買取りまでの期間に応じて賃借料支払

総額の 25％から 50％、及び取得面積に応じて取得価格の 10％から 25％を助成金として

交付することとしている。 

賃貸期間が 10 年以下であれば賃借料支払総額の 50％が補助されるなど、企業が早期

に買取りした場合には高い助成率を設定することで、分譲を促進し、その分譲収入により

早期市債返済を目指している。 

 

６ 市民への説明責任 

  富山市ホームページには、市内の企業団地一覧、入居企業情報、造成中の企業団地案内、

企業団地入居基準などの入居を検討している企業に対して必要な情報が掲載されている。 

  一方、企業団地造成事業には多額の市の負担金を伴っているが、分譲収入と総事業費、

経済効果などプロジェクトの採算性について公表されている情報は確認できなかった。 
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７ 監査結果 

<意見 20> 

（1） 採算性等の検討 

本事業は、経済産業活動の発展及び地域振興を促進させるため、事業環境の整った企

業団地を整備し企業に供給することが目的であり、その事業内容、規模からも、市が行

うべき事業として期待されている。 

新たな雇用の創出や企業の事業活動に伴う市経済への波及効果及び税収効果が生じ

ていることは事実であろう。 

しかし、多額の税金が投入されている一方、プロジェクトごとの採算性が不明確であ

り、その分譲、賃料価格の設定及び効果の検証などが十分に検討されているとは言い難

い。 

現状では分譲単価については、近傍の企業団地との比較や、総事業費から公共性の高

い事業費を除くなどの調整を行い、企業が妥当な価格として購入しやすい価格を設定

している。 

今後大規模な工業団地を造成する場合には、その開発決定の経緯の中で第三者機関

を設けるなど、採算性を十分に検討すべきである。 

①プロジェクト別個別原価計算 

特別会計を設けて採算管理を行う目的からすると、プロジェクト別に採算管理を行

うべきであり、そのためにはまず個別原価計算の考え方を導入することが重要である。 

企業団地ごとに、総土地売払収入、及び用地費、工事費、委託料のほか、事業終了ま

での維持管理費用、借入利息を含めた総事業費をまとめた個別の管理台帳を作成する

必要がある。 

現状で作成しているのは、分譲価格を決定するために総事業費等を記載した資料だ

けであり、過去のプロジェクトについて、最終的な結果である総土地売払収入、総事業

費、市負担金を管理している台帳は作成されていない。 

そのため、過去のプロジェクトについてその収支及び効果の検証を行うことができ

ないこととなっている。 

各プロジェクトでは、総土地売払収入から総事業費を引くとマイナスになることが

予想されるが、そのマイナスの金額がそのまま市の負担金となる。（上記２「呉羽南部

企業団地事業費内訳及び分譲価格の比較表」のとおり、第２期呉羽南部企業団地では市

負担金が 2,622,217 千円予定されている。） 

市として、そのプロジェクトによる経済効果、税収なども考慮した上で、市の負担金

をどの程度まで許容していくか、つまり公共事業として行う必要性があるかないかに

ついて、個別の原価計算を基に慎重に検討していく必要がある。 

また、一部未分譲地が残る団地について、事業用定期借地権方式を採用しているが、

この方式を採用している場合、その採算性については⾧期間にわたり管理していく必
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要がある。 

プロジェクト全体の、つまり分譲と賃貸を併せた個別原価計算はもちろん、分譲部分

と賃貸部分で切り分けた管理も必要になってくる。 

賃貸がある場合、当然ながら毎年の維持管理費や借入利息も発生し、それに対応する

賃料収入が適正かどうか検討しなければならない。 

全体の採算性だけでなく、分譲部分と賃貸部分で切り分けた管理を行うことで、はじ

めてその効果の検証が可能になると考えられる。 

賃貸から分譲へ切り替えた場合への対応も、個別原価計算があってこそ、適正な判断

が可能になる。 

現状のように、どの定期借地契約も一律 490 円/㎡という設定は、十分な採算性の検

討がなされていないことを意味している。 

今後、新規のプロジェクトに定期借地権方式を採用する場合、過去の賃料設定にとら

われ過ぎることなく、プロジェクトごとに慎重に採算性を検討すべきである。 

②採算性と助成金との関係性 

採算性について検討する上で、本事業に関連した市助成金制度についても、切り離し

て考えてはならない。 

現在、本事業に関連する助成金として「用地取得助成金」「賃借地取得奨励助成金」

が挙げられるが、用地取得費の最大 25％、賃借地取得奨励助成金であればさらに最大

入居期間中の賃料の 50％が上乗せで助成金として支払われることになる。 

特別会計と助成金制度はそれぞれ趣旨が異なっているとしても、企業団地造成に係

る市負担金も用地取得に係る助成金も同じ市民からの税金を拠出していることに変わ

りはない。 

第２期呉羽南部企業団地では市場比較、企業購入希望価格などを勘案し、市負担金

2,622,217 千円を予定し、大きく原価割れした価格設定になっている。 

その大きく原価割れした価格設定にも関わらず、さらに用地取得費の最大 25％が助

成金として支給されることになるため、市の実質的負担という意味では、当然助成金の

金額も考慮すべきであろう。 

定期借地方式を採用している３つの団地について、個別原価計算で管理するとした

場合も、賃貸から分譲へ切り替わった場合、最大で入居期間中の賃料の 50％が助成さ

れるため、その分を考慮した総合的な検討が必要になる。 

③第三者機関設置の検討 

採算性について検討する上で、専門家による第三者機関を設置することも検討すべ

きである。 

本事業は、一つのプロジェクトにかかる総事業費が７０億円を超えるなどその規模

は大きく、また雇用拡大、税収増などその及ぼす経済効果は広範囲に及ぶため、専門知

識を有する第三者機関を設置し、造成開発決定の経緯の中で十分に検討を重ねること
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が望ましい。 

また、プロジェクト進行を検討するにあたっては、市としてガイドライン、成果指標

を策定するなどし、客観的な検証を行うべきである。 

その検証の結果、一定の採算性を満たさない場合には企業団地造成プロジェクトそ

のものを中止するなど、慎重に判断する必要がある。 

 

<意見 21> 

（2） 市民への説明責任 

プロジェクトごとの収支や経済効果について市民への説明がなされていない。 

多額の市負担金を拠出している以上、個別原価計算を基に、完売した場合の収支、市

が負担した金額、想定される経済効果などそれらを総括した上で、例えば市のホームペ

ージに掲載するなどし、その採算性について市民への説明が必要である。 
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<公設地方卸売市場事業特別会計> 
１ 事業概要 

（1） 施設概要 

    名称        富山市公設地方卸売市場 

    所在地       富山市掛尾町 500 番地 

    開設許可年月日   平成 23 年 3 月 4 日 

※中央卸売市場としては昭和 48 年 3 月 24 日認可 

    業務開始年月日   平成 23 年 4 月 1 日 

               ※中央卸売市場として業務開始 

                青果部……昭和 48 年 5 月 4 日 

                水産物部…昭和 56 年 6 月 20 日 

                花き部……昭和 62 年 7 月 1 日 

    開設者       富山市 

    施設規模      敷地 123,138 ㎡   建物延床面積 38,554 ㎡ 

    取扱品目      青果部……野菜、果実及びこれらの加工品並びに規則で定

めるその他の食料品 

              水産物部…生鮮水産物及びその加工品並びに規則で定める

その他の食料品 

              花き部……花き 
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（2） 卸売市場の目的・意義 

公設地方卸売市場は、市民の生活に欠かすことのできない野菜、果実、魚類などの生

鮮食料品や花きを全国から大量に集め、適正な価格で速やかに分配するために、「卸売

市場法」「富山県卸売市場条例」などに基づき富山県知事の許可を受けて、富山市が開

設し管理、運営している公設の卸売市場である。 

青果物、水産物、花きなどの生鮮食料品等は、産地が全国に分布し、多数の農林水産

業者がその生産に従事していること、作況出回りが自然的要因により大きく左右され

やすいこと、様々な量・規格・品質のものが日々生産され、日々仕入れ、販売を要する

こと、価格の変動も大きく、腐りやすく、貯蔵にも一定の限度があり品目が極めて多種

多様にわたること、消費の多様化に伴いますます豊富な品揃えが必要になることなど

の諸要因が重なりあっている特殊な商品である。 

   そのため全国各地から大量に生鮮食料品等を集め、適正な価格をつけ、速やかに分配

するため、富山市が開設者となり、卸売市場を管理運営している。 

   卸売市場は、流通や取引を円滑に図る機能として、法律・条例などによる取引ルール

によって、消費者に生鮮食料品等を供給して、市民生活の安定と向上を図るとともに、

生産者には継続的で安定的な販売ルートを確保する重要な役割を果たしている。 

   昭和 48 年に開場して以来、市民生活の食の安全を支えてきた卸売市場であるが、流

通経路や消費者ニーズが多様化していること、卸売市場法が改正（令和 2 年 6 月施行）

され多くの規制が緩和されること、また、建物老朽化による再建築を余儀なくされてい

ることなど、ここ近年、卸売市場を取り巻く環境は大きく変化している。 
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（3） 沿革 

   享保から寛政期にかけ富山藩は行商、店売、市場の制度を設け、荒町、東田地方町、

二番町に朝市や問屋を開き富山湾内の魚などその取引が盛んに行われた。 

   明治には青果物、水産物がともに総曲輪一帯に市場を開設し、市民の台所に豊富な生

鮮食料品を供給していたが、戦後の経済、社会の激変は従来の機構機能の根本的な変革

を迫り、流通の合理化、公正妥当な価格形成と市場における膨大な交通発生量等から都

市形成のあるべき姿が叫ばれ、生鮮食料品の取扱いについて各界から指摘された。 

   昭和 37 年に農林省から中央卸売市場の開設の有無について照会があってからは、取

扱量の増大、駐車場難、衛生面から市場の整備が表面化し、本格的に市場建設に取り組

み、昭和 43 年には掛尾町、上袋、黒瀬地区に用地を取得し、各施設の建設工事を進め、

昭和 48 年 3 月に開場、同年 5 月に青果部が、また昭和 56 年 6 月に水産物部が業務を

開始した。 

   さらに「日本一の花と緑」をキャッチフレーズに富山県、富山市、関係団体が出資し

て第三セクター方式による花き部卸売会社を設立、昭和 62 年 7 月に花き部が業務を開

始した。 

   平成 23 年 4 月に市場の活性化を図るため、公設地方卸売市場へ転換した。 

(平成 31 年食糧経済年鑑より) 

 

    昭和 42 年  11 月  農林省へ中央卸売市場施設整備計画を提出 

    昭和 43 年   7 月  富山市中央卸売市場事業が都市計画事業として決定 

    昭和 46 年   4 月  「卸売市場法」公布（同年 7 月施行） 

    昭和 48 年   3 月  農林省指令第 1,530 号をもって開設認可、開場式 

            5 月  青果部、中央卸売市場として業務開始 

    昭和 55 年  11 月  第２冷蔵庫新設 

    昭和 56 年   6 月  水産物部、中央卸売市場として業務開始 

    昭和 62 年   7 月  花き部、中央卸売市場として業務開始 

    平成 4 年   3 月  第３冷蔵庫新設 

    平成 17 年   4 月  市場内 LAN システム稼働 

    平成 22 年  12 月  富山市公設地方卸売市場条例を公布 

    平成 23 年   3 月   富山県指定農食 179 号をもって地方卸売市場へ転換許可 

           4 月  富山市公設地方卸売市場として開設、除幕式 

平成 28 年   3 月  新冷蔵庫棟（冷蔵庫室・製氷塔・低温荷捌室）竣工 

平成 31 年   3 月  市場再整備基本計画を策定 
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（4） 根拠法令 

現行法では、卸売市場法において、地方卸売市場を開設する場合には、都道府県条例

で定めるところにより、市場ごとに都道府県知事の許可を受けることが定められてい

る。 

本市場は、富山県知事の許可を受け、富山市公設地方卸売市場として開設し、その業

務規程については、富山市公設地方卸売市場条例（以下、市条例とする。）において定

められている。 

なお、平成 30 年 6 月に卸売市場法が改正され、地方卸売市場開設には、従来は都道

府県知事の許可とされていたのが、都道府県知事の認定とされることとなった。 

改正は、主に中央卸売市場の規制緩和に関するもので、令和 2 年 6 月から施行され

る。 

 

① 卸売市場法（現行） 

   卸売市場法は、昭和 46 年に施行された農林水産省所管の法律で、生鮮農水産物を

取り扱う卸売市場の役割を定めたものである。 

   中央卸売市場と地方卸売市場の定義や、それぞれの開設認可、開設許可、売買取引

の制限、差別的取扱いの禁止など、卸売市場の適正かつ健全な運営を確保するための

規定が定められている。 

（目的）第 1 条 

この法律は、卸売市場の整備を計画的に促進するための措置、卸売市場の開設及

び卸売市場における卸売その他の取引に関する規制等について定めて、卸売市

場の整備を促進し、及びその適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食

料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もって国民生活の

安定に資することを目的とする。 

（開設の許可）第 55 条  

地方卸売市場を開設しようとする者は、都道府県の条例で定めるところにより、

市場ごとに、都道府県知事の許可を受けなければならない。 

（許可の申請）第 56 条  

前条の許可を受けようとする者は、業務規程及び事業計画を定め、これを申請書

に添えて、都道府県知事に提出しなければならない。 

    二 前項の業務規程には、地方卸売市場の位置及び面積、取扱品目その他の都道

府県の条例で定める事項を定めなければならない。 

 

② 富山県卸売市場条例 

   富山県卸売市場条例（以下、県条例とする。）では、卸売市場法の規定に基づき、

地方卸売市場の開設及び業務に関し必要な事項を定めるものとし、開設者が業務規
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程で定めるべき事項を定めている。 

   また、卸売業者に対して、知事への事業報告書の提出も定めている。 

（趣旨）第 1 条 

    この条例は、卸売市場法の規定に基づき、地方卸売市場の開設及び業務に関し必

要な事項を定めるものとする。 

（業務規程）第 3 条 

    卸売市場法 56 条 2 項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

    地方卸売市場の位置及び面積 

    取扱品目 

    開場の期日及び時間 

    卸売の業務に係る売買取引及び決済の方法 

    卸売の業務に係る物品の品質管理の方法 

    卸売の業務を行う者に関する事項 

    買受人等関係事業者に関する事項 

（事業報告書の提出)第 20 条  

卸売業者は、事業年度ごとに、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、

毎事業年度経過後 90 日以内に、これを知事に提出しなければならない。 

 

③ 富山市公設地方卸売市場条例 

    市条例では、卸売市場法及び県条例に基づき、市場の名称等や開場時間などの基本

的な事項、及び市場関係事業者に関する事項や、売買取引決済方法、使用料の額など

市場を適正に管理運営するための具体的な規定が定められている。 

    また、卸売業者、仲卸業者などの市場関係事業者に対し、必要な場合には資料の提

出を求め、立入検査することができるなど、市場開設者としての監督の役割を定めて

いる。 

（設置）第 1 条 

生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もって市民

等の生活の安定に資するため、卸売市場法及び富山県卸売市場条例の規定に基

づき、富山市公設地方卸売市場を設置する。 

（仲卸業務の許可)第 14 条 

仲卸しの業務を行おうとする者は、市⾧の許可を受けなければならない。 

（事業報告書の提出)第 21 条 

 仲卸業者は、規則で定めるところにより、毎事業年度の末日現在において作成し

た事業報告書をその日から起算して 90 日を経過する日までに、市⾧に提出しな

ければならない。 

（使用料)第 59 条  
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使用者は、別表第 3 に定める額に 100 分の 108 を乗じて得た額の使用料を納付

しなければならない。 

（使用料の減免)第 60 条 

市⾧は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。 

（1）使用者の責めに帰すことができない理由によって市場施設を使用できな

いことが 3 日以上にわたったとき。 

（2）使用者が国又は公共団体であるとき、若しくは市⾧が特別の理由がある

と認めるとき。 

（報告及び検査)第 63 条  

市⾧は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認める

ときは、卸売業者、仲卸業者又は関連事業者に対し、その業務若しくは財産に関

し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、卸売業者、仲卸業者若しく

は関連事業者の事務所その他の業務を行う場所に立ち入り、その業務若しくは

財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 

  

④ 改正卸売市場法についての考察 

平成 30 年 6 月、卸売市場法を改正する法律が国会で成立し、令和 2 年 6 月より施

行されることとなる。 

今回の改正では現行の 83 の条文が 19 に削減されているが、その内容については、

卸売市場の開設と整備計画、卸売市場取引についての規制を、市場法の目的条項（1

条）から削除し、「卸売市場に関し、農林水産大臣が策定する基本方針について定め

るとともに、農林水産大臣及び都道府県知事によるその認定に関する措置その他の

措置を講じ」という文言を加え、目的条項を改定することで、中央卸売市場の卸売業

者の「第三者販売の禁止」（仲卸業者と開設者が許可した買参人〈セリに参加する人〉

以外には販売できない）、仲卸業者の「直荷引きの禁止」（卸売業者以外からは買えな

い）、卸売市場での「商物一致原則」（入荷物品は市場内で取引すること）が、法規定

から削除されることとなった。 

すなわち、これらについては国による規制は行わず、各市場の判断に委ねられるこ

ととなった。 

    これらの規制緩和は主に中央卸売市場に関する規定であり、現在は地方卸売市場

である本市場について直接の影響は少ない。 

    しかし、地方卸売市場である本市場においても、中央卸売市場での規制にならい、

別途市条例により卸売業者の第三者販売の原則禁止を定めているところである。       

改正法では、これらの取引規制については、市場関係者の意見を聴いて、市場毎に

開設者（市）が定めることが求められている。 

    農林水産省は改正により期待されるビジネスモデルとして、産地直送による物流
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の効率化・鮮度保持、また、仲卸業者の直接集荷により有機野菜等の小ロット注文を

海外実需者へ輸出することが可能になり販路が拡大することなどを想定している。 

一方で規制緩和により、中央卸売市場においても、卸売業者や仲卸業者と、大手の

スーパーや外食産業との直接取引が拡大し、これにより買い手の力が強くなること

で、買いたたきが起こり、市場で公正な価格形成ができなくなることも考えられる。 

    さらに、「商物一致原則」が削除されたことにより、卸が間に入り、商取引は市場

が行うが、物品は大型産地、輸入商社、冷凍業者が市場を通さず、大手スーパー・加

工業者・外食産業などへの直接出荷も増大し、これまで卸売市場を支えてきた中小の

仲卸業者にとって、卸売市場での生鮮食料品の購入が困難となり、仲卸業者の「目利

き力」に依存していた専門小売商、料理店、すし店などの買出人の仕入れを困難にし、

その営業にも大きな影響を与えることになる、との懸念もある。 

    また、これまで中央卸売市場の開設は、国の「認可」、地方卸売市場の開設は、都

道府県知事の「許可」が必要とされていたが、これが、中央卸売市場については国が、

地方卸売市場については都道府県知事が「認定」すればよいことになった。卸売市場

の整備や運営に対する国や地方自治体の関与の必要性が大幅に縮小したことになる。 

現行法では、中央卸売市場の開設は、都道府県と人口 20 万人以上の都市の地方自

治体に限られていたが、改定で、施設の規模が一定以上で、国の定める要件に適合し

た場合、地方自治体に限らず、法人が開設する卸売市場も中央卸売市場として認定す

るとされ、民間大企業による中央卸売市場の開設も可能になる。 

安定的かつ衛生的な一定水準の農産物の供給を行うために、これまで卸売市場が

果たしてきた生鮮食料品等の需給調整と価格形成という公的役割が、卸売市場の民

営化により後退してしまうという課題も残されている。 

法的根拠が失われ、財政が厳しい地方公共団体においては市場の閉鎖を余儀なく

されるケースも出てくる可能性がある。 

市場法改正に伴い、地方卸売市場である本市場においても、社会の変化に注視しな

がら、卸売市場に与えられた公的役割をどのように果たしていくか、今後一層議論を

深めていく必要がある。  
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（5） 流通経路と市場関係者の役割 

① 市場の流通経路 

 

（富山市 HP より） 

② 市場関係者の役割 

  

ア 市場開設者…卸売市場法、市条例及び同施行規則等に基づき、施設の維持管理と

業務の許認可をはじめ、公正な取引が行われるよう指導・監督 

  

イ 卸売業者…県知事の許可を受け、全国の生産者から出荷された生鮮食料品等を

せり売りや相対売りにより仲卸業者や売買参加者等に販売 

  

ウ 仲卸業者…市⾧の許可を受け、卸売業者から仕入れた品物を市場内の店舗で買

い易いように小分けにしたりし、売買参加者や買出人等に販売 

  

エ 売買参加者…市⾧の承認を受け、卸売業者や仲介業者から仕入れた品物を消費

者等に販売 

  

オ 関連事業者…市⾧の許可を受け、市場を利用する人達の利便を図るため、市場内

の店舗で食料品や金融、運送、飲食店などを営む業者 

  

カ 買出人…仲卸業者から必要な品物を仕入れて、一般消費者に販売する小売業者

やスーパーマーケット、飲食業者、加工業者など 
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  ③ 市場関係者構成 

   

                                     令和元年 5 月 1 日現在 

開設者 富山市 

卸売業者 青果部 1 社、水産物部 1 社、花き部 1 社 

仲卸業者 青果部 11 社、水産物部 7 社、花き部 3 社 

売買参加者 青果部 95 名、水産物部 85 名、花き部 55 名 

 

関連事業者 

第１種関連事業者（冷蔵庫業、食料品販売業、運送業等）37

業者 

第２種関連事業者（飲食業、診療所等）5 業者 

 

  ④ 卸売業者の概要 

平成 31 年 4 月 1 日現在 

卸 売 業 者 従業員数 業務開始年月日 

青果部 富山中央青果株式会社 80 名 昭和 48 年 5 月 4 日 

水産物部 株式会社富冷 75 名 昭和 56 年 6 月 20 日 

花き部 株式会社富山中央花き園芸 15 名 昭和 62 年 7 月 1 日 
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（6） 取扱高推移 

   直近 5 年間及び平成元年度の取引高推移は下記のとおりである。 

   取扱高合計は、平成 27 年度からわずかながら減少が続いているものの、ほぼ横ばい

のような状態である。 

   ただし、平成 30 年度の 24,788,320 千円に対し、平成元年度には 44,472,824 千円も

の取引高が記録されており、今の約 1.8 倍の取扱高があったことを踏まえれば、低い水

準で維持されているということが言える。 

   社会情勢、人口減少、消費者ニーズの変化など、市場を取り巻く状況が変化しており

かつてのような取引量を回復することは難しいと考えられる。 

（単位：千円） 

項目 平成元年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

青果取扱高 20,914,144 12,627,239 13,455,152 13,221,155 12,822,382 12,340,037 

水産取扱高 22,489,744 13,039,478 12,379,707 11,745,941 11,221,214 11,333,192 

花き取扱高 1,068,936 1,085,187 1,150,552 1,144,008 1,124,680 1,115,091 

取扱高合計 44,472,824 26,751,904 26,985,411 26,111,104 25,168,276 24,788,320 

 

 

 

  

（単位：円） 

取引高合計 
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（7） 歳入歳出 

   過去５年間の歳入歳出は下記の通りである。  

     

歳入                              （千円） 

  平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

施設使用料 159,717 157,192 151,474 147,928 142,918 

売上高使用料 37,383 36,942 34,433 32,947 33,126 

井水使用料 1,270 1,207 1,165 1,190 1,112 

補助金 13,727 338,989  0  0  0 

一般会計繰入金 66,581 58,260 40,146 62,764 92,942 

雑入 21,830 32,664 44,723 24,992 24,678 

預金利子 0 77 4 0 0 

公設地方卸売市場事業債 253,600 443,500 172,800 4,300 21,100 

繰越金  0 178 39 0 0 

歳入合計 554,110 1,069,011 444,786 274,124 315,878 

 

 

    歳出                              （千円） 

  平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

一般管理費 221,928 209,588 185,845 192,053 205,351 

建設事業費 254,028 782,630 181,306 23,844 37,492 

公債費元金 67,459 67,203 69,734 52,217 68,331 

公債費利子 10,515 9,549 7,899 6,009 4,702 

歳出合計 553,932 1,068,972 444,786 274,124 315,878 

 

施設使用料は毎年度減収となっており、平成 30 年度では 142,918 千円まで落ち込ん

でいる。売上高使用料も 35,000 千円前後の低い水準で推移しており、雑入に含まれて

いる電気代利用料（毎年度 21,000 千円前後）を含めても、一般会計からの繰入金や市

債、補助金を除いた市場利用者からの純粋な営業収入は 200,000 千円程度になってい

る。 

過去の資料によれば平成 11 年度では営業収入が 321,000 千円を超えていたことが確

認でき、そのことからしても、市場取引量の減少や、空店舗が増えていることわかる。 

人件費や維持管理費などの市場を運営するための一般管理費は、185,000 千円から
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222,000 千円の間で推移しており、概ね、営業収入によってまかなわれていることがわ

かる。 

逆に言えば、その他の建設事業費や、過去の市債の元金返済は、全て新たな市債発行

及び一般会計からの繰入金で支払われている、ということになる。 

一般会計からの繰入金は、平成 30 年度では 92,942 千円、平成 29 年度では 62,764

千円と年度により大きく変動があるが、5 年間の平均では、年度当たり約 64,000 千円

が計上されている。         
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（8） 富山市公設地方卸売市場再整備構想 

  ① 経緯・目的 

昭和 47 年度に建築された本市場の主体建物（青果水産の卸、仲卸売場等）につい

ては老朽化に加え、耐震性もないことから、平成 28 年度に実施した「富山市公設地

方卸売市場主体建物に関する検討調査業務」の調査の結果、コンパクト化を図り建替

えすることとなり、富山市公設地方卸売市場再整備構想（以下再整備構想とする。）

を策定することとなった。 

    再整備構想は、本市場が社会情勢等の変化に対応し、引き続き、新鮮で安全な食を

提供する拠点インフラとしての役割を果たすために必要な施設の規模や機能等につ

いて検討し、主体建物などの基本的なレイアウトや施設整備を実施する際の方向性

を示すことを目的として策定されている。 

     

  ② 現状と課題 

    再整備構想では、本市場の現状と課題として 

     ・取引量が継続的に減少し、将来も減少傾向が予測されること 

     ・時代のニーズに対応できない老朽化した過大な施設であること 

   を挙げている。 

    取扱量は、青果はピーク時の約 1/2、水産は約 1/3 に減少し、圏域内の人口減少等

により将来的にも全体として大きな回復は見込めない。 

    関連店舗では、売買参加者等の減少に伴い、空店舗が増え、新規入居も見込めない

状況である。 

    また、施設については老朽化が進み、耐震性が低く、災害時への対応力が不足して

いるだけでなく、施設が分散配置されており、維持費や土地利用状況に無駄がある。 

    多様化する消費者ニーズの中で、コールドチェーン（生鮮食料品等の低温流通体系）

や配送センター等の機能が不足していると考えられる。 

     

  ③ 将来ビジョンと施設整備の基本的考え方 

    再整備構想では、将来ビジョンを 

      『将来にわたり市民に安全・安心な「食」を安定的に供給する「コンパクトな

流通拠点」』 

   に決定し、以下のような具体的方針を打ち出している。 

『（1） 食の流通を支えるインフラとしての必要な機能の確保 

         ① 鮮度保持機能等の確保 

           消費者の食の安全・安心への意識の高まりに対応した、鮮度保持や

衛生管理などに必要な機能を備えた施設とします。 

         ② 卸「市場」から物流基地へ 
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             市場全体を 1 つの物流基地として捉え、その視点から、全体のレ

イアウトや必要な機能、施設等を検討します。 

         ③ 改正卸売市場法への対応 

           卸売市場法の改正に伴い、必要となる施設や機能を、今後の整備基

本計画や基本設計に反映させます。 

         ④ 災害時における生鮮食品の流通拠点としての役割（耐震性の確保） 

        （2） 経営的視点に立った施設整備 

         ① 施設整備費及び維持管理・運営費の低減 

          ・整備費を抑制するために施設全体をコンパクト化します。 

          ・維持費等の削減を図るために施設を集約化します。 

          ・PFI 手法など整備費や管理費等の低減につながる事業手法を調査・

検討します。 

         ② 卸売業者等の経営改善につなげる施設設備 

           ・市場内の物流コスト削減（卸売業者等の動線の改善）につなげる

施設配置とします。 

          ・量販店との取引に対応するための、配送センター機能について検

討します。 

          ・加工施設等、付加価値を高めるために、必要な施設等について検

討します。 

         ③ コンパクト化により生じた土地（余剰地）の有効活用 

          ・再整備の原資として余剰地を活用します。 

          ・活用方法は土地代等の収入だけでなく、市場の活性化や税収や雇

用などの視点から総合的に判断します。』 

           （富山市公設地方卸売市場再整備構想「概要版」より一部抜粋） 

 

    再整備により耐震性を高めるだけでなく、取引量の減少に合わせて施設全体をコ

ンパクト化するとともに全体のレイアウトを見直しすることで、整備費・維持費を

削減し、加えて、必要な機能である配送センター等の新たな整備を検討し、時代の

ニーズに合った市場にすることを基本的考え方としている。 

また、コンパクト化により生じた余剰地を有効利用することで再整備の財源の一

部とすることも示している。 
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④ 施設レイアウト（案） 

   現在までのレイアウト案は以下のとおりであり、市場機能をより中央に集約し、

余剰地を生み出す配置となっている。 

   令和２年度から実施設計、建設が行われる予定である。 
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２ 監査概要 

監査の主な着眼点と監査手続きは以下のとおりである。 

（1） 市場使用料 

   市場の収入である市場使用料が適正に計算され徴収されているか、市場使用料の算

定の経緯、金額の妥当性、未収金の有無について、関係台帳、帳簿、契約書、証拠証

憑等を閲覧し検証を行った。 

   また、市場使用料減免申請制度についても、それらが適正な手続きを経て行われて

いるか検証を行った。 

 

（2） 一般会計からの繰入基準 

   一般会計繰入金について、国の基準を上回る繰入れはないか、特別会計の原則であ

る独立採算制で運営されるべき本事業について、過剰な繰入れはないか、総務副大臣

通知の内容を確認し、検証を行った。 

 

（3） 市場開設者としての監督責任 

   市場開設者としての監督責任を充分に果たしているか、実施した改善指導等の内容

を精査し検討を行った。 

 

（4） 資産管理 

   固定資産や備品、市場関係者から預かる保証金について適正に管理されているか、

各台帳を閲覧し、数量が正しく記載されているか等の確認を行った。 

    

  



104 

 

３ 市場使用料 

（1） 市場使用料の算定 

   市場使用料については、市条例第 59 条において「使用者は、別表第３に定める額に

100 分の 108 を乗じて得た額の使用料を納付しなければならない。」と定められている。       

卸売業者市場使用料、仲卸業者市場使用料、倉庫使用料、冷蔵庫使用料などの種別ご

とに１㎡あたりの月額使用料が定められている施設使用料のほか、卸売業者について

は卸売金額に応じて発生する売上高使用料が定められている。 

 開設者である本市においては、これらの施設使用料及び卸売業者からの売上高使用

料が主な収入源となっている。 

 

 別表第３（第 59 条関係）  

種別 単位 金額(円) 

卸 売 業 者 市

場使用料 

卸売金額(せり売、入札又は相対取引に係る価格に

限る。)の 1,000 分の 3 及び卸売場面積 1 平方メー

トル 1 月につき 

甲 90 

乙 60 

丙 130 

仲 卸 業 者 市

場使用料 

第 39 条第 2 項ただし書の規定により買い入れた

物品の販売金額(消費税額及び地方消費税額を除

く。)の 1,000 分の 3 及び仲卸売場面積 1 平方メー

トル 1 月につき 

甲 750 

乙 1,200 

関 連 事 業 者

市場使用料 

1 平方メートル 1 月につき 甲 1,300 

乙 900 

丙 1,450 

関 係 事 業 者

事 務 所 使 用

料 

1 平方メートル 1 月につき 甲 570 

乙 720 

丙 760 

丁 800 

倉庫使用料 1 平方メートル 1 月につき 甲 540 

乙 800 

花き部倉庫・

加 工 所 使 用

料 

1 平方メートル 1 月につき 1,300 

福 利 厚 生 施

設使用料 

1 平方メートル 1 月につき 500 

冷 蔵 庫 使 用

料 

1 月につき 甲 1,600,000 

乙 2,400,000 
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青 果 部 保 冷

庫使用料 

1 月につき 550,000 

空地使用料 1 平方メートル 1 月につき 50 

井 戸 水 使 用

料 

量水器 1 個 1 月につき 450 

使用水量 1 立方メートルにつき 10 

場 内 通 信 回

線使用料 

1 月につき 甲 40,000 

乙 30,000 

丙 1,000 

    備考 

1 この表の「甲」、「乙」、「丙」及び「丁」の区分は、施設(場内通信回線にあっては事業者)

ごとに市⾧が指定する。 

2 使用面積が 1 平方メートルに満たないとき、及び使用面積に 1 平方メートル未満の端数が

あるときは、これを 1 平方メートルとする。 

3 使用期間が 1 月に満たない場合は、日割計算による。 

 

（2） 使用料算定の経緯 

   市場使用料について、昭和 48 年 9 月に農林省食品流通局市場課通達「市場使用料に

ついて（市場使用料算定及び算定例）」（以下、「通達」とする。）によって、国としての

施設使用料算定の一定の基準が示されている。 

通達では、「市場使用料によってまかなうべき経費は、原則として、償却費、修繕費、

管理事務費、損害保険料及び地代とし」と触れ、その算定方法についても細かく記載し

た上で、具体的な計算例を示して説明している。 

   通達に強制力はなく、市場ごとにその実情に合わせて使用料を決定することとなっ

ているため、本市場では、あくまで参考例とするにとどめ、昭和 48 年に条例で使用料

を定めている。 

   この当時の利用料の算定根拠について、資料として確認することはできなかった。 

   なお、一旦条例で定められた使用料は現在まで消費税率変更以外には改定されたこ

とがない。つまり、開場された昭和 48 年に存在していた設備等に対する使用料は、45

年以上が経過した現在も同一単価ということになる。 

  また、開場以降追加で取得された設備については、その都度、条例でその使用料を定

め、現在に至っている。 

 

（3） 冷蔵庫施設の利用料算定 

   直近において、新たに使用料を定めたのは、平成 28 年竣工の新冷蔵庫棟の使用料の

みである。 

   開場時建設した第１冷蔵庫棟、昭和 55 年新設の第２冷蔵庫棟、平成 4 年には第３冷
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蔵庫棟を建設していたが、経年劣化が激しい第１冷蔵庫棟及び第２冷蔵庫棟について

は再整備が必要とされたため、平成 28 年に総事業費 956,912 千円をかけ新しい冷蔵庫

棟が竣工した。 

   新冷蔵庫棟建設により、それまでは第１冷蔵庫棟 1,300 千円/月、第２冷蔵庫棟 1,000

千円/月とされていた使用料であるが、新冷蔵庫棟 2,400 千円/月に定められた。 

   新冷蔵庫棟の使用料の算定について、当時の資料を確認したところ、償却費、修繕費、

管理事務費、損害保険料及び地代を基に計算され、国の通達に従って算出されている。 

   

（4） 売上高使用料の確認 

   卸売業者からは、１㎡あたりの月額使用料が定められている施設使用料のほか卸売

金額に応じて発生する売上高使用料を徴収している。 

   売上高使用料は、卸売業者の卸売金額(せり売、入札又は相対取引に係る価格に限る。)

の 3/1,000 と定められており、毎月の売上実績の把握が必要不可欠になる。 

   本市場では、平成 17 年に市場内 LAN システムを整備し、データを共有することで

売上実績を把握している。 

   市場内 LAN システム導入前は、業者からの自己申告に基づき売上高使用料を算出し

ていたため、誤りが発生する可能性があったが、現在ではその問題は解消されている。 

   サンプルとして平成 30 年度株式会社富令にかかる売上高使用料と、同社から提出さ

れた平成 30 年度事業報告書の卸売売上金額との整合性に問題がないことを確認した。 

   

（5） 使用料減免申請制度 

  ① 規定 

    市条例第 60 条では、「市⾧が特別の理由があると認めるときは使用料を減免でき

る」旨を定めている。 

    この特別な理由について具体的には明記がされていないが、運用としては、財務状

況から判断し、経営の安定を図るため必要がある場合に減免を認めている。 
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② 減免申請決定状況 

    平成 30 年度の減免申請決定状況は下記の通りである。 

     

業 者 名 売上高使用料 

減免率 

施設使用料 

減免額(月額） 

減免額 

（年額） 

富山中央青果㈱ 2.7/1000 − 3,124 万円 

富山中央魚市㈱ 0.4/1000 − 121 万円 

㈱富冷 0.4/1000 − 298 万円 

㈱富山中央花き園芸 3/1000 − 308 万円 

富山中央市場冷蔵㈱ − 280 万円 3,360 万円 

合  計    7,211 万円 

 

    卸売業者４社全てと冷蔵倉庫業務を行う富山中央市場冷蔵株式会社が減免申請を

行っている。 

    売上高使用料は市条例により売上高の 3/1000 に定められているところ、青果部で

はその９割に相当する 2.7/1000 が、花き部においてはその全額 3/1000 がそれぞれ

減免されており、水産物部以外からはほとんど売上高使用料が得られない状況とな

っている。 

    また、冷蔵庫使用料は市条例により新冷蔵庫棟と第三冷蔵庫棟を合わせて 400 万

円に定められているところ、その 7 割に相当する 280 万円が減免されている。 

    卸売業者、富山市中央市場冷蔵株式会社ともに、業務開始当初や新規施設の使用開

始時には減免申請が認められている。 

    また、その時々の財務状況に応じて、減免率の変更が行われてきた。 

近年では、卸売業者である青果部、水産物部、花き部については、平成 26 年度以

降現在まで変更は行われていない。 

    冷蔵庫使用料については新冷蔵庫棟が竣工した平成 28 年度以降、平成 28 年度は

240 万円の減額、平成 29 年度は 260 万円の減額、平成 30 年度は 280 万円の減額と

なっており、毎年、月額 20 万円ずつ減免額が増加している。 

 

  ③ 減免申請理由 

    減免申請書には、申請の理由、減免申請額が記載されており、過去 5 年分の営業実

績及び５か年分の営業業績予想が添付されて提出されている。 

    いずれも財務状況が厳しいことをその理由としており、以下にその一部を抜粋す

る。 

    「…⾧期借入金の年間返済額を賄うキャッシュフローを捻出するに至っておらず、

（中略）また来期は新たに借り入れが必要な状況になります。…業界を取り巻く



108 

 

環境は引き続き厳しい状況にあり、資金繰りもタイトな状況が続くところから、

次年度につきましては今年度と同様に下記使用料の減免を賜りますようお願い

申し上げます。」 

    「…卸売市場経由率の低下、ライフスタイルの変化等、取り巻く環境の変化は、経

営基盤に大きく影響しているところであります。（中略）また、利益額は業務改

善努力等により、昨年を上回る結果を達成する予定です。ただ取扱数量は売上額

以上に減少しており、市場全体の縮小は深刻な状況が続いているのが現状であ

ります。このことからも、経営の安定は道半ばであり、売上高割使用料の免除を

お願いするものであります。」 

 

（6） 使用料の未収 

   使用料収入はそのほとんどが自動引落による振込みになっており、業者からの未収

はないことを確認した。 
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４ 一般会計からの繰入基準について 

一般会計からの繰入れについては、総務副大臣通知「平成 30 年度の地方公営企業繰出

金について」において、「地方公営企業の経営の健全化を促進し、その経営基盤を強化す

るため、毎年度地方財政計画において公営企業繰出金を計上することとしています。その

基本的な考え方は下記のとおりです（中略）」と前置きした上で、次のように記載されて

いる。 

 

    「第７ 市場事業 

      １ 市場における業者の指導監督等に要する経費 

      （1） 趣旨 

         卸売市場内の取引の公正を期するため、業者の指導監督に要する経費

等の一部について繰り出すための経費である。 

      （2） 繰出しの基準 

         現場取引、卸売人の業務及び経理等に対する指導監督、その他流通改善

対策等に要する経費として当該年度における営業費用の３０％とする。  

      ２ 市場の建設改良に要する経費 

      （1） 趣旨 

         卸売市場の建設に伴う資本費の増嵩に対処するため、企業債の元利償

還金の一部について繰り出すための経費である。 

      （2） 繰出しの基準 

         市場施設は建設改良に係る企業債の元利償還金の２分の１とする。」 

 

つまり、営業費用の３０％及び元利償還金の 2 分の１までが一般会計からの繰入金の

基準となる。 
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直近 3 年間の一般会計繰入金内訳は下記のとおりである。 

 

     一般会計繰入金内訳                    （単位：千円） 

項   目 H28 年度 H29 年度 H30 年度 備   考 

指導監督等に要する経費（A） 52,080 56,839 55,760 ※営業費用の３０％ 

建設改良に要する経費（B） 38,421 29,114 36,517 償還元金・利子の 1/2 

基準額合計（A）+（B）=（C） 90,501 85,953 92,278   

実際繰入額（D） 40,146 62,765 92,942   

基準超過額（D）−（C） − − 664   

     ※営業費用＝一般管理費+建設事業費−公課費−備品購入費−雇用保険料戻入金−業者電気料負担金分 

      

平成 28 年度及び平成 29 年度は基準内に収まっているが、平成 30 年度は基準を 664

千円超過していることがわかる。 

実際繰入額は、すなわち本特別会計における不足額であり、売上高、償還元金額等に

より、年度ごとに大きく金額が変動するのに対し、基準額は営業費用の 30％及び償還元

金の２分の１であるため変動額が少なくなる。 

  そのため、予算編成時において、基準額を超えることのないよう事業費全体で調整を行

っているところである。 

  しかしながら、平成 30 年度のように、電気料の大幅な値上げや、老朽化が進行したブ

ロック塀の撤去など喫緊の対策が必要な事案が年度途中に発生した場合には、実際繰入

額が基準額を超えることになってしまうのである。 
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５ 市場開設者としての監督責任 

（1） 報告及び検査 

   市条例第 63 条には、市⾧は市場の適正な運営を確保するため必要がある場合には卸

売業者、仲卸業者、関連事業者に対し報告若しくは資料の提出を求め、職員に立入検査

をさせることができる旨、また、第 64 条にはそれらに対しその業務又は会計に関し必

要な改善措置を命ずることができる旨がそれぞれ規定されている。 

生鮮食料品等の流通基盤となる市場が適正に運営されない事態になれば、市民生活

にも大きな影響が及ぼされるため、開設者である富山市にその監督責任を定めている。 

 

（2） 財務検査等の実施 

   本市場では、開設者監督責任の一環として、卸売業者及び仲卸業者に対して、財務改

善指導や公認会計士や税理士による財務検査を実施している。 

   実施の方法や対象業者は年度により異なり、市場の裁量によりその年度ごとに決定

し、実施している。 

   事業報告書を提出させ、一定の基準を満たさない業者に改善報告書を提出させるこ

ともあれば、財務状況に問題のある特定の業者について外部の専門家に財務診断報告

書の作成依頼をすることで改善指導を行うこともある。 

   平成 30 年度については、全ての仲卸業者を対象として財務状況に係る改善措置指導

を実施している。 

   全仲卸業者に対し、前年度の決算書などが添付された事業報告書を提出させ、その財

務状況が一定の基準に該当する場合には、該当することとなった原因や改善に向けた

具体策を記載した改善報告書を提出させている。 

   市条例、県条例を含め関係法令等には、仲卸業者に対する指導の基準の定めがないた

め、国が定める下記の基準に該当する場合に、改善措置を講ずるよう指導を行っている。 

     ・流動資産の合計金額の流動負債の合計金額に対する比率「１」未満 

     ・資本の合計金額の資本及び負債の合計金額に対する比率「0.1」未満 

     ・連続する三以上の事業年度において経常損失が生じた場合 

   該当した事業者からヒアリングを行い、希望事業者には、専門家費用を市が負担する

財務診断を受けてもらい改善を促すよう努めている。 

   平成 30 年度においては、仲卸業者全 22 社のうち 7 社が一定の基準に該当し、改善

報告書を提出している。（うち 1 社は未提出の状況である。） 

   該当事業者に対して財務診断の必要性について個別にヒアリングを行ったが、希望

事業者は該当なかった。 

   なお、全 22 社のうち 1 社は貸借対照表及び損益計算書の添付がなく、基準に該当す

るかどうかの確認も未実地であった。 
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６ 資産管理 

（1） 備品 

   「備品台帳」が備え付けられ、平成 31 年 3 月末時点の「物品現在高調書」が作成さ

れており、台帳の数量と一致していることを確認した。 

   平成 30 年度に、老朽化した発泡スチロール処理機を廃棄し、新規購入（購入金額

21,135,600 円）しているが、「重要物品払出表」「重要物品受入表」「重要物品に関する

調べ」が適正に作成されていることを確認した。 

   また、富山市物品管理規則には取得価格 5 万円以上のものには標示票の添付が必要

とされているが、新規購入した発泡スチロール処理機には標示票が添付されているこ

とを現認し、適正な取扱いがなされていることを確認した。 

 

（2） 保証金 

   卸売業者等からの保証金については、市条例及び同施行規則において金額が定めら

れている。 

   保証金を預かった際には、預り証を交付し、市場の控えを業者ごとのファイルに綴り

保管している。 

   また、保証金台帳を作成し、月ごとに残高を管理しており、保証金に増減があった場

合にはその異動状況を記載している。 

退去があった場合には、その施設の返還の完了及び使用料の未納額がないことを確

認し、保証金返還申請書及び預り証を受領した上で保証金を返還している。 

以上、適正に管理がなされていることを確認した。 
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７ 監査結果  

（1） 市場使用料の設定について 

<意見 22> 

  ① 適正な使用料設定の重要性 

市場における施設使用料及び売上高使用料収入について適正額を設定する必要が

ある。 

これらの使用料等は当初設定した金額から見直しされておらず、古いものは市場

開設時の昭和 48 年から変更されていない。 

社会情勢、経済状況及び地価などが様々に変化する中、45 年以上が経過している

にも関わらず、一度も見直しが行われていないということは、独立採算制を基本とす

る特別会計において、収支に対する検討・検証が充分になされていないことを意味し

ている。 

地方財政法第 6 条では公営企業で政令で定めるもの（同法施行令第 46 条第９号に

おいて市場事業が規定されている）について、特別会計による経理を行い、経費はそ

の経営収入で充当する旨が規定されており、特別会計は独立採算制で運営されるこ

とが原則である。 

一方、同条では、性質上経営収入で充当することが適当でない経費及び能率的な経

営を行なってもなおその経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難で

あると認められる経費については、一般会計からの繰入を認めている。 

この一般会計からの繰入については、総務副大臣通知により、営業費用の 30％及

び元利償還金の 2 分の１までが基準として示されているところである。 

一般会計からの繰入金は年度により増減があるものの、直近 5 年間では、平均して

毎年約 64,000 千円もの金額が計上されている。 

直近 3 年間では、平成 28 年度、29 年度の一般会計繰入金は基準内の金額に収まっ

ているが、平成 30 年度については 664 千円の繰入超過となっている。 

使用料収入等の経営収入でまかなえない経費を一般会計から繰り入れているので

あり、例え繰入額が通知の基準内であったとしても、必要のない繰入金を計上するこ

とは不適切であると考えられる。 

本市場の昭和 48 年から見直しがされていない使用料が適正額から大きく乖離して

いる場合、経営収入が不足しその結果一般会計繰入金が不必要に繰入れられること

となる。 

そのため、適正な使用料を見直し、経営収入を確保することで、必要のない繰入金

を繰り入れることのないよう努める必要がある。 

 

<意見 23> 

② 使用料算定根拠資料の保管 
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本市場では、昭和 48 年の開場時に施設使用料及び売上高使用料を市条例により定

めているが、どのようにその金額を定めたかの経緯や根拠になる資料は確認できな

かった。 

施設使用料、売上高使用料は本市場の基盤となる重要な収入源であるにも関わら

ず、その決定までの経緯が不明である。 

これでは、仮に社会情勢等の変更により、使用料収入を変更しようとした場合にも、

その拠り所とすべきものがないため、使用料を支払う業者側の納得も得られず、見直

し作業が難航することが予想される。 

唯一、平成 28 年竣工の新冷蔵庫棟については「新冷蔵庫使用料金について」と題

されたファイルに計算資料が残されており、どのように経緯でその金額が決定した

のかを示す根拠資料を確認することができた。 

今後新たに使用料を設定する場合にも、使用料の算定根拠をしっかりと作成・保管

していくことが必要である。 

 

<意見 24> 

③ 再整備構想に関する考察 

    老朽化した市場施設は、再整備構想によりその多くが建替えされることになる。 

    開場以来見直しがされてこなかった施設使用料及び売上高使用料については、令

和 2 年度以降実行される再整備に伴い、そこで新たに再設定することが、実現可能な

見直しのタイミングであると考えられる。 

再整備計画では、市場のコンパクト化や余剰地の有効利用など、今までとは大きく

異なる環境に置かれることになる。 

再整備の建築にかかる費用や、新たな市場の管理にかかる費用、余剰地有効活用に

よる収入など総合的に勘案し、専門家のアドバイスを受けるなどした上で、適正な使

用料等を充分に議論、検討して決定する必要がある。 

また、従来のように、一度決定した使用料について全く見直しを行わないのではな

く、定期的に金額の妥当性について、⾧期的な収支の観点も含めて検討していくこと

が重要になる。 

 

（2） 減免申請について 

<意見 25> 

  ① 減免基準 

    減免申請について、その減免の可否判断及び減免率についての基準がなく、公平

性・客観性が保たれていない。 

卸売業者全てと冷蔵倉庫業務を行う富山中央市場冷蔵株式会社が使用料の減免申

請を行っており、平成 30 年度の減免金額合計は 7,211 万円となっている。 
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「市⾧が特別な理由があると認めるときは使用料を減免できる」旨が定められて

いるが、その特別の理由については具体的な明記はなく、財務状況から判断し、必要

がある場合には減免を認めている。 

    減免申請書には、過去 5 年分の営業実績や業績予想が添付されて、いずれも財務

状況が厳しいことを申請の理由としている。 

    減免の可否については、これらの添付資料や申請理由を総合勘案して決定してい

るということであるが、どういった場合に減免申請が認められるのかという客観的

な基準が存在しない。 

    そもそも、減免申請は、本市場の財務基盤となる重要な収入源を減額するという極

めて例外的な措置であり、現に本特別会計では、収入でまかないきれない経費は一般

会計からの繰入金を充当しているため、その運用は慎重かつ厳格に行うべきである

と考えられる。 

    減免申請された営業実績や減免理由の中には、当期は黒字であるが、未だ経営基盤

の安定は道半ばであるため減免を申請するという旨の内容もあった。 

確かに当期黒字であることがすなわち減免対象にならないということではないが、

いずれにしても、どういった場合に減免を認めるかの具体的な基準がないため、主観

的な判断になってしまうおそれがある。 

    また、減免率については、青果部では 90％、水産物部では 13.3％、花き部では 100％

とそれぞれ異なっており、どういった場合にどの程度減免するかについてもその基

準とするところがない。 

    減免期間についても定めがなく、年度によって減免率の変更はあるものの、どの業

種についても⾧期間にわたり減免が認められており、常態化している状況である。 

    どういった場合に減免が認められるか、またその減免率はどのように決定するの

か、最⾧の減免期間を定めるかどうかなどを具体的にまとめ、ガイドラインを作成し、

その運用は慎重かつ厳格に行うべきである。 

 

<意見 26> 

② 売上高使用料からの減免について 

卸売業者からの収入は売上高使用料と施設使用料とがあるが、どちらから減免を

行うかについて特段定めはない。 

売上高使用料は売上高に一定率を乗じて算出するため年度により使用料が異なる

が、施設使用料は 1 ㎡あたり使用料単価に使用面積を乗じて算出するため、使用面積

に変更がなければ使用料は同額となる。 

卸売業者に対する減免については、売上高使用料からそれぞれ減免されている。 

売上高使用料は、市場内売上高に 0.3％を乗じた金額と定められているが、その乗

ずる率を減ずることで、減免措置を行っている。 
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この売上高使用料から減免することについて、一点疑問が生ずる。 

売上高使用料から減免するということは、売上高が大きい年度には減免される額

が大きくなり、反対に売上高が下がった場合には減免額が少なくなるということに

なる。 

減免制度は、具体的に明記された趣旨はないものの、厳しい財務状況におかれた事

業関係者に対する一時的な財務的救済措置であろうと考えられる。 

売上高が大きい年度はキャッシュフローも改善していることが通常であるにもか

かわらず、減免額が大きくなり、売上高が少ない年度はその逆になり、必要以上の過

大な減免又は十分でない減免を行うことになってしまう。 

減免の運用は慎重かつ厳格に行うべきであることは先に触れたとおりであるが、

各業者の財務状況に応じて、売上高使用料ではなく、施設使用料に対して個別に減免

率を設定することで減免を行うべきである。 

その際の減免率の設定についても、ガイドライン等でどういった場合にどれだけ

減免するのかを明確に定め、真に必要な減免額を算出するようすべきである。 

 

<意見 27> 

③ 減免申請時の添付資料 

   減免申請時には、申請書のほかに決算書、要約された過去 5 年分の営業実績や業

績予想が添付されているが、それだけでは不十分である。 

それらだけではその業者の実態は把握することはできず、最低でも勘定科目内訳

書、法人税等の税務申告書類（税務署収受印のあるもの）の内容精査が必要である。 

勘定科目内訳書で不適切な資産への流用がないか、また税務申告書類で本来会計

処理すべきものを申告調整していないか、申告書に記載の数字と決算書の数字に整

合性はあるかなども確認することができる。 

不透明不必要な資産流用がある場合や、申告書と決算書に整合性がない資料の提

出があった場合には、減免措置は認めるべきではないだろう。 

減免に関するガイドラインを作成した場合、より厳密に判断できるよう、業者の財

務状況を確認するために必要な書類は、可能な限り提出を求めるべきである。 

 

<意見 28> 

（3） 開設者の監督責任について 

   本市場が仲卸業者に対して行う改善措置指導において一部の業者について提出させ

るべき書類が未提出の状態であった。 

生鮮食料品等の流通基盤となる市場が適正に運営されるよう、市条例 63 条では「卸

売業者、仲卸業者、関連事業者に対し報告若しくは資料の提出を求め、職員に立入検査

をさせることができる」旨を規定し、開設者である富山市にその監督責任を定めている。 
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平成 30 年度は、仲卸業者への財務状況に係る改善措置指導を実施しており、財務状

況が一定の基準に該当する場合には改善報告書を提出させている。 

事業報告書に財務諸表を添付しておらず、そもそも財務状況が一定の基準に該当す

るかどうかを判断できない業者が 1 社、事業報告書が一定の基準に該当し改善報告書

の提出を求めたものの未提出である業者が 1 社、それぞれ確認された。 

改善措置指導は、市場において重要な役割を担う業者の健全な経営を促進するため

の指導である。 

財務諸表や改善報告書がなければ、適正な指導を行うことはできないため、未提出で

ある業者からは速やかに提出を求め、全ての業者から提出を受けるようすべきである。 
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<賃貸住宅・店舗事業特別会計> 
１ 事業概要 

（1） 富山市が管理運営する住宅等 

富山市が、賃貸住宅・店舗事業特別会計で管理している事業は、「富山市地域特別賃

貸住宅条例」に基づく賃貸住宅（以下、地域特別賃貸住宅）事業、「富山市特定公共賃

貸住宅条例」に基づく賃貸住宅（以下、特定公共賃貸住宅）事業、「富山市賃貸住宅及

び賃貸店舗の設置・管理に関する条例」に基づく賃貸住宅及び賃貸店舗（以下、賃貸住

宅等）事業である。 

この他、富山市が管理運営する住宅には、「富山市営住宅条例」に基づく市営住宅が

あるが、当事業に係る歳出歳入は一般会計に計上されており、賃貸住宅・店舗事業特別

会計には含まれない。 

各住宅等は設置目的や法的根拠を異にしており、概略は次のとおりである。 

 

(市営住宅) 

市営住宅は、公営住宅法に基づいて設置される住宅であり、その設置目的は次のとお

りである。 

 

公営住宅法 

（この法律の目的） 

第一条 この法律は、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足

りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又

は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とす

る。 

この法律の施行日は、昭和 26 年 7 月 1 日である。 

 

(地域特別賃貸住宅) 

地域特別賃貸住宅は、バブル期において地価や建設費が高騰したため、民間の賃貸住

宅では、これらのコストが反映して賃貸料が高くなってしまい中堅所得者であっても

最低居住面積水準（健康で文化的な住生活を営む基礎として必要不可欠な住戸規模）に

満たない世帯が増加したため、特に都市部における住環境改善と賃貸住宅ストックの

質的向上を目的として昭和 61 年 4 月に建設省から通達された「地域特別賃貸住宅制度

要綱」に基づいて、国からの補助金を建設資金の一部として地方公共団体や住宅供給公

社が中堅所得層向けに整備した住宅である。この制度では、補助対象者が公の機関に限

定されていたため賃貸住宅の供給量に限界があった。そこで、供給不足を解消するため

に発展的に法制化されたのが、「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」である。 
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(特定公共賃貸住宅) 

平成 5 年 7 月 30 日に施行された「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に

規定されている特定優良賃貸住宅の供給目的は次のとおりである。 

 

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 

 （目的） 

第一条 この法律は、中堅所得者等の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅の

供給を促進するための措置を講ずることにより、優良な賃貸住宅の供給の拡大を図

り、もって国民生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。 

 

この法律の第 2 条では、「賃貸住宅の建設及び管理をしようとする者（地方公共団体

を除く。）は、国土交通省令で定めるところにより、当該賃貸住宅の建設及び管理に関

する計画（以下「供給計画」という。）を作成し、都道府県知事（市の区域内にあって

は、当該市の⾧。以下「都道府県知事等」という。）の認定を申請することができる。」

とし、また、同第 12 条で「建設に要する費用の補助」、同第 15 条で「家賃の減額に要

する費用の補助」を規定しており、民間の土地所有者等による賃貸住宅の供給の促進を

基本としている。ただし、同第 18 条では、「地方公共団体は中堅所得者等の居住の用に

供する居住環境が良好な賃貸住宅が不足している場合においてはその建設に努めなけ

ればならない。」と定めており、地方公共団体は、民間による優良な賃貸住宅の供給が

不足している場合にこれを補完する立場に位置付けられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、この法律の施行に当たって平成 5 年 7 月 30 日に建設省住宅局⾧から各都道県

知事宛てに次の通知が発せられている。 

 

一 供給計画の認定等 

(一) 供給計画の作成 

（地方公共団体による賃貸住宅の建設） 

第十八条 地方公共団体は、その区域内において特定優良賃貸住宅その他の第三条

第四号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅が不足

している場合においては、その建設に努めなければならない。 

２ 国は、地方公共団体が、第三条の基準に準じて建設省令で定める基準に従い賃

貸住宅の建設及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定め

るところにより、当該建設に要する費用の一部を補助することができる。 
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1) 本法に基づく供給計画の作成及び認定の申請は、土地所有者等の民間主体、

地方住宅供給公社その他の公的主体又は個人、法人の如何を問わずあらゆる主体

が行いうるものであるが、特に、民間の土地所有者等による賃貸住宅の供給が基

本となるものであることから、民間主体の積極的な参画が得られるよう、関係市

町村、農業関係団体その他の関係機関等の協力を得て、広報誌への掲載、パンフレ

ットの配布、説明会の開催等により制度の周知・徹底を図られたい。 

2) 本法は、優良な賃貸住宅ストックが著しく不足している状況に対処するため、

中堅所得者等の居住の用に供する優良な賃貸住宅の供給の促進を図ろうとするも

のであることから、～。 

以下、略 

五 地方公共団体による賃貸住宅の供給 

(一) 供給を行う趣旨 

本法は、土地所有者等民間主体による賃貸住宅の供給を基本として優良な賃貸住

宅の供給を行おうとするものであるが、地方公共団体は優良な賃貸住宅が不足し

ている場合には、その供給に努めなければならないこととしている。各地方公共

団体においては民間主体による特定優良賃貸住宅の供給等良質な賃貸住宅の供給

が十分に期待し得ない場合には、優良な賃貸住宅の供給に努められたい。 

(二) 供給に当たって配慮すべき事項 

地方公共団体が行う賃貸住宅の供給については、所定の補助制度による財源措置

のある部分を除いては、独立採算を原則とし、概ね三〇年以内の期間において収

支均衡を図られたい。 

その際、地方公共団体においては、賃貸住宅の供給に係る事業の財政計画を策定

し、収支の見通しを明らかにするとともに、予算及び決算における経理区分を明

確にすることとされたい。 

(三) 建設及び管理に関する基準等 

1) 賃貸住宅の供給戸数については、地域の住宅需要に適切に対応するため、制

限を設けていないが、優良な賃貸住宅に対する需要に応えられるよう必要な住宅

戸数の確保を努められたい。 

以下、略 

 

これに基づき、富山市においては特定公共賃貸住宅に係る予算及び決算における経

理区分を明確にするため賃貸住宅・店舗事業特別会計を設け、当事業に関する歳出歳入

を当該特別会計に計上している。 

 

(賃貸住宅等) 

「富山市賃貸住宅及び賃貸店舗の設置・管理に関する条例」に基づいて、富山市が独
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自に整備し管理している中堅所得者向け賃貸住宅及び賃貸店舗である。現在は、奥田団

地と今泉団地の 2 つがある。 

奥田団地は旧富山大学薬学部跡地に昭和 41 年から昭和 43 年にかけて整備された鉄

筋コンクリート６階建ての「ゲタばき高層アパート（建物の下層階に店舗等がテナント

として入り、上層階部分を住戸にしたアパート）」であり、１階部分が賃貸店舗となっ

ている。 

今泉団地は、昭和 61 年に作成された「富山市新総合計画」をもとに、富山市地域高

齢者住宅計画策定委員会が策定した「富山市地域高齢者住宅計画」に基づいて整備され

た鉄骨鉄筋コンクリート造 10 階建て「ケア付高齢者住宅等複合施設」であり、平成 4

年 3 月に完成した。団地は住宅が 82 戸、店舗が 8 店となっている。このうち 21 戸は

低所得者向けの市営住宅として整備されている。 

 

以上、それぞれの住宅等の違いをまとめると次のようになる。 

 

住宅等種類 入 居 用 件 等 

市営住宅 「公営住宅法」に基づき、住宅に困窮する低所得者に対して低廉な

家賃で賃貸する住宅 

地域特別賃貸住

宅 

「地域特別賃貸住宅制度実施要綱」に基づき整備された中堅所得者

向け賃貸住宅 

特定公共賃貸住

宅 

「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づき整備され

た中堅所得者向け賃貸住宅 

賃貸住宅等 富山市が独自に整備し管理している中堅所得者向け賃貸住宅等 
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（2） 各住宅制度の違い 

各住宅制度は、その設置目的を異にしているため次のような違いがある。 

 

① 入居時の所得基準 

各住宅に入居可能な所得の基準は下記の図のようになっている。 

 

ここにいう月額所得は、世帯員全員の年間所得金額の合計額から、同居・同居外親

族控除、寡婦控除、特定扶養控除等を控除した金額を 12 で割った金額である。 

収入分位とは、全国の世帯を収入が低い順に並べた時、前から何％の順番に当ては

まるかを示したものであり、区分は次のようになっている。 

 

区分 収入分位 月額所得 

① 0～10％ 104,000 円以下 

② 10～15％ 104,000 円を超え 123,000 円以下 

③ 15～20％ 123,000 円を超え 139,000 円以下 

④ 20～25％ 139,000 円を超え 158,000 円以下 

⑤ 25～32.5％ 158,000 円を超え 186,000 円以下 

⑥ 32.5～40％ 186,000 円を超え 214,000 円以下 

⑦ 40～50％ 214,000 円を超え 259,000 円以下 

⑧ 50～80% 259,000 円を超え 487,000 円以下 

 

上記図のように、市営住宅は、原則的には収入分位 25％以下の世帯が入居対象と

なっている。これに対して、特定公共賃貸住宅等は収入分位 25％以上の世帯が入居

対象である。 

この所得基準は、市営住宅については「公営住宅法施行令」第 6 条第 2 項に定め
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られており、また、特定公共賃貸住宅は「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法

律施行規則」第 6 条および第 7 条に定められている。これに対して、賃貸住宅は富

山市が独自に整備した住宅であり、入居要件は「富山市賃貸住宅及び賃貸店舗の設

置・管理に関する条例」第 7 条において「現在住宅に困窮している者であること」と

いう規定はあるが、事実上収入分位 25％以上の世帯を入居対象としている。 

なお、この所得基準は入居にあたっての要件である。入居後に所得の変動が生じた

場合、市営住宅については収入超過者（月額所得が 158 千円を超え、かつ、市営住宅

に 3 年以上入居している者）となったときは入居者に明け渡し努力義務が課せられ、

また高額所得者（最近 2 年間引き続き 313 千円/月を超え、かつ、市営住宅に引き続

き 5 年以上入居している者）に該当したときには、市⾧は入居者に対して明け渡しを

請求するものとされているが、特定公共賃貸住宅等についてはそのような定めはな

く、入居後に所得が増加しても明け渡し等の必要はない。 

 

② 家賃の算定方法 

ア 市営住宅 

市営住宅の家賃は、富山市営住宅条例において、居住者の収入に基づき公営住宅

法施行令第 2 条に規定する方法により算出した額とされている。具体的には、下記

算式で算定される。 

 家賃＝家賃算定基礎額×市町村立地係数×規模係数 

×経過年数係数×利便性係数 

当該算式における各項目の定義は次のとおりである。 

 

・家賃算定基礎額 

 

区分 月額所得 家賃算定基礎額 

① 104,000 円以下 34,400 円 

② 104,000 円を超え 123,000 円以下 39,700 円 

③ 123,000 円を超え 139,000 円以下 45,400 円 

④ 139,000 円を超え 158,000 円以下 51,200 円 

⑤ 158,000 円を超え 186,000 円以下 58,500 円 

⑥ 186,000 円を超え 214,000 円以下 67,500 円 

⑦ 214,000 円を超え 259,000 円以下 79,000 円 

⑧ 259,001 円以上 91,100 円 
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・市町村立地係数 

公示価格その他の土地の価格を勘案して 0.7 から 1.6 までの範囲内で国土交通

大臣が市町村ごとに定める数値 

 

・規模係数 

当該公営住宅の床面積の合計を 65 ㎡で除した数値 

 

・経過年数係数 

公営住宅の構造ごとに建設時からの経過年数に応じて 1 以下で国土交通大臣

が定める数値 

 

・利便性係数 

事業主体が公営住宅の有する利便性の要素となる事項を勘案して 0.5 から 1.3

の範囲内で定める数値 

 

以上のように、市営住宅については、利便性係数等建物の状況に応じた要素を考

慮はしているものの、基本的には入居者の所得を基礎として家賃が決定される。 

 

イ 特定公共賃貸住宅 

特定公共賃貸住宅の家賃は、「富山市特定公共賃貸住宅条例」第 13 条に定めが

あり、「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則（省令）」第 20 条で

定める算出方法に準じて算出した額の範囲内において近傍同種の賃貸住宅の家賃

の額と均衡を失しないよう規則で定めた額とされている。同省令第 20 条には、「賃

貸住宅の建設に必要な費用、利息、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当

する額、公課その他必要な費用」を基礎とした家賃の金額の算出方法が定められて

おり、「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」第 13 条では、「同金額の合

計額を超えて、契約し、または受領してはならない。」とされている。従って、特

定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の賃貸住宅の家賃の額と近似したものとなっ

ているが、他方で、特定公共賃貸住宅の家賃には減額制度が設けられている。 

  



125 

 

すなわち、「富山市特定公共賃貸住宅条例」第 14 条に、 

 

市⾧は、入居者の居住の安定を図るため、必要があると認めるときは、家賃を

減額することができる。 

2 前項に規定する家賃の減額は、前条の規定に基づき定められた家賃と次条

に規定する入居者負担額との差額を当該家賃から控除することにより行うもの

とする。 

 

との規定があり、同第 15 条で、 

 

市⾧は、毎年、家賃の減額を受けようとする入居者の所得等を勘案して規則で

定める方法により、入居者負担額を決定するものとする。 

 

としている。 

つまり、家賃そのものは近傍同種の賃貸住宅の家賃の額と近似したものとして

設定はしているものの、実際に徴収される家賃は収入によって異なることになる。 
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例えば、上赤江団地の家賃は次のとおりである。 

 

住戸タイプ 世帯（Ａ） 世帯（Ｂ） 世帯（Ｃ） 

契約（本来）家賃 76,500 円 86,000 円 95,000 円 

子育て世帯以外 

月額所

得区分 

238,000 円以下 61,200 円 63,200 円 64,600 円 

238,000 円を超え 

268,000 円以下 
64,200 円 66,400 円 67,800 円 

268,000 円を超え 

322,000 円以下 
67,300 円 69,500 円 71,000 円 

322,000 円を超え 

445,000 円以下 
70,300 円 72,700 円 74,200 円 

445,000 円を超え 

487,000 円以下 
73,400 円 75,900 円 77,500 円 

子育て世帯 

月額所

得区分 

238,000 円以下 56,300 円 58,100 円 59,400 円 

238,000 円を超え 

268,000 円以下 
59,000 円 61,000 円 62,300 円 

268,000 円を超え 

322,000 円以下 
61,900 円 63,900 円 65,300 円 

322,000 円を超え 

445,000 円以下 
64,600 円 66,800 円 68,200 円 

445,000 円を超え 

487,000 円以下 
67,500 円 69,800 円 71,300 円 

 

家賃の減額については、「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」第 18

条第 3 項において、「国は、地方公共団体が、～当該賃貸住宅の家賃を減額する

場合においては、予算の範囲内において、～その減額に要する費用の一部を補助

することができる。」とされており、同施行令で、次のように定めている。 
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（地方公共団体が行う賃貸住宅の家賃の減額に要する費用の補助） 

第四条 法第十八条第三項の規定による国の地方公共団体に対する補助

金の額は、次に掲げる額とする。 

一 第二条第一号に規定する入居者（所得が比較的少ない入居者

でその所得が国土交通省令で定める基準以下のもの）に係る

家賃の減額については、その減額に要する費用の額（減額前

の家賃の額から同号の規定により国土交通大臣が定めるとこ

ろにより算定した額を控除した額を限度とする。）に二分の

一を乗じて得た額 

二 第二条第二号に規定する入居者（前号に規定する入居者以外

の入居者でその所得が国土交通省令で定める基準以下のも

の）に係る家賃の減額については、その減額に要する費用の

額（減額前の家賃の額から同号の規定により国土交通大臣が

定めるところにより算定した額を控除した額を限度とす

る。）に三分の一を乗じて得た額 

 

この「国土交通大臣が定めるところにより算定した額」が上記の月額所得区分ご

とに定められていたため、国からの補助金の受給と整合性を取るため家賃の設定

区分を上記月額所得区分としたものである。 

なお、地域特別賃貸住宅については、特定公共賃貸住宅と賃貸対象者の収入分位

は同じであるものの家賃の減額規定は設けられていない。 

 

ウ 賃貸住宅等 

賃貸住宅等は、富山市が独自に整備している中堅所得者向け賃貸住宅等であり、

その家賃は「富山市賃貸住宅及び賃貸店舗の設置・管理に関する条例」第 16 条に

おいて、 

・賃貸住宅の家賃は、独立行政法人都市再生機構の定める家賃算定基準によっ

て算出した金額を限度として規則で定める額とする。 

・賃貸店舗の家賃は、賃貸店舗の建設費又は類似する店舗の賃貸料等を基準と

して規則で定める額とする。 

とされており、特定公共賃貸住宅のような所得区分に応じた家賃の減額規定はな

い。 
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（3） 富山市が管理運営する住宅等の全体数 

平成 31 年 4 月 1 日現在富山市が管理運営する住宅等の全体数は下記の通りである。 

 

区分 団地数 管理戸数 入居戸数 摘要 

市営住宅 45 4,366 3,396  

地域特別賃貸住宅 1 6 3  

特定公共賃貸住宅 7 84 53  

準特定優良賃貸住宅 3 27 14 ※１ 

賃貸住宅 3 274 140  

小計 14 391 210  

賃貸店舗 2 46 23 ※２ 

特別会計に係る住宅等の計 14 437 233  

※１ 地域特別賃貸住宅及び特定公共賃貸住宅を用途変更して、入所者の所得

要件を市営住宅と同一にした賃貸住宅である。歳出及び歳入については用

途変更前と同様特別会計に計上されている。 

※２ 団地数は、賃貸住宅に重複計上されている。 

(注)  空き家となっているもののうち、建替え等により政策的に空き家として

いるものが、市営住宅に 322 戸、賃貸住宅に 126 戸ある。 

 

富山市が管理運営する住宅等のうち管理戸数は市営住宅が全体の 92％を占め、入

居戸数でも市営住宅が 95％を占めている。特定公共賃貸住宅等に空き家があること

に鑑みれば、低所得者向けの市営住宅に比して、中堅所得者向けの住宅への需要はそ

れほど大きくないと考えられる。 
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（4） 地域特定賃貸住宅及び特定公共賃貸住宅並びに賃貸住宅等の整備状況 

地域特定賃貸住宅及び特定公共賃貸住宅並びに賃貸住宅等の地区別整備状況は下記

のようになっている。 

 

種別 建設年 富山 大山 八尾 山田 大沢野 

地 域 特 別

賃貸住宅 

Ｓ62   井田 

（12） 

  

特 定 公 共

賃貸住宅 

Ｈ8  新曙町 

（12） 

   

Ｈ11   高熊 

（10） 

  

Ｈ11、Ｈ14    山田中村 

（12） 

 

Ｈ12   寺山 

（12） 

  

Ｈ14 中教院 

（31） 

    

Ｈ14～15   源川原 

（8） 

  

Ｈ15 上赤江 

（20） 

    

賃貸住宅 

Ｓ41～43 奥田 

（204） 

    

Ｈ3 今泉 

（61） 

    

Ｈ元     稲代 

（9） 

※カッコ書きは供給戸数である。 

※大沢野地域における稲代団地は、身体に障害を有する市民を対象に賃貸するための

住居であり、他の住居とその目的を異にするため、詳細検討の対象外とする。 

 

特定公共賃貸住宅等は、平成 15 年度を最後に 15 年余り新規建設は行われていない。 

旧富山市（平成 17 年 4 月 1 日の市町村合併前の富山市）においては、後述のとおり、

平成 17 年までに特定優良賃貸住宅を 260 戸供給することを目標としていた。しかし、

旧富山市地域に整備されたのは 51 戸に止まり、また、この外には市の補助金を活用し

た民間の賃貸住宅の建設が 1 件あるのみであり、計画通りに供給は進んでいない。「特
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定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」が目指す「中堅所得者等の居住の用に供す

る居住環境が良好な賃貸住宅の供給」が現時点で満たされているかを検討した資料は

ないが、平成 31 年 4 月 1 日時点で、比較的新しい上赤江団地で 20 戸中 5 戸、中教院

団地で 31 戸中 8 戸が空室となっている点からすると、需要に対する供給は満たされて

いるのではないかと推測される。 

合併前の旧町村では比較的早い時期に賃貸住宅の整備が行われている。市町村合併前

のことであり、整備の経緯の詳細は不明であるが、「工業団地への企業誘致にともなう

賃貸住宅需要を賄うため」や、公営住宅の建替えにあたり、国から「公営住宅の設置に

あたっては、地域活性化のためさまざまな所得層の共存に配慮する。」という指針が出

されていたため、公営住宅と特定優良賃貸住宅とを併設した整備事案があったものと

推測される。 
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（5） 入居状況 

各団地における直近 5 年間の入居状況は次のとおりである。 

団地 区分 入居状況 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 直近入居率 

井田 地優賃 入居 6 4 2 3 3 50% 

空室 0 2 4 3 3 

準特優賃 入居 0 1 2 2 1 16.6% 

空室 6 5 4 4 5 

新曙町 特公賃 入居 2 2 2 2 1 50％ 

空室 0 0 0 0 1 

準特優賃 入居 0 5 9 8 9 90％ 

空室 10 5 1 2 1 

高熊 特公賃 入居 7 7 4 4 2 20％ 

空室 3 3 6 6 8 

山田中村 特公賃 入居 11 11 12 11 10 83.3％ 

空室 1 1 0 1 2 

寺山 特公賃 入居 1 1 0 0 0 0％ 

空室 0 0 1 1 1 

準特優賃 入居 0 2 2 3 4 36.3％ 

空室 11 9 9 8 7 

中教院 特公賃 入居 25 23 25 25 23 74.1％ 

空室 6 8 6 6 8 

源川原 特公賃 入居 4 3 3 2 4 50％ 

空室 4 5 5 6 4 

上赤江 特公賃 入居 12 13 12 13 15 75％ 

空室 8 7 8 7 5 

小計 

 

入居 68 72 73 73 72 61.5％ 

空室 49 45 44 44 45 

奥田 賃貸住宅 入居 105 95 89 84 78 38.2％ 

空室 99 109 115 120 126 

賃貸店舗 入居 23 22 22 20 18 47.3％ 

空室 15 16 16 18 20 

今泉 賃貸住宅 入居 58 60 57 59 56 91.8％ 

空室 3 1 4 2 5 

賃貸店舗 入居 6 6 6 6 5 62.5％ 

空室 2 2 2 2 3 
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※入居状況は、各年度の４月１日現在を基準としている。 

※準特優賃は、特定公共賃貸住宅又は地域特定賃貸住宅の用途変更を行い低所

得者向けの市営住宅と同一条件で貸し付けているものである。歳出歳入は賃

貸住宅・店舗事業特別会計にて計上している。 

 

特定公共賃貸住宅と地域特別賃貸住宅合計での直近の入居率は 61.5％となっている。

これは、入居率の悪い一部団地の 27 室を需要が比較的ある市営住宅に用途変更したう

えでの入居率である。入居率が 50％以下となっているのは、井田、高熊、寺山、源川

原の各団地でありいずれも八尾地域である。 

奥田団地については、現在入居者の募集を停止しており、今後も入居の減少が続くこ

ととなる。今泉団地については、入居率の高い状況が続いている。 
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（6） 旧富山市における「富山市特定優良（公共）賃貸住宅供給計画」 

富山市が管理運営する住宅等のうち特別会計に属するのは特定公共賃貸住宅及び地

域特別賃貸住宅並びに賃貸住宅等である。 

このうち賃貸住宅等は、旧富山大学薬学部跡地の活用や地域高齢者の住宅の確保と

いった富山市独自の政策により整備された住宅等である。 

これに対して、特定公共賃貸住宅は、「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」

第 18 条の「地方公共団体は、～略～居住環境が良好な賃貸住宅が不足している場合に

おいては、その建設に努めなければならない。」との定めに基づいて整備した住宅であ

る。この整備に関し、市町村合併（平成 17 年 4 月 1 日）前の旧富山市では、平成 10 年

3 月に「富山市特定優良（公共）賃貸住宅供給計画」を策定している。この中で、特定

優良（公共）賃貸住宅の供給を促進するにあたって以下の基本方針を定めている。 

 

・中堅の家族世帯の定住促進 

貸家に住み続けようとする中堅所得のファミリー層や適正な規模の持ち家

取得が困難な借家居住層の需要に対応し、居住費の負担を軽減しつつ、⾧期に

渡って住み続けることができるよう、良質な賃貸住宅を供給する。 

また、市外へ流出する世帯を市内に引き止めるため、結婚による家族形成期

から、世帯の成⾧・成熟期に向かう段階において、夫婦と子供の 3～4 人家族

がゆたかに暮らすことができるゆとりある特定優良（公共）賃貸住宅を供給す

る。 

 

・市街地における空洞化対策 

空洞化現象がみられる中心市街地において、魅力的な都市型住宅供給の一

つとして特定優良（公共）賃貸住宅の供給を図り、人口減少をくい止め良好な

コミュニティの維持を図っていく。供給する住戸の規模としては中心市街地

での賃貸住宅ニーズが多様であることや家賃の関係から様々な広さの住戸を

供給し、原則的に型別供給を行う。 

また、市街化区域内で低・未利用地が多く存在する地区においては市街化を

促進するため、土地区画整理事業などの基盤整備にあわせた特定優良賃貸住

宅の供給を図り、良好な住宅市街地の形成を図る。 

 

・民間賃貸住宅のストックの促進 

良質な民間賃貸住宅のストック増を促進するため、都市居住型誘導居住水

準を踏まえた住戸規模を持つ特定優良（公共）賃貸住宅の供給を図る。 

また、公営住宅に居住している高額所得者や収入超過者などの住み替え促

進の受け皿として特定優良（公共）賃貸住宅を活用することにより、公営住宅
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ストックの有効な利用につなげていく。 

 

・高齢者などにやさしい住まいづくりの促進 

特定優良（公共）賃貸住宅については、住宅まわりの公共施設をはじめ、住

戸内においても構造や設備を高齢者などが住みやすいように配慮することと

し、やさしい住まいづくりを提案すると同時に高齢者向け優良賃貸住宅の供

給も検討していく。 

 

この方針のもと、同計画において旧富山市での中堅勤労者世帯の優良賃貸住宅への

需要を平成 9 年時点で 184 世帯、それから 8 年後の平成 17 年で 256 世帯と推計し、そ

れまでの供給目標個数を 260 戸とした。また、その供給は民間活力の導入による民間

主体の供給を基本とした。しかしながら、「富山市特定優良賃貸住宅供給促進制度要綱」

の制定以来、民間が建設資金や家賃の補助を受けたケースは 1 件のみであり、また、市

が旧富山市地域で整備した特定公共賃貸住宅は、中教院団地 31 戸、上赤江団地 20 戸

の合計 51 戸に止まっている。なお、平成 10 年 3 月に「富山市特定優良（公共）賃貸

住宅供給計画」を策定した後、特定優良賃貸住宅への需要の状況や供給の必要性を再検

討し、当該計画の見直しをした計画は存在しない。 

特定優良賃貸住宅は、バブルの発生により地価や建設費が高騰し、それを反映して賃

貸住宅の賃貸料が上昇したことから中堅所得者であっても最低居住面積水準に満たな

い世帯が増加したため、当該所得者層の住環境の改善と賃貸住宅ストックの質的向上

を目的とした国の政策を受けて整備された住宅である。しかし、その後のバブル崩壊や

日本経済の⾧期低迷により、中堅所得者層の賃貸住宅への需要の状況は大きく変化し

ているものと考えられる。「富山市特定優良（公共）賃貸住宅供給計画」の策定から 20

年が経過しており、現時点での富山市における特定優良（公共）賃貸住宅に対する需要

がどれくらいあるかは不明であるが、前述のとおり直近で 4 割弱が空室となっており、

特定優良（公共）賃貸住宅に対する需要は大きくないと考えられる。 

なお、旧富山市以外の旧八尾町、旧大山町、旧大沢野町、旧山田村においても特定優

良（公共）賃貸住宅が整備されているが、いずれも市町村合併前の設置であり、整備に

至った経緯の詳細は不明となっている。 
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２ 特定公共賃貸住宅等への応募及び入居の手続き 

特定公共賃貸住宅への応募や入居の手続きは富山市特定公共賃貸住宅条例及び富山市

特定公共賃貸住宅条例施行規則に定めがある。以下、特定公共賃貸住宅への応募や入居の

手続きが条例及び規則に沿って適切に履行されているかを検討する。なお、特定公共賃貸

住宅と地域特別賃貸住宅及び賃貸住宅等で応募や入居の手続きは類似することから、特

定公共賃貸住宅の規定を基に検討を行い、特に必要があるときはそれぞれの住宅等の規

定を基にして検討するものとする。 

 

（1） 入居者の公募 

富山市特定公共賃貸住宅条例（以下、条例という）第 4 条において、入居者の公募に

当たっては次に掲げる方法のうち 2 以上の方法によって行うものされている。 

 

・市広報 

・新聞 

・テレビジョン 

・ラジオ 

・インターネット 

・市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示 

 

ただし、次に掲げる事由に係る者については、公募を行わずに入居させることができ

ることとなっている。 

 

・災害による住宅の滅失 

・不良住宅の撤去 

・公営住宅建替事業による公営住宅の除却 

・市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却 

・土地収用法の規定による事業又は特定公共事業の執行に伴う住宅の除却 

 

（監査手続） 

入居者の公募に当たっては、条例に規定された 2 以上の方法によって募集が行わ

れているかについて、実際の募集状況の聞取り及び資料の閲覧によって確認した。 

 

（監査結果） 

特定公共賃貸住宅においては、現状において常態的に空きが生じていることから、

特定の期日を設けての募集の締切り及び抽選といった手続きは行っておらず、随時

入居の申し込みの受付および入居者の選定を行っている。募集については、市の広報
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に年に 3 回程度掲載するとともに、市営住宅課窓口に募集の掲示を行っている。この

ほか、市のホームページに住宅の間取り等の詳細情報と共に入居者募集の情報がア

ップされており、募集にあたっての公平性に問題はないものと考えられる。 

 

（2） 入居者の資格 

条例第 6 条において、特定公共賃貸住宅に入居することができる者は次の各号のす

べての条件を具備する者でなければならないとされている。 

 

① 自ら居住するため住宅を必要とする者であること。 

② 現に同居し、又は同居しようとする親族（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と

同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下「同居親族」という。）がある

者であること。ただし、同居親族がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅

にあっては、同居親族がない者であること。 

③ 所得が規則で定める基準に該当する者であること。 

④ 入居し、又は同居しようとする者が現に市税を滞納していない者であること。 

⑤ 入居し、又は同居しようとする者が現に特定公共賃貸住宅その他規則で定める住

宅等に係る家賃等を滞納していないこと。 

⑥ 入居し、又は同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員でないこと。 

 

（監査手続） 

入居の申し込みにあたっては、富山市特定公共賃貸住宅条例施行規則（以下、規則

という。）第 4 条において、「特定公共賃貸住宅入居申込書」に次に掲げる書類を添え

て、市⾧に提出することとなっていることから、当該申込書及び書類を閲覧して入居

資格の確認状況を検討する。 

 

・ 申込みをする者及び同居親族の収入を証する書類 

・ 扶養親族を確認できる書類 

・ 市町村税の納税証明書 

・ 前 3 号に掲げるもののほか、市⾧が必要と認める書類 

 

（監査結果） 

平成 30 年度に新たに入居があった 5 件についてサンプルチェックを行った。 

① 自ら居住するため住宅を必要とする者であること。 

申込者または同居者の住宅の所有状況について、市の固定資産税データを照会し

て市内における住宅の保有状況を確認し、申込書に設けられた保有状況のチェック
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欄に適否が記入されており、確認の状況に問題はなかった。 

 

② 現に同居し、又は同居しようとする親族がある者であること。 

申込書に添付された戸籍謄本又は住民票により扶養親族を確認しており問題はな

かった。 

 

③ 所得が規則で定める基準に該当する者であること。 

申込書に添付された所得証明書や源泉徴収票により確認を行っており、問題はな

かった。 

 

④ 入居し、又は同居しようとする者が現に市税を滞納していない者であること。 

申込書の添付書類に市町村税の納税証明書があるが、実際には「市税の納付状況を

市営住宅課より納税課に直接照会する同意書」に入居希望者の同意を得て、市営住宅

課から書面にて納税課に滞納の有無の照会を行っている。照会後、申込書に設けられ

た滞納状況のチェック欄に滞納の有無をチェックすることとなっている。確認した 5

件のうち 2 件について当該チェック欄にチェックがなかったものの、うち 1 件につ

いては富山市外からの入居かつ富山市への納税義務がなかったことからチェック欄

が記入されていなかったとのことであり、もう一件については納税照会ファイルに

照会書類の控えがあり、確認は行なわれているもののチェック欄への記入が漏れた

ものと考えられる。 

 

⑤ 入居し、又は同居しようとする者が現に特定公共賃貸住宅その他規則で定める住

宅等に係る家賃等を滞納していないこと。 

市営住宅課内部の家賃収納管理資料にて滞納の有無を確認しており、問題はなか

った。 

 

⑥ 入居し、又は同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員でないこと。 

市営住宅課より警察へ書面にて暴力団員に該当するか否かを照会して、該当者で

ないことを確認している。 

 

<意見 29> 

市税の滞納状況のチェック欄については、適正な入居資格の確認手続きが行われ

たことを事後検証ができるように非該当欄や摘要欄を設けるなどするとともに、上

位者が申込書を再確認するなどしてチェック欄の記入漏れを防ぐ必要がある。 
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（3） 入居者の選定 

条例第 8 条において入居の申込みをした者の数が特定公共賃貸住宅の戸数を超える

場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとされている。 

 

（監査手続） 

入居の申込みをした者の数が特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、

抽選その他公正な方法により入居者を選定しているかについて、聞き取りを行った。 

 

（監査結果） 

公平性の観点からは、選定の基準日を設けて抽選等を行うなどする必要があるが、

実際には、常時申し込みの受付を行い申し込み順に随時入居者の選定を行っている。

公平性の観点からは問題があるが、現状として各団地に空室がある状況が続いてお

り、現時点で実質的な問題はないものと考えらえる。 

 

（4） 入居の手続 

条例第 10 条において、入居決定者は、決定のあった日から 10 日以内に、次に掲げ

る手続をしなければならないこととなっている。 

 

① 規則で定める資格を有する連帯保証人の連署する請書を提出すること。 

② 入居時における 3 月分の家賃に相当する金額の範囲内で定める敷金を納付するこ

と。 

 

なお、規則第 7 条において「連帯保証人は、独立の生計を営み、かつ、入居決定者と

同程度以上の収入を有するものとする。ただし、市⾧が特別の事情があると認める場合

はこの限りでない。」とされている。 

 

（監査手続） 

特定公共賃貸住宅使用請書に連帯保証人が連署し、規則第 8 条第 2 項で定める印

鑑登録証明書及び収入を証する書類が添えられているかを確認する。 

 

（監査結果） 

平成 30 年度に新たに入居した 5 名について連帯保証人が連署した特定公共賃貸住

宅使用請書及び連帯保証人の印鑑登録証明書及び収入を証する書類の添付状況を確

認したが問題はなかった。 
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（5） 同居の承認及び入居の承継 

条例第 11 条により、入居者は、特定公共賃貸住宅への入居の際に同居した親族以外

の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市⾧の承認（同居の承

認）を得なければならないものとされ、また、同第 12 条では入居者が死亡し、又は退

去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続

き特定公共賃貸住宅に居住を希望するときは、規則で定めるところにより、市⾧の承認

（入居の継承）を得なければならないものとされている。 

 

（監査手続） 

入居者は、特定公共賃貸住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させよ

うとするときは特定公共賃貸住宅同居承認申請書に同居しようとする者の収入を証

する書類を添えて申請することとなっており、また、入居者が死亡等した場合におい

てその死亡時等に当該入居者と同居していた者が引き続き特定公共賃貸住宅に居住

を希望するときは、特定公共賃貸住宅入居承継申請書に連帯保証人の請書及び当該

承継の理由となるべき事実が明らかとなる書類を添えて提出することとなっている

ことから、当該書類を閲覧して手続きが適正に行われているかを確認する。 

 

（監査結果） 

同居承認申請書及び入居承継申請書ともに、過去 3 年間において該当する事項が

なかったため申請書等の提出はなかった。 

なお、同居承認申請書は、入居する同居者の要件として「親族であること」「市税

の滞納がないこと」などがあるためこの条件を満たしているか確認するためであり、

また、特定公共賃貸住宅では家賃にあたる入居者負担額が世帯全員の所得に応じて

決まることから同居者の所得の状況を確認するためにも必要である。従って、当該申

請書が適正に提出されないとこれらが確認できず不正入居が生じる恐れがある。  

特定公共賃貸住宅については、家賃の減額申請制度があるため毎年 7 月頃に「特定

公共賃貸住宅家賃減額申請書」に入居者すべての所得を証する書類を添えて提出す

ることから、年に 1 回は同居の状況を確認していることとなる。しかしながら、地域

特別賃貸住宅と賃貸住宅には家賃の減額規定がないため、特定公共賃貸住宅のよう

に年に 1 回同居親族を確認する制度とはなっていない。 

また、特定公共賃貸住宅入居承継申請書は、賃借人の異動に伴い当該承継人と新た

に賃貸借契約を結び直す前提として提出が必要となる書類である。条例に従って承

継人との間で新たに契約を結ばないと、契約義務の履行が担保されない無契約状態

での居住となり、家賃の保全に支障が生じる。なお、承継人との間で新たに賃貸借契

約を結ぶにあたっては、連帯保証人が連署する請書についても改めて提出をするこ

ととなる。 
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<意見 30> 

同居人の異動については入居者自らが進んで申請書を提出することとなっている

が、提出を失念する可能性や意図的に提出せず不正入居をする恐れもある。また、入

居の承継にあたる事実が生じた場合には速やかに承継人との間で賃貸契約を結び直

す必要がある。提出失念の防止や不正入居に対する牽制のため、「未届けの場合は退

去事由にあたる」ことを記載した書面にて、年に 1 回は全ての入居者について同居人

の異動や入居承継の有無の確認を行うべきである。 

  

（6） 家賃の決定 

条例第 13 条において、特定公共賃貸住宅の家賃は、法第 13 条第 1 項の規定に基づ

き省令第 20 条で定める算出方法に準じて算出した額の範囲内において、近傍同種の賃

貸住宅の家賃の額と均衡を失しないよう規則で定める額とすることとなっている。 

 

（監査手続） 

家賃は、省令第 20 条で定める算出方法に準じて算出した額の範囲内となっており、

また近傍同種の賃貸住宅の家賃の額と均衡を失しないように決められているか。 

 

（監査結果） 

最も新しい上赤江団地の建設から 15 年が経過しており関連資料の保管がなかった

ため検討できなかった。 

 

（7） 家賃の減額 

条例第 14 条において、入居者の居住の安定を図るため、必要があると認めるときは、

家賃を減額することができることとなっている。 家賃の減額を受けようとする入居者

は、規則第 15 条で定めるところにより、減額の申請をしなければならない。当該申請

は、毎年指定する期日までに入居者全ての所得を証する書類その他市⾧が必要と認め

る書類を添えた「特定公共賃貸住宅家賃減額申請書」を提出して行うこととされている。 

 

（監査手続） 

家賃の減額申請は、入居者が毎年 7 月頃に入居者全員の前年中の収入などの必要

事項を「特定公共賃貸住宅家賃減額申請書」に記載し所得証明書などを添付して行う。

当該申請に基づき翌年 2 月頃に翌年度（4 月 1 日からその翌年 3 月 31 日まで）の入

居者負担額の決定を行う。減額にあたって必要な書類が提出され手続きが適正に行

われているかを確認する。 

 

（監査結果） 
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平成 30 年度における家賃の減額申請について、対象住居者からランダムに 6 件を

抽出して減額申請書及び添付書類が提出されているかを確認したが手続き上の問題

はなかった。 

 

（8） 家賃の納付 

条例第 16 条により入居者は、毎月末までに、その月分の家賃を納付しなければなら

ないこととなっている。実際には、家賃の支払いは、契約時に原則として口座振替によ

ることを依頼しており、その場合の納付は、翌月 2 日の引落となっている。口座を解約

した場合や、滞納が常態化している入居者については、市が発行した納付書により金融

機関の窓口で納付することとなる。 

また入居者が新たに特定公共賃貸住宅に入居した場合又は特定公共賃貸住宅を明け

渡した場合においては、その月の使用期間が 16 日以上のときは全額とし、15 日以内の

ときは半額とすることとなっている。 

 

（監査手続） 

入居時や退去時の家賃の計算が適正に行われているかについて、家賃の請求及び

入金状況の管理資料を閲覧して検討を行った。 

 

（監査結果） 

平成 30 年度の入居及び退去をランダムに 8 件抽出し検討を行ったが、家賃の算定

は適正に行われていた。なお、入居及び退去にあたっては月初めや月末などをその指

定日として、画一的に管理されている。 

 

（9） 明け渡し請求 

条例第 29 条により、入居者及び同居者が次の各号のいずれかに該当する場合におい

ては、当該入居者及び同居者に対し、入居の決定を取り消し、特定公共賃貸住宅の明渡

しを請求することができることとなっている。 

 

① 不正の行為によって入居したとき。 

② 家賃を 3 月以上滞納したとき。 

③ 特定公共賃貸住宅又は共同施設を故意にき損したとき。 

④ この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

⑤ 暴力団員であることが判明したとき。この条例又はこの条例に基づく規則に違反

したとき。 

 

この場合において、同条第 2 項により入居者は明渡しの請求を受けた日の翌日から



142 

 

明渡しの日までの家賃の 2 倍に相当する額の金銭を支払わなければならない。 

 

（監査手続） 

明け渡し請求事由に該当した場合に適正に明け渡し請求手続きが行われ、また、明

渡しの請求を受けた日の翌日から明渡しの日までの家賃の 2 倍に相当する金銭の請

求がされているかについて、明け渡し請求の書類を閲覧して検討する。 

 

（監査結果） 

過去 5 年間の明け渡し請求事例の書類を閲覧したが、該当するのは 1 件のみであ

った。 

当該事例は、平成 29 年 2 月以降の家賃に滞納が発生したことから、平成 29 年 12

月 28 日に明渡請求書を内容証明郵便で発送（平成 29 年 12 月 29 日に居住者が受取

り）、平成 30 年 5 月に明渡訴訟を提起、平成 30 年 6 月に裁判所から明渡命令が出た

後、平成 30 年 11 月に明渡しが行われたものである。条例第 29 条に定める明け渡し

請求事由では「家賃を 3 月以上滞納したとき。」となっているが、これはいわゆる「で

きる規定」であり 3 か月の滞留で即時に入居決定の取り消しと明け渡し請求をしな

いことが条例違反となるものではない。また、賃貸借契約の解除については「信頼関

係破壊の法理」が適用されることから一律に入居の決定取り消し可能時点を判断す

ることはできないものの、当該事例は本来の賃借人である親が平成 27 年 7 月に亡く

なった後、同居していた子が条例に基づく入居の承継手続きを行なっていなかった。

さらには、親との同居にあたりそもそも同居承認手続きが取られていなかった。これ

は「この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき」にも該当し、賃借人である

親の死亡から 30 か月、家賃の滞納発生から 10 か月となってからの明け渡し請求は

遅すぎたと考えられる。なお、当該事例では、そもそも子との間に賃貸契約が結ばれ

ていなかったことから、「明渡しの請求を受けた日の翌日から明渡しの日までの家賃

の 2 倍に相当する金銭の請求」の規定の適用ができないと判断して、通常家賃のみ請

求を行っている。 

 

<意見 31> 

入居の決定取り消しにあたっては「信頼関係破壊の法理」が適用され一律に決定取

り消し可能時点を判断することはできないものの、「富山市営住宅家賃滞納整理事務

処理要領」では家賃を６月以上滞納している者を法的措置の対象者としており、法的

措置の対象者にも該当するような場合については速やかに明け渡し請求をすべきで

ある。また、条例又は条例に基づく規則に違反して入居している者に対しては、即時

退去等厳しい姿勢で臨む必要がある。 
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３ 家賃の徴収及び督促に関する事務について 

（1） 債権管理の概要 

特定公共賃貸住宅、地域特別賃貸住宅、賃貸住宅及び賃貸店舗の使用料（家賃）に係

る債権は、債権の管理に関する一般的規定としての債権管理規則のほか、富山市営住宅

家賃滞納整理事務処理要領を準用して管理がされている。以下、特定公共賃貸住宅と地

域特別賃貸住宅並びに賃貸住宅等で手続き規定は類似していることから、特定公共賃

貸住宅の規定を基礎として検討を行う。 

特定公共賃貸住宅の家賃の納付については、富山市特定公共賃貸住宅条例第 16 条に

規定がある。 

 

(家賃の納付) 

 第 16 条 市⾧は、入居者から～略～入居可能日から当該入居者が特定公共賃貸

住宅を明け渡した日～略～までの間、家賃～略～を徴収する。  

2 入居者は、毎月末～略～までに、その月分の家賃を納付しなければならない。 

3 入居者が新たに特定公共賃貸住宅に入居した場合又は特定公共賃貸住宅を明

け渡した場合においては、その月の家賃は、その月の使用期間が 16 日以上のと

きは全額とし、15 日以内のときは半額とする。 

4 入居者が第 28 条に規定する手続を経ないで特定公共賃貸住宅を立ち退いたと

きは、第 1 項の規定にかかわらず、市⾧が明渡しの日を認定し、その日までの家

賃を徴収する。 

 

上記にあるように、その月分の家賃は条例上当該月末までに支払うこととなってい

るが、口座振替による場合は、翌月 2 日の引落しとしている。 

家賃の納付は、原則として口座振替としているが、口座の登録ができない入居者や登

録した口座を解約した入居者については、市が発行する納付書にて金融機関や市の窓

口で納付をすることとなる。 

期日通りに納付がない場合は、督促状を本来の納期限の翌月 20 日ごろに発送すると

ともに、過去の納付状況に応じて滞納者に電話をかけ、早期の納付を促している。また、

滞納者に対しては年に 3 回催告書を送付している。この催告書は滞納者に滞納の事実

を認識してもらうための書類であり、これまでの滞納額が一覧形式で記載されている。 

滞納者は、「住宅管理システム」で管理されている。当該システムには入居者ごとの

使用料の発生及び入金のデータが記録されており、また、滞納者に関する管理記録を入

力する機能があり、滞納者との折衝の内容等が時系列的に記録されている。 

なお、市営住宅課における債権管理の体制は次のようになっている。 

   主幹・・・1 名 

   係⾧・・・1 名 
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   主査・・・1 名 

   主事・・・4 名 

   収納推進員（嘱託職員）・・・1 名 

 

（2） 使用料（家賃）の滞納状況 

直近 3 年度の賃貸住宅・店舗事業特別会計に係る使用料（家賃）の滞納繰越の状況は

下記のとおりである。 

                          （単位：千円） 

区  分 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

滞納繰越調定額 3,559 4,029 2,756 

滞納繰越収入済額 1,701 3,236 792 

不納欠損 ― ― ― 

収入未済額 1,858 793 1,964 

収入率 47.79％ 80.31％ 28.74％ 

 

調定額は、前年度の収入未済額（前々年度以前発生の滞納家賃のうち前年度までに回

収されなかった額）と前年度に新たに発生した滞納家賃の合計額である。従って、平成

30 年度の収入未済額 1,964 千円は、1 年以上滞留している家賃である。そもそも、特定

公共賃貸住宅等への入居者は中堅所得者であり滞留家賃の発生は比較的少ない状況で

ある。なお、平成 30 年度に新たに発生した滞留家賃は 1,123 千円であり、これと平成

30 年度の収入未済額 1,964 千円の合計 3,087 千円が平成 31 年度の滞納繰越調定額と

なる。 

滞留者のうち、滞留している家賃月数の多い滞留者の状況は次のとおりである。 

   

 （単位：千円） 

区分 
3 ヵ月以上 6 ヵ月未満 6 ヶ月以上 12 ヵ月未満 12 か月以上 

人数 金額 人数 金額 人数 金額 

入居中 2 118 1 109 0 0 

退去済 0 0 0 0 3 2,231 

合 計 2 188 1 109 3 2,231 

 

12 か月以上の⾧期滞留者はすべて退去済者であり、入居中の者で 12 か月以上滞留

している者はいない。 

滞納家賃の回収に関する基本方針は「富山市営住宅家賃滞納整理事務処理要領」で下

記のように定められている。 

 



145 

 

① 滞納月数が３月未満の滞納者に対しては、⾧期滞納への移行防止と滞納解消のた

め、収納推進員を主体に納付の督促及び指導を行う。 

② 滞納月数が３月以上の滞納者に対しては、市営住宅課職員と収納推進員が連携し

て、滞納解消のための納付の督促及び指導を行う。 

③ 富山市営住宅家賃滞納に関する法的措置実施要領第２条各号に該当する者に対し

ては、入居許可の取消及び明渡請求並びに明渡訴訟、支払督促、調停又は即決和解等

の法的措置を講じる。 

 

ここで③にある「富山市営住宅家賃滞納に関する法的措置実施要領第２条」の規定は

下記のとおりであり、またその例外規定が同第３条に定められている。 

 

（法的措置の対象者） 

第２条 法的措置の対象者は、家賃を６月以上滞納している者のうち

次の各号のいずれかに該当する者で、市⾧が法的措置を講ずることが

必要であると認める者とする。  

(1) 収入調査等の結果、家賃の納入が困難であるほど生活に困窮し

ているとは認められない者  

(2) 呼出しに応じないこと、納付誓約書を提出しないこと又は納付

誓約の内容を履行しないこと等により、納入意思が欠如している

と認められる者  

(3) その他法的措置によらなければ家賃の納付が期待できないと認

められる者  

（法的措置の対象外）  

第３条 前条の規定により法的措置の対象者を決定する場合、市⾧は、

次の各号のいずれかに該当すると認められる者については、法的措置

の対象から除くことができるものとする。  

(1) 入居者又は同居親族が疾病等で療養を要し、多額の出費を余儀

なくされた者  

(2) 不慮の災害等により多額の出費を余儀なくされた者 

(3) 主たる生計維持者の死亡、失業、離婚による別居等により世帯

の収入の方途を異にした場合で、未だ生活が安定していない者  

(4) その他特別な事情があると認められる者 

 

（監査手続） 

1 年以上の⾧期滞留者 3 名について、滞留家賃の回収及び管理並びに保全が適切に

行われているかを、「住宅管理システム」の家賃滞留者との折衝記録を閲覧して検討
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する。 

 

（監査結果） 

1 年以上の⾧期滞留者の滞留の概要及び市の折衝の状況は次のとおりである。 

 

滞留者 概 要 

Ａ 賃貸契約者が平成 27 年 7 月に死亡したが、同居していた親族が条例

に定められた入居承継申請書の提出による承継手続き行うことなく入

居を継続していた。そもそも同居にあたって同居承認申請書の提出が

なく承認を受けないまま同居しており、条例又は条例に基づく規則に

違反しての居住であり、さらに契約者死亡後は賃貸契約がないまま入

居している不法占有の状態にあった。家賃については平成 29 年 1 月

分まで支払はあったが、同 2 月以降は支払いがなく滞留していた。そ

こで「明渡請求書」を平成 29 年 12 月 28 日に内容証明郵便で発送し

たところ、平成 29 年 12 月 29 日に受取があった。しかしながら自主

的な明け渡しがなかったことから平成 30 年 5 月に明け渡し訴訟を提

起し、平成 30 年 6 月に市の主張通りの明渡し命令が裁判所より出

た。その後、平成 30 年 11 月に退去が完了している。判決後の折衝に

より平成 31 年 1 月より毎月 2 万円を支払うことで合意したが令和元

年 11 月までの入金実績は 4 万円となっている。令和元年 11 月末現在

の滞留額は約 102 万円である。 

賃貸契約者である親族が亡くなった後 2 年余りの間、同居していた親

族が条例に定めた入居承継手続きを行なわなかったため、保証人がい

ないまま滞納家賃が発生している。 

Ｂ 平成 18 年 6 月頃より遅延が始まるが、不定期に家賃の納付はあっ

た。平成 19 年 7 月頃から家賃の支払いがなくなり、平成 20 年 10 月

15 日に退去をしている。その後不定期ではあるが滞留家賃の支払いが

あり、直近では令和元年 11 月に入金がある。令和元年 11 月末の滞留

額は約 94 万円。入居時から保証人がいなかったため保証人にも請求

が出来ない状況にある。保証人がいない理由については、旧大山町当

時のことであり詳細は不明である。 

滞留債権の回収については、平成 29 年度以降年に 1 回 2 万円から 4

万円程度の入金があるが、入居者管理システム上の「記載情報」では

平成 28 年 6 月以降に滞留者と直接の折衝はしておらず、現在のペー

スでは回収までに 20 年程度を要する。 
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Ｃ 平成 15 年 7 月から滞留が発生し、平成 21 年 11 月に退去済みであ

る。当初の賃貸契約者であった親族が退去した後に、Ｃが正式な承継手

続きを行なうべきであったが、組むべき事情があり賃貸借契約の承継

手続きをしないまま入居を継続し家賃が滞納したものである。そのた

め保証人がない状態で回収が滞り⾧期滞留債権となっている。平成 31

年 3 月に月 5 千円の分轄納付で合意したものの、その後の納付は令和

元年 10 月の 1 回である。令和元年 11 月末現在の滞留残高は 25 万円

余りである。 

滞留が生じた経緯については組むべき事情があり、また、定期的な折

衝はできている。 

 

<意見 32> 

いずれの滞留者とも連絡が取れる状態にあり、またここ 1 年以内に回収の事実が

あることから、滞留家賃の管理は概ね適切に行われているといえる。 

なお、検討対象とした⾧期滞留債権は、いずれも連帯保証人がいない状況で発生し

ている。 

入居時には、規則で定める資格（独立の生計を営み、かつ、入居者と同程度以上収

入がある。）を満たす連帯保証人が連署した請書を提出する必要があることから、当

該要件を満たした連帯保証人が原則いることとなる。また、入居の承継にあたっても、

改めて連帯保証人が連署する請書の提出が必要となっており、やはり当該時点でも

連帯保証人により債権が担保されている。しかしながら、連帯保証人の資格要件はあ

くまで契約時のものである。その後に状況変化（収入の減少等）が生じると、連帯保

証人としての実効性を欠くような事態が生じうる。また、連帯保証人が死亡した場合、

その義務は相続人に引き継がれることから連帯保証人を欠くことには必ずしもなら

ないが、相続人がいない、いたとしても連絡を取ることができないなどして連帯保証

人を実質的に欠くこととなる恐れがある。 

契約にあたり連帯保証人を付すことを条件とすることにより、家賃が支払われな

い場合にこれを回収するための手段を確保すると同時に、入居者に対して「家賃を支

払わなくてはいけない。」という意識付けが可能となる。従って、連帯保証人の確保

は極めて重要であり、連帯保証人としての資格を満たしていた状況に変化があり、連

帯保証人が死亡した場合には、市としてこの状況を速やかに把握して、連帯保証人の

変更や追加を求めるべきである。 

富山市特定公共賃貸住宅施行規則第９条では、連帯保証人の変更または追加をし

ようとするときは連帯保証人変更・追加申請書を提出することとなっている。しかし、

あくまで自主的な提出が前提であり、連帯保証人としての資格を満たす状況に変化

があり、連帯保証人が死亡した場合に、入居者が自ら進んで申請書を提出するかは疑
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問である。市として連帯保証人の状況変化を速やかに把握するため、定期的に入居者

に書面で確認を行い、必要がある場合には連帯保証人変更・追加申請書の提出を求め

るべきである。 

他方で、連帯保証人の変更・追加時に連帯保証人を確保することが困難な場合も想

定される。この点について、連帯保証人の確保が困難な場合に法人保証（家賃債務保

証会社等による保証）を認めている自治体がある。また、公営住宅に関してではある

が、入居時や入居承継時等に連帯保証人の確保が困難な事例が生じていることを国

として問題視し、平成 30 年 2 月 23 日に国土交通省住宅局から「法人保証等の導入

のために必要な情報提供を都道府県知事等に行う。」という方針が示されている。当

該情報も参考にしながら特定公共賃貸住宅等の契約でも法人保証の導入を検討する

必要があると考える。 
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４ 奥田団地について 

奥田団地は、建設から 50 年余りを経過しており老朽化が目立ってきている。現行の耐

震基準を満たしておらず新規入居者の募集を停止しているが、平成 31 年 4 月 1 日現在、

賃貸住宅管理戸数 204 に対して 78、賃貸店舗管理戸数 38 に対して 18 がいまだ入居して

いる。他方で修繕費が毎年 5 百万程度発生しており、収支は悪化する一方であると考え

られる。 

今後ついては、耐震改修を行うことを予定（平成 24 年度に補強工事実施設計完了）し

ているが、その費用は 23 億円あまりが想定されている。なお、改修工事は入居者すべて

の退去が前提となっており、現時点で改修時期は未定である。 

平成 20 年度に新規入居者の募集を停止し、その後平成 25 年度まではほぼ毎年住民説

明会を年 3～4 回実施していた。平成 26 年度以降では、平成 29 年度と平成 30 年度に「入

居者意向確認調査」を実施し、移転同意者に対しては「公共用地の取得に伴う損失補償算

定標準書」に基づいて移転補償金を支払っている。 

 

<意見 33> 

奥田団地については、平成 19 年度に耐震診断を実施し現行の耐震基準を満たしていな

いことが判明している。市としては耐震改修工事の実施を予定しているが、工事の実施は

入居者の転居が前提となっており、「入居者意向確認調査」を実施し移転同意者には移転

補償金を支払うなどしている。 

しかしながら、平成 31 年 4 月 1 日現在、賃貸住宅で 78 戸、賃貸店舗で 18 戸がいまだ

入居している。賃貸住宅家賃は月額 2 万 300 円と安く設定されており、また入居者は⾧

く住み続けている比較的高齢者世帯が多いことから移転への同意がなかなか進まないと

いう事情はあるが、入居者が漸次減少していっても管理費や修繕費は固定的に発生する

ため収支は今後悪化していくと考えられ、また、地域の中心部に空き室の多い大規模団地

があることにより、地域の活力が低下することも懸念される。そして何よりも人の安全に

かかわる問題である。 

転居同意者の経済的負担が著しく増えないよう転居先の家賃を補助するなどして転居

が促進されるようにする必要がある。 
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５ 賃貸住宅・店舗事業特別会計の歳入歳出の状況 

（1） 歳入歳出状況 

平成 30 年度における賃貸住宅・店舗事業特別会計の歳入歳出の状況は次のとおりで 

ある。 

（単位：千円） 

歳入項目 調定額 収入済額 

賃貸住宅使用料（現年度） 115,440 114,315 

賃貸住宅使用料（滞納繰越分） 2,757 792 

賃貸住宅駐車場使用料（現年度分） 6,948 6,896 

賃貸住宅駐車場使用料（滞納繰越分） 95 14 

賃貸住宅敷地占用料 17 17 

賃貸住宅・店舗事業基金運用利子 17 17 

共益費現年度分 11,716 11,587 

共益費（滞納繰越分） 320 118 

店舗入居者電気料負担金等 1,870 1,852 

退去負担金 124 124 

退去負担金（滞納繰越分） 3,225 0 

店舗入居者電気料負担金等（滞納繰越分） 124 22 

賃貸住宅敷金 1,324 1,324 

市預金利子 1 0 

賃貸住宅・店舗事業基金繰入金 1,721 1,721 

歳入合計 145,699 138,801 

歳出項目 予算額 支出済額 

管理費 53,423 50,373 

賃貸住宅・店舗事業基金費 8,211 17 

一般会計拠出金（利子） 7,427 7,426 

市債等元金 70,902 70,901 

市債等利子 10,082 10,081 

歳出合計 150,045 138,801 

 

管理費や市債償還金等の支出済額が 138,801 千円となる一方で、家賃等の収入済額

が 137,080 千円にとどまったことから、不足分 1,721 千円に充てるため賃貸住宅・店舗

事業基金を同額取崩している。 
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（2） 賃貸住宅・店舗事業基金について 

この賃貸住宅・店舗事業特別会計に係る賃貸住宅・店舗事業基金の推移は下記のとお

りである。 

（単位：千円） 

年度 残高 前年度増減 

平成 21 年度 322,448  

平成 22 年度 278,471 △43,977 

平成 23 年度 244,527 △33,944 

平成 24 年度 219,099 △25,428 

平成 25 年度 204,539 △14,560 

平成 26 年度 154,445 △50,094 

平成 27 年度 121,905 △32,540 

平成 28 年度 90,919 △30,986 

平成 29 年度 58,025 △32,894 

平成 30 年度 56,320 △1,705 

平成 31 年度（予定） 48,791 △7,529 

※平成 30 年度の賃貸住宅・店舗事業特別会計への繰入金は 1,721 千円であ 

るが、賃貸住宅・店舗事業基金に係る利息が 17 千円あるため当該基金の 

減少は 1,705 千円となっている。 

 

平成 21 年度には 322 百万円あった基金が、平成 30 年度には 56 百万円まで減少して

いる。しかも、平成 30 年度は当初の返済計画で予定していた一般会計からの借入金の

返済（46 百万円）をせずに繰延べをした上での残高である。さらに、基金残高には入

居者から預かった敷金約 25 百万円が含まれている。これは将来的に返済が必要な負債

であり実質的に基金は枯渇しているといえる。 

基金が枯渇したのは、市債の償還及び一般会計からの借入金の返済が平成 29 年で毎

年 135 百万円程度あったことが要因である。平成 30 年度も当初の予定では、135 百万

円の返済を計画していたが、基金からの繰入金を除いた収入済額 137,080 千円から管

理費の 50,373 千円を差し引くと 86,707 千円となり、明らかに当該返済のための資金

の全額の確保はできない状況にある。これは、公営住宅法上の構造別耐用年限が耐火構

造で 70 年となっているのに対して、市債の償還期間を主に 25 年としており相対的に

短期間での返済を予定したことが理由といえる。 

なお、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律の施行にあたっての、建設省住宅

局⾧から各都道県知事に宛てた通知（平成 5 年 7 月 30 日付け）では、 
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五 地方公共団体による賃貸住宅の供給 

（二) 供給に当たって配慮すべき事項 

地方公共団体が行う賃貸住宅の供給については、所定の補助制度によ 

る財源措置のある部分を除いては、独立採算を原則とし、概ね三〇年 

以内の期間において収支均衡を図られたい。 

 

となっており、概ね 30 年以内での収支均衡を目途とするものとされている。 

 

（3）市債の返済予定 

資金の流入状況を、奥田団地及び今泉団地並びに特定公共賃貸住宅等（地域特別賃貸

住宅を含む）の別に試算すると次の通りである。ただし、歳入について各団地別集計デ

ータがないため、奥田団地と今泉団地について概算集計を行い、差額を特定公共賃貸住

宅等の歳入と仮定した。 

（単位：千円） 

使用料等 
奥田住宅 奥田店舗 今泉住宅 今泉店舗 特定公共賃貸住宅等 計 

19,456 10,102 38,240 14,218 53,973 135,989 

 計 29,558 52,458 53,973 135,989 

管理費 20,855 11,524 18,358 50,737 

差引 8,703 40,934 35,615 85,252 

市債等残高 − 461,298 568,143 1,029,441 

返済期間 − 11.2 年 15.9 年 12.0 年 

※今泉団地の市債等残高は、「令和 4 年度まで元金の返済を猶予して利息のみを支 

払い、令和 5 年度から再び元金及び利息を支払う。」という現状の返済予定をもと 

に集計している。 

 

奥田団地については市債等の残高はなく、使用料等から管理費を控除した差引収入

額 8,703 千円は、そのまま特別会計のプラス資金となっている。 

今泉団地は使用料等から管理費を控除した差引収入額が年間 40,934 千円である。こ

れに対して、市債等残高（一般会計からの借入金の要返済残額）は 461,298 千円であ

り、これを単純に除すると約 12 年で返済できることとなる。建設からの経過年数は 27

年であり、実質的な返済まで 39 年を要することとなるが、返済自体は可能なものと考

えられる。 

特定公共賃貸住宅等については、使用料等から管理費を控除した差引収入額が年間

35,615 千円ある。これに対して、市債等残高は 568,143 千円であり、これを単純に除

すると約 16 年で償還ができることとなる。団地により建設からの経過年数は異なるも
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のの単純平均すると約 20 年であり、実質的な償還まで約 36 年を要することとなるが、

償還自体は可能なものと考えられる。 

団地ごとの市債等の実質償還（一般会計からの借入金の返済を含む。）期間はこのよ

うになるが、奥田団地のプラス資金があることから、実際の償還計画では令和 12 年ま

での 12 年間ですべてを償還する予定となっている。当該賃貸住宅・店舗事業特別会計

に係る市債等の償還予定は次のとおりである。 

 

（単位：千円） 

年度 

特公賃等建設

のための市債 

今泉団地建設のための一
般会計からの借入金 

合計 
元利金 

一般会計繰出金 

元金 利息 

平成 31 80,983  7,426 88,410 

令和 2 80,983  7,426 88,410 

令和 3 80,983  7,426 88,410 

令和 4 71,291  7,426 78,718 

令和 5 57,169 46,738 7,210 111,117 

令和 6 51,418 47,611 6,337 105,367 

令和 7 42,658 48,501 5,447 96,607 

令和 8 34,407 49,407 4,541 88,356 

令和 9 34,407 50,330 3,617 88,356 

令和 10 30,529 51,271 2,677 84,478 

令和 11 3,311 52,229 1,719 57,259 

令和 12  53,205 743 53,948 

計 568,143 399,295 62,002 1,029,441 

 

以上のように、当初の計画よりも返済期間は延びるものの賃貸住宅・店舗事業特別会

計に係る市債等の償還は可能なものと考えられる。 

 

(4) 撤去・除却費用の検討並びに将来収支予測 

しかしながら、建物はほとんどが鉄筋コンクリート若しくは鉄骨鉄筋コンクリート

で建設されており、その除却時に多額の費用を要するものと考えられ、これら費用の資

金を今後確保していく必要がある。 

 

① 収支予測：団地の耐用年数を 50 年と想定し奥田団地事業を廃止する場合 

奥田団地が建設から 50 年を経過し、また現行の耐震基準を満たしていないことが
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判明しており、仮に除却した場合には 1 棟当たり 2 億円、3 棟で 6 億円程度の除却費

用が見込まれている。 その他の団地については、まだ残存耐用年数があり具体的な

除却費用は不明であるものの、高層の今泉団地が奥田団地を参考に約 2 億円、規模の

比較的大きい上赤江団地と中教院団地が約 1 億円、その他の 6 団地で約 3 億円と仮

定すると、除却費用総額は約 13 億円となる。 

これについて、仮に経済的耐用年数を 50 年とした場合の市債等の償還完了後の実

質収入金額（使用料等から管理費を控除した差引収入金額）の累計は下記のようにな

る。 

 

（単位：千円） 

 今泉団地 特公賃住宅等 計 

年間差引収入金額 40,934 35,615 76,549 

残存年数 11 14  

累計収入 450,274 498,610 948,884 

 

公営住宅法上の構造別耐用年限は耐火構造で 70 年であるが、老朽化による入居率

の低下や修繕費の増大、家賃の低下等を考慮し経済的耐用年数を 50 年と仮定したも

のである。ちなみに、税法基準による耐用年数は 47 年である。また奥田団地につい

ては、現在、入居者の募集を停止しており、その一方で毎年 5 百万円程度の修繕費が

掛かっており、今後収支の悪化が見込まれることから上記収入には含めていない。 

上記試算によれば、除却費用総額を 13 億円とした場合、累計の実質収入が約 3.5

億円不足することとなる。 

 

② 収支予測：団地の耐用年数を 70 年と想定し、奥田団地事業を継続する場合 

また、仮に経済的耐用年数を公営住宅法上の構造別耐用年限と同じ 70 年とした場

合の市債等の償還完了後の実質収入金額は下記のようになる。 

（単位：千円） 

 奥田団地 今泉団地 特公賃住宅等 計 

年間差引収入金額 30,139 40,934 35,615 106,688 

残存年数 18 31 34  

累計収入 542,502 1,268,954 1,210,910 3,022,366 

 

奥田団地については、前述のように現時点で耐震改修工事を行うことが予定され

ておりその費用として 23 億円余りが見込まれている。前記除却費用に当該改修工事

費用を加えると総額で 36 億円の資金を要することとなる。上記試算では、当該改修
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工事を前提に奥田団地の入居率が 80％まで回復すると仮定し、また、残存年数につ

いては、耐震改修工事により経済的耐用年数が伸びる可能性もあるものの耐震改修

工事の着手までに一定の年限を要しさらに入居者の確保にも時間を要することから、

現時点から公営住宅法上の構造別耐用年限 70 年までを残存年数と仮定した。 

この場合、耐震改修工事と除却費用の総額約 36 億円に対して、使用料等から管理

費を控除した差引収入累計金額は約 30 億円であり、6 億円不足することとなる。加

えて、公営住宅法上の構造別耐用年限は耐火構造で 70 年であるが、その間において、

現状の収入金額を維持するためには大規模改修が必要であると考えられ、収支の不

足額はさらに拡大する可能性がある。 

 

③ 収支予測：団地の耐用年数を 70 年と想定し、奥田団地事業を廃止する場合 

奥田団地について耐震改修工事を行わず奥田団地事業を廃止し、かつ、他の団地の

経済的耐用年数を 70 年とした場合には、除却費用総額 13 億円に対し差引収入累計

金額は下記のように 24 億円となり、11 億円の余剰が生じることになる。 

 

（単位：千円） 

 今泉団地 特公賃住宅等 計 

年間差引収入金額 40,934 35,615 76,549 

残存年数 31 34  

累計収入 1,268,954 1,210,910 2,479,864 

 

上記 3 つのケースの中では最も収支の状況は良いと表示している。 

ただし、これについても市債等の償還後 30 年余りの間、現状の収入金額が継続す

ることを前提としたものであり、実際の差引収入金額は経年による入居率の低下が

予想されることに加え、将来 30 年間の改修や大規模修繕工事の見積が考慮されてい

ない。担当課ではせめて将来の改修、修繕見積をし、採算性の検討をすべきである。

（将来の改修、修繕見積によっては、余剰どころか、大きな損失の可能性を否定でき

ない。） 

 

<意見 34> 

賃貸住宅事業は、建物の建設から除却までに多額の資金を要し、また事業期間は⾧

期に渡ることから収支の管理は計画的かつ慎重に行う必要がある。 

賃貸住宅・店舗事業特別会計に係る上記の試算では、奥田団地を今後どのように継

続していくかにより収支の状況は大きく変わることになる。賃貸住宅事業は「街づく

り」の面もあり収支の状況のみで判断すべきものではないが、当該団地は建設から 50

年余りを経過しており、その間に生活様式は大きく変化しそれに伴い市民の賃貸住



156 

 

宅へのニーズも当時とは大きく異なっているものと考えられる。また、現在は民間の

賃貸住宅が増加しており、市として多額の改修費を投じて現行と同様の賃貸住宅事

業を行うことが公益上必要であるかについては、具体的な数字に基づく将来計画の

もと、改めて検討をする必要があると考えられる。 

また、他の賃貸住宅に関する試算も経済的耐用年数をどのように見積もるかによ

って結果は大きく異なるが、経済的耐用年数を伸ばすためには大規模改修工事が必

要となると考えられ、当該改修費用や将来の除却のための費用の資金が最終的に不

足することも懸念される。その場合には税金で補填することが必要となる。⾧期に渡

る事業には社会構造の変化に機動的に対応できないリスクがあり、具体的な数字に

基づく将来計画を行ったときに、特別会計として資金不足が生じる恐れがある場合

には、用途変更による市営住宅化や民間への売却も検討すべきである。民間で代替で

きるものは、民間事業者の資金、経営能力や技術的能力を最大限に活用すべきであり、

市として当該賃貸事業を継続する必要性については改めて検討をする必要がある。 
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６ 入居率の改善について 

特定公共賃貸住宅及び地域特別賃貸住宅の平成 31 年 3 月末での入居率は 61.5％とな

っており、3 室に 1 室以上が空室となっている。しかも、平成 27 年度に空室となってい

た 27 室を準特定優良賃貸住宅に用途変更した上である。 

準特定優良賃貸住宅とは、特定公共賃貸住宅等のうち社会・経済情勢の変化により空室

となったもので、入居者募集のための処置を講じたにもかかわらず 3 ケ月以上入居者が

なく、当該特定公共賃貸住宅等を用途廃止した後に入居者資格を公営住宅と同様とする

などして、公営住宅に準じて定められた準公営住宅等供給基準に基づいて市が管理する

賃貸住宅である。 

特定公共賃貸住宅等は、その建設にあたり国の補助金が投入されているため、当初の用

途を廃止するには国等の承認を受ける手続きが必要となる。「補助金等に係る予算の執行

の適正化に関する法律」では、 

 

（財産の処分の制限） 

第二十二条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した政

令で定める財産を、各省各庁の⾧の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反

して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、

政令で定める場合は、この限りでない。 

 

とされており、国及び県の審査を経て国土交通大臣から用途廃止の承認を受けた後に、準

公営住宅供給計画について国及び県の認可を受けることにより、準特定優良賃貸住宅に

用途変更することが可能となる。 

準特定優良賃貸住宅へ用途変更した 27 室のうち平成 31 年 3 月末時点で入居があるの

は 14 室であるが、同団地内の特定公共賃貸住宅に空室が生じ続けていることに鑑みると、

用途変更の効果はあったものと考えられる。 

また、市民の賃貸住宅へのニーズに関して、市営住宅でシルバーハウジングへの需要が

高くなっている。シルバーハウジングとは、高齢者向けのバリアフリー設備や緊急通報シ

ステムを備えた市営住宅であり、「ライフサポートアドバイザー」による生活相談や安否

の確認、緊急時の対応等のサービスを受けることができる。人口の減少と高齢者（65 歳

以上）の増加により高齢者比率は平成 17 年の 21％から令和 7 年には 30％に上昇するこ

とが見込まれている。このことから、シルバーハウジングへの需要は今後増々高くなると

考えられるが、現状で市営住宅 4,366 戸のうちシルバーハウジング住宅は 100 戸（2.2％）

となっている。 

 

<意見 35> 

特定公共賃貸住宅及び地域特別賃貸住宅の平成 31 年 3 月末での入居率は 61.5％に止
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まっており、なかには 9 年以上空室となっているものもある。準特定優良賃貸住宅への

用途変更やシルバーハウジングとしての機能を付加するなどして市民のニーズに柔軟に

対応し、市の財産である賃貸住宅を有効に活用すべきである。 
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７ 特定公共賃貸住宅の家賃について 

特定公共賃貸住宅は、バブル期に地価や建設費が高騰しそれを反映して賃貸住宅の賃

貸料が上昇したため中堅所得者であっても最低居住面積水準に満たない世帯が増加した

ため、当該所得者層の住環境の改善と賃貸住宅ストックの質的向上を目的とした国の政

策を受けて整備された住宅である。そのため、特定公共賃貸住宅の建設にあたっては国か

ら建設に要する費用の一部が補助されるとともに、家賃についても近傍同種の住宅の家

賃の額と均衡を失しないように設定された本来の家賃（以下、契約家賃）と国土交通大臣

が定める方法（以下、告示）により算定された入居者負担基準額との差額の 2 分の 1 が

予算の範囲内において国から補助される。このため、入居者負担額は、告示に基づいて算

定される入居者負担基準額と同額に設定されている。この入居者負担基準額は、毎年 3.5％

ずつ上昇させるものとされており、20 年以内の所定の期間で入居者負担基準額は契約家

賃と同額となり、国からの補助金は終了する。また、当該方法のほか入居者負担基準額を

定額に固定して当該基準額と契約家賃の差額の 2 分の 1 を 10 年間若しくは 15 年間国が

補助する方法も平成 11 年に導入された。いずれにしても、入居者負担基準額は、契約家

賃から減額した家賃の一部を国が補助するための基準額である。 

特定公共賃貸住宅の入居者負担額は、公営住宅における家賃のように法律上遵守が義

務付けられたものではない。富山市の特定公共賃貸住宅については、契約家賃からの減額

に対する国からの補助はすでに終了しており、その点からは、契約家賃を下回る入居者負

担基準額をもって特定公共賃貸住宅の入居者負担金とする必要性はない。なお、地域特別

賃貸住宅については契約家賃から減額した金額を入居者負担金とする制度は設けられて

おらず、同じく中堅所得者向けの賃貸住宅であるという点からすると整合性がない。 

 

<意見 36> 

前述のように特別会計として事業継続が困難となることが見込まれる場合には、将来

的に税金による負担が生じる恐れがあり、入居者負担額の増額も選択肢として検討すべ

きである。賃貸住宅・店舗事業は、特別会計として独立採算制が取られており、契約家賃

から減額した金額をもって入居者負担額としていてもその時点で税負担が生じているわ

けではないが、将来的に建物の除却等で税負担が想定される場合には、実質的に税金で家

賃補助を行っていることとなる。その場合、中堅所得者層に対して実質的に家賃補助する

ことの必要性・公平性・有効性を改めて検討する必要がある。 

 

 

 


