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29 静監第 1102－1 号 

平成 29 年 11 月 13 日 

 

静岡市葵区 

Ａ 

 

静岡市監査委員 村 松   眞 

同    杉 原 賢 一 

同    亀 澤 敏 之 

同    中 山 道 晴 

 

静岡市職員措置請求について（通知） 

 

 平成 29年９月 15日付け地方自治法（昭和 22年法律第 67号。以下「法」という。）第 242

条第１項の規定により請求人から提出された静岡市職員措置請求（以下「本件請求」とい

う。）について、同条第４項の規定により監査を行い、同条第８項の規定により監査委員の

合議により監査結果を決定したので、同条第４項の規定により次のとおり理由を付して通

知します。 

 

第１ 監査の結果 

  本件請求については、合議により次のように決定した。 

 

  静岡市長が公益社団法人静岡県精神保健福祉会連合会（以下「連合会」という。）に支

払った平成 28年度の精神障害者等相談支援事業及び精神障害者地域活動支援センター事

業（以下「本件業務」という。）に係る委託料につき、連合会の本件業務の実施に係る不

当かつ不適切な会計処理によって市財政に損害を与えたとして、委託事業の経費を超え

る 4,063,726円（請求人はその後当該金額を縮減している。）について連合会に対して返

還措置を講ずることを求める本件請求を棄却する。 

 

第２ 請求の内容 

 １ 請求人等の住所及び氏名 

 （１）住所  静岡市葵区 

 （２）氏名  Ａ 

 

 ２ 請求書が提出された日 

   平成 29年９月 15日  
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 ３ 本件請求の要旨 

   静岡市職員措置請求書、請求人陳述の内容及び静岡市職員措置請求追加意見書（２

件）の内容を整理すると、請求の要旨は、大要次のとおりである。 

 （１）市は、本件業務の実施を連合会に委託し、委託料を支払っているが、連合会は、

その業務の実施に当たり、委託契約の規定に反し、次のような不当かつ不適切な会

計処理を行っている。 

    ① 契約書第７条に規定する平成 28年度収支決算書が 1,000円単位で記載されて

いること。 

    ② 契約書第９条の規定に反し他の業務との経理区分が行われていないこと。 

    ③ 委託業務外の連合会本部運営費に委託金が流用されていること。 

    ④ 委託金により作成された定期預金が連合会に平成 26年度以降存在すること。 

    ⑤ 契約書第８条に規定する最後の５回目の支払は「第７条第１項の検査合格後」

に「実績払い」とされていることから、本件業務に係る委託契約は、契約書

第７条第１項により提出された収支決算書によって実際に要した経費を確認

した上で最終支払されるべき概算契約と解されるが、概算契約の場合の受託

者の利益分は一般管理費によって予算ないし見積りの段階から予定されてお

り、その額は他の実際の経費総額の最大 10％であるとされるところ、本件に

おいて連合会の得た利益率は約 12％となっており極めて大きな割合になって

いる。このような際限のない一般管理費を認めることで、本来業務である精

神障害者の生活支援サービスが損なわれていること。 

    ⑥ 連合会の実施事業について、平成 29 年３月 31 日付けで連合会が市に提出し

た静岡市精神障害者地域生活支援事業業務（その１）実績報告書（以下「実

績報告書」という。）と平成 28 年４月１日付けで連合会が市に提出した静岡

市精神障害者地域生活支援事業業務（その１）実施計画書（以下「実施計画

書」という。）を比較した結果、相談支援事業において家庭訪問以下６項目の

事業計画がありその達成率は全体で 67.6％となっており、その他退院に関す

る支援以下５項目については数値の記載がなく文章表現のみであるなど、委

託業務が仕様書どおり必ずしも行われていなかったこと。 

 （２）この結果、市の精神障害者の生活支援をはじめとした福祉サービスが不十分な状

況に置かれ、市財政に損害を与えている。よって、この委託料は不当に支払ったも

のであるから、市は損害を被っており、連合会に対して、不当利得に相当する金額

の返還請求措置を求めるものである。 

 

第３ 監査の結果を決定した理由 

 １ 監査対象事項の決定 

   住民監査請求は、住民からの請求に基づいて、地方公共団体の執行機関又は職員の

行う違法・不当な行為又は怠る事実の発生を防止し、又はこれらによって生ずる損害
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の賠償等を求めることを通じて、地方公共団体の財務の適正を確保し、住民全体の利

益を保護することを目的とする制度であることから、地方公共団体の執行機関又は職

員のあらゆる行為を対象とするものではなく、その対象は、法第 242 条第１項に規定

する違法若しくは不当な「公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結

若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担」又は違法若しくは不当に「公金の賦

課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実」に限定されている。 

   この点を踏まえて本件請求の内容を見ると、請求人の主張する市が不当利得返還請

求権の行使を怠っているとする事実は、「財産の管理を怠る事実」に該当するものと解

されることから、住民監査請求の対象となる。 

 

 ２ 監査の経過 

 （１）平成 29年 10月 27日、監査委員は、法第 242条第６項の規定により請求人の陳述

の機会を設けた。なお、この陳述には、法第 242 条第７項の規定により立会人とし

て保健衛生医療部長及び同部保健所精神保健福祉課長の関係職員が出席した。 

 （２）同日、監査委員は、法第 199 条第８項の規定及び「静岡市住民監査請求に係る証

拠の提出及び陳述等の取扱基準」第６の規定により保健衛生医療部長及び同部保健

所精神保健福祉課長を関係職員として陳述の聴取を行った。なお、この陳述の聴取

には、法第 242条第７項の規定により立会人として、請求人が出席した。 

 （３）平成 29年 11月１日、請求人は、上記関係職員の陳述の内容を踏まえ、「静岡市職

員措置請求追加意見書」及び「静岡市職員措置請求追加意見書２」と題する書面２

件並びにこれらの書面に付随する事実証明書を提出した。 

 （４）平成 29 年 11 月８日、保健衛生医療部保健所精神保健福祉課長は、請求人から提

出のあった上記（３）の書面の内容を踏まえ、「追加意見書に対する意見」と題する

書面を提出した。 

 

 ３ 監査委員の判断 

   本件請求について、次のとおり判断する。 

 （１）地方公共団体における業務委託と本件業務に係る委託契約 

    本件業務に係る委託契約には、以下の点が認められる。 

   ア 委託契約の性質 

     地方公共団体の締結する委託契約については、「（私法上の委託の場合）一種の

請負とでもいうべきものである」（月刊「地方財務」編集局編『七訂 地方公共団

体 歳入歳出科目解説』ぎょうせい（2011））との見解も見られるとおり、それぞ

れの委託契約の内容によって、仕事の完成を主目的とする請負と事務処理に重点

を置く委任又は準委任のそれぞれの性質が混在していて、民法（明治 29年法律第

89 号）にいう請負と委任・準委任の混合的な要素を持つものであると解されてい

る。 
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     本件業務に係る委託契約に関していえば、委託の対象となる業務は、おおむね、

法律行為に当たらない事務の処理であることから、民法第 656 条にいう準委任に

近似したものであると認められる。 

   イ 準委任契約における受任者の裁量 

     委任は、一定の事務の処理という統一的な労務を目的とし、労務提供者の識見・

才能によって労務が行われる。また、委任においては、受任者が一定の事務をそ

の目的に従って最も合理的に経理・処置することから、受任者には「ある程度の

自由裁量の権限を与えられるもの」（我妻榮・有泉亨・清水誠・田山輝明共著『我

妻・有泉コンメンタール民法 総則・物権・債権』日本評論社（2005））と解され、

この点は準委任の場合においても同様である。 

     本件業務についていえば、連合会は本件業務を一定の自由裁量に基づいて実施

することが前提とされており、この点は、契約書において本件業務を計画的に実

施するために連合会が自ら実施計画書を事前に作成し、業務実施後に実施した業

務内容を報告するために実績報告書を作成して発注者たる市に提出することとさ

れている点からも明らかである。 

   ウ 契約成立の手順 

     地方公共団体が委託契約を締結しようとする場合、予算の確保、業者選定、予

定価格の決定、入札（見積）執行といった手順を踏み、本件業務に係る委託契約

もこのような手順を経て締結されたことは、陳述において関係職員から示された

ところである。 

     市職員が契約事務の執行に当たって準拠する市の処務事務マニュアルによれば、

市は、契約の締結に先駆けて類似業務や実績等を参考にしつつ積算金額を算定し、

これを基礎に契約対象業務の総額について予定価格を決定し、それに対して、受

託予定者は提示された仕様書等に基づき自ら当該業務の実施に必要と考えられる

経費を積算した上で見積金額を市に提示し、これが予定価格の範囲内である場合

には当該見積金額が採用され、双方合意による契約金額が確定する。 

     本件業務に係る委託契約においても、このような事務手順が踏襲されており、

連合会自らが算定し、提示した見積金額が市の予定価格の範囲内であったことか

ら、当該見積金額をもって契約金額が確定していたものである。 

   エ 契約金額の決定について 

     契約金額については、本件業務に係る委託契約書第５条に「委託料は、

34,009,000円（うち消費税及び地方消費税の額－円）とする。」と明記されている

が、当該契約書には委託料の精算に関する規定は設けられていない（ただし、市

が契約を解除した場合の委託料の処理に関しては、第 16条に規定が設けられてい

る。）。 

     また、本件業務の実施根拠となっている静岡市精神障害者等相談支援事業実施

要綱（平成 19年４月１日施行）及び静岡市精神障害者地域活動支援センター事業
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実施要綱（平成 19年４月１日施行）のいずれにも委託料の精算規定は設けられて

いない。 

    以上の点を踏まえると、本件業務に係る委託契約では、委託業務の執行上、連合

会にある程度の自由裁量が与えられており、連合会は、その裁量の範囲内で自ら見

積金額を算定し、市と連合会は、双方合意の上で見積金額と同額の契約金額を確定

しているものと解される。こうした委託契約における連合会の裁量や、委託金額確

定の手順、さらには上記エで述べた契約書の文言などを総合的に勘案すれば、本件

業務に係る委託契約が請求人の主張するような概算契約（契約金額が契約締結時に

は確定しておらず、概算額で契約し、履行が完了した段階で額を確定させるもの）

には当たらず、確定契約（契約金額が契約締結時に確定しているもの）に該当する

ことは明らかである。 

 

 （２）収支決算書の記載及び委託料の使途について 

    請求人は、平成 28年度の収支決算書が 1,000円単位であること、他の業務との経

理区分が行われていないこと、委託業務外の本部運営費に委託金が流用されている

こと及び委託金により作成された定期預金が平成 26年度以降存在することを挙げて

不当かつ不適切な会計処理の論拠とし、これに対して関係職員は、 

    ① 収支決算書は、本件業務の実施状況を収支の面からも一定程度把握するため

に提出を求めているものであり、そうした検収的な目的に用いるためには、

1,000円単位のもので十分であること。 

    ② 経理の区分は、連合会が本件業務を実施する施設において別の事業も併せて

実施していることに鑑み、本件業務と他の事業とを混同して実施しないよう

に経理についても区分することを求めるものであって、その結果が①の収支

決算書となって現れていること。 

    ③ 別事業である、計画相談支援事業との経理の区分に関しては、各々の事業に

おいて専任の相談員を置く等、人件費等の事業の主要部分の区分は適切にな

される一方、合理的な範囲で同一の備品や消耗品などを共有することはあり

得ることであり、これらを何らかの基準に従って配賦したとしても、結局の

ところ厳密には正確な数値とはならないのだから、現に行われている会計処

理の方法であっても連合会に契約違反はなかったと考えられること。 

    ④ 委託業務の発注者は、受託者が委託業務の実施に必要な費用として委託料を

支払うのであって、委託業務が適正に行われたことを確認し、委託料を支払

った後は、受託者が受け取った委託料をどのように運用しても関知する立場

にないこと。 

   の各点を挙げ、本件業務に係る委託契約の手続に違法又は不当な点はない旨を説明

している。 
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    これらの点のうち、①については、通常、収支決算額は１円単位であることから

適当な取扱いとは言い難いが、受託者の収支状況を一定程度把握したいとする委託

者側の目的を阻害するほどの瑕疵とはいえない。 

    また、前述のとおり、本件業務に係る委託契約は概算契約ではなく、委託料は確

定額であると解されることから、請求人の主張するような精算義務が当然に生じる

ものではなく、たとえ収支決算書に多少の誤りがあったとしても、不当かつ不適切

な会計処理とまではいえない。 

    さらに、関係職員が②及び③で説明している他の業務との経理区分が契約違反と

はいえないとの点は首肯すべきものである上、④の点についても関係職員の説明の

とおり、市は委託業務が適正に行われたことを確認し、委託料を支払った後は、受

託者が受け取った委託料をどのように運用しても関知する立場にない。 

 

 （３）一般管理費について 

    請求人は、経済産業省では、本件のような概算契約をした場合の受託者の利益分

は、一般管理費という費目によって予算ないし見積りの段階から予定されており、

それは他の実際の経費総額の最大 10％であるが、本件において連合会の得た利益率

は約 12％となっており極めて大きな割合になっていること、また、際限のない一般

管理費を認めることで本来業務である精神障害者の生活支援サービスが損なわれて

いることを主張する。これに対し、関係職員は、連合会に裁量を認めている本件業

務に係る委託契約において、業務を適切に実施していく中で費用をいかに抑えるか

という点は、受託者たる連合会の裁量が最大限に活かされるべきところであり、そ

のノウハウ等により、結果として市が積算した以上の利益が受託者に生じることは

往々にしてあることを挙げ、本件委託料の支出に違法又は不当な点はないと説明す

る。 

    この点を判断するに当たり、まず、契約締結前に市が決定する予定価格は、「取引

の実例価格、履行の難易、数量の多少、需給の状況等を考慮して定める」（静岡市契

約規則（平成 15年静岡市規則第 47号）第 10条第２項）とされているのであるから、

取引価格の設定上、通常は利潤を含めて考慮されている一般管理費が含まれている

ことは明らかであり、また、連合会が市に提示した見積金額についても、前述のと

おり、連合会自ら業務に必要な経費を積算しているのであるから、当該見積金額に

一定程度の利潤を含む一般管理費が含まれていることは当然である。 

    その上で、請求人の指摘する一般管理費の割合については、前述のとおり、本件

業務の実施に当たり、連合会はある程度の自由裁量が与えられているところ、受託

者たる連合会が、利潤を含む一般管理費をどの程度確保することを見積もるのかは、

受託者の経営判断によるところが大きく、関係職員の説明のとおり結果として市の

積算した以上の利益が受託者に生じることはあり得ることである。したがって、決

算における委託料に占める一般管理費の割合が市の積算に対して高率となったから
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といって、直ちに精神障害者の福祉サービスに影響を与えたり、市財政に損害を及

ぼしたりしたということはできない。 

    これらのことから、本件業務に係る委託契約が概算契約ではなく、その委託料額

が確定している以上、その成果は、専ら事務処理の実施状況により検証されるべき

ものであり、結果として委託料に対する利潤を含む一般管理費の割合が市側が予定

価格として積算した場合の割合に比べて高くなっていることを捉えて、当該高くな

っている部分の委託料が連合会における不当利得となっているとする請求人の主張

には理由がない。 

 

 （４）本件業務の履行状況について 

    本件業務の履行状況についての、請求人の主張と当該主張に対する関係職員の説

明は、大要以下のとおりである。 

   ア 請求人の主張 

     連合会による本件業務の実施について、実績報告書と実施計画書を比較した結

果、例えば、相談支援事業において家庭訪問以下６項目の事業計画がありその達

成率は全体で 67.6％となっており、その他、退院に関する支援以下５項目につい

ては数値の記載がなく文章表現のみであるなど、委託業務が仕様書どおり必ずし

も行われていない。 

   イ 関係職員の説明 

     請求人の指摘する実施状況について、実績報告書又は月例報告書によりいずれ

も連合会が適切に実施していることを確認している。これらの業務に係る指標（登

録者数や利用者数など）の中には、実施計画書の内容に比べて実績報告書の内容

の方が低いものもあるが、実施計画書はあくまでも仕様書に例示する各業務の実

施回数などの計画や見込みを記載したものであって、受託者にこれらの指標の達

成を義務付けたものではない。 

 

    本件業務に係る委託契約は、（１）で述べたとおり、受託者たる連合会にある程度

の自由裁量が与えられる性質のものであるから、これによる業務は受託者自らの才

覚や裁量によって実施されるべきものであり、実施計画書の記載を計画や見込みと

捉え、実際に相談体制を整えた上で本件業務の実施に当たっていたことなどをもっ

て本件業務の実績や成果と考えているとの関係職員の説明には首肯すべき点がある。 

    また、請求人の指摘している個別の業務の実施内容についても、関係職員の説明

するとおり月例報告書の記載内容などからその実施状況を確認することができる上、

計画と実績の乖離については、受託者に自由裁量が与えられている本件業務におい

ては、計画と実績が異なる結果となったとしても、何ら不自然なことではない。 

    よって、実施計画書と実績報告書に相違があることなどの点によって連合会に不

当かつ不適切な会計処理があったとはいえず、本件委託金に関して連合会に不当利
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得が生じているとする請求人の主張には理由がない。 

 

 （５）結論 

    以上に述べたとおり、本件業務に係る委託契約の実施状況について、請求人が主

張する各論点において連合会による不当利得を構成する要素は認められず、したが

って、市には連合会に対する返還請求権は存在しないので、第１の監査の結果のと

おり判断するものである。 


