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第１部 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項に規定する包括外部監査契約に基づく監査 

 

２ 監査人 

  包括外部監査人  牟 田 哲 朗（弁護士） 

  同 補 助 者  小 野 裕 樹（弁護士） 

  同 補 助 者  北古賀 康 博（弁護士） 

同 補 助 者  服 部 博 之（弁護士） 

同 補 助 者  渡 部 有 紀（弁護士） 

同 補 助 者  藤 本 聡 子（弁護士） 

同 補 助 者  岡   香 織（弁護士） 

 

３ 選定した特定の事件 

  福岡市（外郭団体を含む）の貸付金制度及び債権の管理に係る事務の執行について 

 

４ 監査対象事件を選定した理由 

(1) 監査の対象とした貸付金は，基金や外郭団体に対する出資金等を含めて貸付金原資に

市の支出金が含まれていると思われる貸付金であり，巻末参考資料「監査対象貸付金一

覧表」記載の４１件（福岡市建物移転等資金融資金は住宅都市局と道路下水道局所管の

２件の貸付金があるが，監査対象としては併せて１件として監査した。）である。 

  「監査対象貸付金一覧表」記載のとおり，４１件の貸付金の平成２３年度予算額（基

金及び外郭団体の予算を含む）は１４９７億円であり，同年度に貸付けた貸付金額は１

３５７億円であり，同年度末の貸付残高は６８８億円（元本）である。貸付残高６８８

億円のうちには延滞額３８億円（元本）が含まれており，これは貸付残高の５．５％で

ある。 

  また，第２部第２章第２の３「単年度償還制度について」で述べているが，単年度償

還制度による貸付・預託金による実質的貸付残高１３３５億円を加えると，福岡市の有

する貸付残高は２０２３億円ということになる。 

 (2) そもそも，自治体が実施する貸付金制度は，市民の生活支援や福祉増進のため，また

各種団体・企業の活動促進・産業振興等のためなど，特定の行政目的を達成するために

行われるものであり，公益上の必要性・有効性が存することを基礎とするものである。

交付した金員の返還を求めない渡しきりの補助金・助成金と異なり，貸付金は返還・回

収の約束を前提とした金員の交付である。 
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しかし，返還・回収を前提とした金員の交付・貸付けといえども，自治体の歳入・資

産は有限であるから，これを適正・公平・効率的に使用しなければならない。一定予算

を支出するのであるから，不必要な支出をすること，また回収作業を遅滞することは，

他の必要な支出を阻害することになるから，不適正・不公平・非効率的な貸付事務の執

行と言わざるを得ない。 

それゆえ，事務執行の合規性・適正性と併せて，制度そのものの存在意義やそのよう

な行政手法を採ることの有効性まで含めたところで，福岡市（外郭団体を含む）が実施

している貸付金制度について，横断的かつ実質的に検証することは，必要かつ有意義で

あると考えた。 

(3) また，前記のとおり，貸付金残高（元金）は６８８億円（前記のとおり，単年度償還

制度による貸付・預託金による実質的貸付残高を含めれば２０２３億円），そのうちの

延滞額（元金）は３８億円と極めて多額である。 

貸付金は福岡市の歳入を原資とするものであり，貸付金債権も福岡市の貴重な資産で

あるから，貸付金の回収は厳格に実施されなければならないが，それと同時に，行方不

明等により将来の回収が見込まれない貸付金については，然るべき時期に不納欠損処理

をして福岡市の資産から除外することが必要である。 

総務省の要請により平成２０年度決算から開始された新地方公会計制度の目的は，財

政の透明性を高めて，市民や議会に対する説明責任を適切に果たし，また財政運営に関

するマネジメント力を高めて，財政の効率化・適正化を図ることにある。その点からも，

回収見込みがない長期延滞債権を市の資産として計上し続けることは，財政の透明性を

損ない，説明責任の履行に疑問を抱かせるものであり，また，回収見込みがない債権を

長期にわたって管理継続することも財政の効率化・適正化を損なうことになる。したが

って，このような不良債権は，然るべき時期に不納欠損処理をして資産・管理から除外

することも必要である。 

さらに，６８８億円（あるいは２０２３億円）もの貸付金の内容及び管理状況は市民

にとって重要な関心事項であり，また，有意義・有益な貸付金制度については，これを

市民に広報して有効に利用してもらう必要がある。 

(4) そこで，貸付金制度の内容及び広報・利用状況や，貸付金についての債権管理や回収

事務等が，適正かつ効率的に，また，公平かつ公正に行われているか，さらに不納欠損

処理が適宜に行われているか，を横断的かつ実質的に検証することは必要かつ有意義で

あると考えた。 

 

対象事件として「福岡市（外郭団体を含む）の貸付金制度及び債権の管理に係る事務

の執行」を選定したのは，以上の理由からである。 
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５ 監査の方法 

  福岡市の貸付金については，過去の包括外部監査結果報告書や事業仕分け評価調書，

内部監査により，個別貸付金の評価がなされており，これは市のホームページで公開さ

れている。また，貸付金については全国各地の包括外部監査でも取上げられている。 

  加えて，福岡市においては，平成２０年度から私債権管理研修等が行われており，貸

付金の効率的管理に向けて取組みが行われていたので，その研修資料も提出頂いた。 

  監査人においては，前記公開されている資料及び研修資料等を参考に，「貸付金調査票」

を作成して，全貸付金の担当局担当課に対して「貸付金調査票」による照会と貸付金の

根拠となる要綱・マニュアル等の提出を依頼した。 

そして，これらを基に各貸付金（廃止された貸付金であっても延滞債権がある貸付金

は対象としている）の担当課からのヒアリング，個別照会，これに基づく要綱，借用証，

管理台帳等の資料調査を重ねて監査を実施した。 

 

６ 監査の対象年度 

  平成２３年度（平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日） 

  但し，必要があれば他の年度についても監査の対象とした。 

 

７ 監査の実施期間 

  平成２４年８月１６日から平成２５年２月２８日まで 

 

８ 利害関係 

  包括外部監査人及び補助者は，いずれも監査の対象事件について，地方自治法第２５

２条の２９が規定する利害関係はない。 

 

９ 指摘・意見について 

本報告書において「☞指摘」とした事項は，適法性・妥当性に問題があり，すみやか

な是正措置が必要であると考えるものである。また「☞意見」とした事項は，直ちに適

法性・妥当性に問題があり，すみやかな是正措置を採ることが必要であるとまでは考え

ないが，是正の検討をすることが「自治体の組織及び運営の合理化に資する」と考える

ものである。 

  本報告書全体における，「☞指摘」は３６件，「☞意見」は８０件であった。 

なお，「☞指摘」・「☞意見」として特記することまでは行っていないが，本文中にお

いて，問題提起をし，意見を提示したものもある。監査対象事件である貸付金制度及び

債権管理に係る執行事務の抱える問題点は，貸付金の種類・内容等は違っても共通する

ものが多い。それゆえ，監査人としては，「☞指摘」・「☞意見」の有無にかかわらず，
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本監査報告を参考にして，福岡市の貸付金制度・債権管理執行事務全体のさらなる適正

化に努めていただきたいと考えている。 
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第２部 総  論 

 

第１章 福岡市の貸付金の概要と取組み 

 

第１ 福岡市の貸付金の概要 

 

１ 貸付金の件数・金額及び概要 

(1) 監査の対象とした貸付金は，巻末参考資料「監査対象貸付金一覧表」記載の４１件（住

宅都市局所管の福岡市建物移転等資金融資を含む。）である。 

  福岡市のホームページに貸付金一覧表は掲載されていないので，福岡市からの外郭団

体を含む市の貸付金全部の提出を受けた。そして，貸付金原資が外郭団体自身あるいは

県等の資金だけであって，貸付金原資に市の支出金が含まれていないと考えられるもの

は除外した。 

しかし，現在は制度が廃止されて新規貸付が行われておらず，したがって予算計上さ

れていない貸付金であっても，貸付残高がある貸付金（地域改善対策奨学金等）につい

ては，債権の管理・回収業務に関して監査の必要があるので，監査対象の貸付金とした。

同様に，基金化されている貸付金（福岡市国民健康保険高額療養費貸付基金，福岡市介

護保険資金貸付）や平成２３年度の需要がないと思われるため予算計上がされていない

貸付金（福岡市災害援護臨時貸付金等）についても，貸付残高がある貸付金は監査対象

とした。これらは，巻末の「監査対象貸付金一覧表」に，予算の記載はゼロであるが，

年度末の貸金残高や延滞額には金額が記載されているものである。 

(2) 「監査対象貸付金一覧表」を要約した下表のとおり，監査対象とした貸付金は４１件

であり，平成２３年度予算額合計（基金を含む）は１４９７億円，同年度に貸付けた貸

付金額合計は１３５７億円であるところ，平成２３年度決算での貸付残高 1の合計額は

６８８億円であり，そのうち返済遅滞状況にある貸付金債権の延滞額（各論の概要表記

載の未収金額及び長期延滞債権額 2の合計額）は３８億円であった。なお，この延滞額

は，市の直接の貸付先の延滞額であるので，財団法人福岡市教育振興会貸付金などのよ

うに，市の直接の貸付先である財団が，市からの借入金を原資として奨学生に貸付ける

間接貸付の場合の財団の奨学生に対する貸付金の延滞額は含まれていない。因みに，同

                            
1 貸付金一覧表の「Ｈ２３年度末貸付残高」には，基金や単年度償還貸付金の年度末償還

金額は含まれていない。しかし，実体的には長期貸付金であり，貸付残高に含まれるべき

であると考えられるので，後記第３章３「単年度償還制度について」において意見を述べ

ている。  
2 「未収金」とは当年度末日現在で回収期限から１年未満の滞納債権であり，「長期延滞

債権」とは１年以上経過している滞納債権である。 
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貸付金においては，財団の市に対する延滞額はゼロであるが，財団の奨学生に対する貸

付金の延滞額は約６億５４３０万円である。 

延滞額３８億円の貸付残高に対する割合は５・５％であるが，金額的には大きな金額

である。また，未収金及び長期延滞債権の合計金額をもって，これが返済遅滞状況にあ

る貸付金のすべてとはいえないことに注意が必要である。それは，福岡市漁業協同組合

貸付金や財団法人福岡市教育振興会貸付金などのような単年度償還制度の貸付・預託金

があるからである。単年度償還制度とは，通常，年度末に一旦全額の償還を受けて，翌

年度に改めて貸付・預託を実施・繰返す制度である。年度末償還と翌年度貸付が繰返さ

れるため，貸借対照表にも当該貸付金残高は計上されないので，貸付・預託総額が不明

瞭になり，また償還・貸付が漫然と繰返されて償還・返済の実体が不透明になりかねず，

返済計画も忘れられてしまうおそれもある。 

 

＜所管局ごとの貸付金件数と貸付金残高及び延滞額の状況＞ 

（単位：千円） 

所管局 
貸 付 金

件数      
貸付残高（元本） 延滞額（元本） 

総務企画局 １ １，９０１ １４４ 

財政局 １ ０ ０ 

市民局 ４ １８，８３６ ６，９７９ 

こども未来局 ５ ７，１８９，９９９ ２，８２１，７５７ 

保健福祉局 ７ ２，１２４，４４６ ４１７，９２５ 

経済観光文化局 ４ １５０，４６５ ０ 

農林水産局 ７ ０ ０ 

住宅都市局 ５ ６８７，５３９ ２７７，８５３ 

道路下水道局 ３ ５７，１４０，００８ １３，６１３ 

水道局 １ ０ ０ 

交通局 １ ０ ０ 

教育委員会 ２ １，４９９，０９９ ２４６，７８５ 

合計 ４１ ６８，８１２，２９３ ３，７８５，０５６ 

 

(3) 渡しきりで交付金の返還を予定しない補助金と異なり，貸付金は償還・返済を前提と

しての金員の貸与である。 

しかし，返還・返済が予定されているとしても，その償還期間中は，市の資金（公金）

は，貸付先の資金として使用されることになる。その原資は市民からの税金を中心とす
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る公金であって，貸付を実施すると，市自身はこれを他の目的に使用することができな

くなる一方で，貸付先はこれを自己の資金として排他的に使用することができる便益を

享受することになる。したがって，貸付金の交付にあっては，「公益上の必要性」がな

ければならないことは当然である。 

また，償還期間中は，貸付先に対する「債権」として存在することになるが，この「債

権」も市の「財産」であって，いやしくも毀損することがないように適正に管理しなけ

ればならない。とくに，貸付を実施する段階では，公益上の必要性の観点から，貸付先

の種々の事情を考慮して，貸付内容や条件等を考慮することになるが，一旦公益上の必

要から貸付がなされた以上は，貸付先（債務者）に対し，貸付契約に基づく履行として

の返済・回収を均しく実現することが命題となる。 

ただ，残念ながら，貸付金は「債権」である以上，借受人の事情により，債権回収に

困難が生じたり，不納が生じたりすることも避けられない。恣意的な債権管理が許され

ないことは当然であるが，回収不能状態に至っている債権を漫然と継続管理することは，

コストの観点からも，また市の財政の透明化や市民への説明責任の観点からも問題があ

る。回収不能に至った債権については，法令に従った手続・処理を通じてその実態と原

因を明らかにした上で，適時・適正に不納欠損処分をすることも同じく重要である。 

(4) 以上のような観点から，本報告書においては，市民・議会への広報の意味を込めて，

個別貸付金の概要・実態について説明をしたうえで，その課題等を指摘した。 

 

２ 貸付金概要表の読み方 

  各論の各貸付金の冒頭に概要表を掲げているが，その読み方は次のとおりである。 

なお，概要表の金額は，元金額のみの記載であり，利息・遅延損害金は含めていない。 

「担当部・課」は，当該貸付金の所管課のことであるが，外郭団体等の貸付金につい

ては「外郭団体（市所管）」として，最初に外郭団体等の名称を記載し，（ ）内にその

所管課を記載した。なお，更生資金貸付金は，市民局人権部地域施策課において償還事

務が執行されているが，これは解散した福岡市同和自立促進協議会の清算事務として行

われているので，「監査対象貸付金一覧表」では外郭団体等の貸付金として▲印をつけ

ているが，「概要表」の「担当部・課」においては「人権部地域施策課」と記載してい

る。 

  「貸付先」は借受人のことである。しかし，市からの直接の借受人が，これを原資と

して資金を必要とする者に貸付ける貸付金もある。このような間接的な貸付の場合，生

活保護世帯一時貸付金のように，市から直接の貸付先への貸付金概要表に続けて直接の

貸付先から資金需要者（最終借主）への貸付金概要表を記載しているときには，先頭の

概要表の「貸付先」は直接の貸付先である「福岡市社会福祉協議会」を記載し，後記の

概要表の「貸付先」に最終借主である「要保護者，支援給付受給者，低所得者」を記載
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している。しかし，福岡市農林業金融資金のように，直接の貸付先から最終借主への貸

付金概要表の記載をしないときには，「貸付先：福岡市農業協同組合，福岡市東部農業

協同組合（最終借主：本市内の農林業者）」として，（ ）内に最終借主を記載している。 

  「当年度貸付実績」は，当年度における貸付の金額・件数を記載して，当該貸付金の

市民の利用状況が分かるようにした。もっとも，前記のような社会福祉協議会を介して

の間接貸付の場合には，市から協議会への貸付件数は「１」となるので，最終的な利用

状況・貸付件数は，その後に続く協議会から最終借主への貸付金概要表または本文を見

て分かることになる。 

  「回収すべき金額（当年度分）（Ａ）」は，貸付金未償還額のうち当年度に返済期限が

到来した貸付金額であり，「回収済み金額（当年度分）（Ｂ）」は，（Ａ）について，当年

度に弁済を受けて回収した金額である。 

  「回収すべき金額（過年度分）（Ｃ）」は，当年度以前に返済期限が到来していた貸付

金額であり，「回収済み金額（過年度分）（Ｄ）」は，（Ｃ）について，当年度に弁済を受

けて回収した金額である。 

  「貸付残高総額（Ｚ）」は，当該貸付金の年度末の貸付金残高総額である。その内容は，

「回収すべき金額（当・過年度分）（Ａ＋Ｃ）」から「回収済み金額（当・過年度分）（Ｂ

＋Ｄ）」及び不納欠損額，免除額を控除した残額に，期限未到来債権額（次年度以降に

返済期限が到来する貸付金の金額）を加えたものである。したがって，期限未到来債権

額は貸付残高総額から後述の「未収金額（Ｘ）」及び「長期延滞債権額（Ｙ）」を控除し

た残額となる。 

  「未収金額（Ｘ）」は，「回収すべき金額（当年度分）（Ａ）」から「回収済み金額（当

年度分）（Ｂ）」を控除した残額であり，「長期延滞債権額（Ｙ）」は「回収すべき金額（過

年度分）（Ｃ）」から「回収済み金額（過年度分）（Ｄ）」を控除した残額である。この（Ｘ）

と（Ｙ）の合計額が延滞債権額である。 

そして，「延滞債権率」は，「貸付残高総額（Ｚ）」に占める「延滞債権額（Ｘ＋Ｙ）」

の割合（＝（Ｘ＋Ｙ）÷Ｚ）であるから，貸付残高総額に占める延滞債権の割合を示す

ものである。 

「回収率」は，期限到来債権（＝Ａ＋Ｃ）に占める回収済金額（＝Ｂ＋Ｄ）の割合（＝

（Ｂ＋Ｄ）÷（Ａ＋Ｃ））であるから，回収すべき債権（期限到来債権）についての回

収の程度を示すものである。 

  「不納欠損額・件数」は，借受人の消滅時効援用や法人破産による債権の消滅及び議

会の議決による債権の放棄に基づく不納欠損処理をした債権額と件数であり，「免除

額・件数」は，地方自治法施行令，市長の専決処分事項に関する条例及び個別貸付金条
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例等に基づく債務免除による免除額と件数である 3。しかし，不納欠損額・件数につい

ては，概要表の金額・件数は所管課の回答をそのまま転記しているので，果たして，前

記の根拠と手続を経ての不納欠損額・件数か疑問があるものもある。根拠・手続の欠陥

が顕著な貸付金については，各論で指摘している。 

  なお，外郭団体の不納欠損処理額については，外郭団体が債権放棄をするには議会の

議決を必要としないことから，行方不明者に対する債権のように，債権としては消滅し

ていないが，回収見込みがないために外郭団体の事務処理として回収業務停止の趣旨で

の不納欠損処理をしたものも含まれている。 

 

３ 貸付金の所管局と福岡市の取組み 

貸付金も公共団体である市が公金を貸与するのであるから，貸付の目的は，「営利」

ではなく，市の施策に基づく福祉や防災，産業振興等の「公益」を目的とするものであ

る。 

前表のとおり，４１件の貸付金が教育委員会を含めた１１局において所管されている

ように，各貸付金の目的や貸付先も種々様々である。そのため，福岡市では，貸付の実

施や債権管理については，当該施策を担当する所管課において，所管局課の基準・判断

で，担当実施されている。しかし，貸付金の目的や貸付先には個性が顕著であっても，

要綱・借用証等の記載事項等についての貸付実施事務のあり方や債権の管理・回収，不

納欠損処分等の方法については，共通の課題があるはずである。 

福岡市においては，平成１９年度に，事務改善に関する職員提案制度で提案された財

政局が主導する全庁横断的な取り組みとしての「施設使用料の公私債権を対象とした滞

納金回収・指導研修体制の確立について」を受けて，財政局に公私債権連携担当の主査

が時限的に設置され，平成２０年度から２２年度まで，財政局特別滞納整理課において

国民健康保険料，保育料，母子寡婦福祉貸付金の高額案件等を引継・徴収するとともに，

私債権管理基礎研修会の継続実施や徴収手続に関する相談による全庁的な債権管理の

試行的な取組みを実施されている。また，平成２０年度に，総務企画局総務部において

実施された政策法務研修の報告書には「福岡市債権管理条例の制定について」の提言も

なされている。 

研修会等は大変充実した内容である。しかし，貸付金の管理については，未だ，債権

管理条例さえも制定されておらず，総じて所管局課任せで，全庁横断的な取り組みには

至っていないとの感想をもったので，各論においてその結果を詳述する。 

     

                            
3 不納欠損処理や債権放棄・債務免除に係る法令や問題点は，「貸付金に関する法令」及

び「不納欠損処理について」に記載している。 
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第２ 監査対象とした貸付金 

 

監査の対象とした貸付金は，前記のとおり，巻末資料「監査対象貸付金一覧表」記載

の貸付金４１件であるが，貸付金原資に市の支出金が含まれている貸付金は，対象貸付

金４１件で全部網羅したつもりである。 

なお，地方公共団体の債権は「公債権」と「私債権」に分類されるところ，本監査の

対象とした貸付金は契約に基づいて発生する私債権であるから，公債権と異なり滞納処

分による強制徴収ができない債権である 4。 

 

第２章 監査の視点と全体的意見 

 

第１ 貸付金の意義 

 
１ 貸付金の意義 
(1) 地方自治法第２３７条第２項は，「普通地方公共団体の財産は，条例又は議会の議決に

よる場合でなければ，これを貸し付けてはならない。」と規定している。 
貸付金は，貸付を実施した後回収するまでの償還期間中は，借受人の手許で利用され

ており，回収・管理すべき「債権」として存在する。「債権」もまた回収期限に回収を

予定した地方公共団体の「財産」であるから（同法第２３７条第１項），徒に毀損・減

少させてならず，「常に良好な状態においてこれを管理」しなければならない（地方財

政法第８条）。 
そして，地方自治法第２条が定めているように，地方公共団体の事務は住民の福祉増

進のために効率的・合理的に処理されなければならないし（同条第１４，１５項），そ

の事務はすべて法令に基づいて処理されなければならないから（同条第２，１６，１７

項），貸付及び債権管理の事務も，同じく，住民の福祉増進のために，法令に基づいて，

効率的・合理的に処理される必要がある。 
(2) 貸付金は，渡しきりで交付金の返還を予定しない補助金と異なり，返還・返済を前提

とした金員の交付である。しかし，返還・返済を前提とするからといって，自由・無制

約に貸し付けることが容認されるものではない。 
貸付金の原資は市民からの税金を中心とする公金であって，貸付を実施すると，市自

身はこれを他の目的に使用することができなくなる一方で，貸付先はこれを自己の資金

                            
4 公債権は公法上の原因に基づいて発生する債権であるが，地方税や分担金，加入金，過

料（地方自治法第２２３条，第２３１条の３第３項）のように滞納処分に強制徴収ができ

る強制徴収公債権と，強制徴収ができない使用料や手数料（同法第２２５条，第２２７条）

などの非強制徴収公債権に分類される。 
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として排他的に使用することができる便益を享受することになる。したがって，貸付金

についても，補助金の交付と同様に，貸付金の交付・使途には，「公益上の必要性」が

なければならない。 
補助金と貸付金との間では「公益上の必要性」が必要であることは共通するが，貸付

金の場合には，補助金と比較して，貸付金利用による貸付先（借受人）自身が享受する

個別的利益が大きく，交付金の返還・返済を求めたとしても公益上の必要性の基礎をな

す政策目的の実現を図ることが可能であるとの判断から，交付金の返還・返済を求める

ことになると考える。すなわち，政策実現手法として，「地方自治体は，その事務を処

理するに当っては，住民の福祉の増進に努めるとともに，最少の経費で最大の効果を挙

げるようにしなければならない」という地方自治法第２条第１４項の掲げる「効率性」

の趣旨を反映したものである。 
しかし，実現を図る公益性の程度や借受人の利益享受・経済状況等は各貸付金におい

て種々様々であるから，貸付条件である利息の有無や償還期限，人的・物的担保等の提

供・保全の必要性も，公益性の程度や貸付金額，借受人の利益享受・経済状況等を考慮

して各貸付金ごとに決めることになる。 
 (3) 貸付金が返還・返済を前提としての金員の交付である以上，貸付金の返還・返済すな

わち回収を図ることが必要である。そのための「債権管理」である。 
貸付を実施した所管課においては，約束の償還期限に返済が実行されるよう管理し，

遅滞の場合は催告・督促をして返済を促し，最終的には訴訟手続による強制的回収をす

ることが必要な場合もある。回収すべき債権の回収を図ることは，貸付金が公金の貸与

である以上当然であり，借受人のモラルの維持・向上及び返済約束を遵守・履行してい

る借受人との公平性を確保するためにも重要である。それゆえ，なすべき債権管理・回

収を怠ることは，借受人のモラルや公平性を損なうことになるから，債権管理は，法令

にしたがって，厳格・適正に実施することが必要である。 
(4) しかし，貸付金は必ず回収できるものではなく，借受人の事情によって回収が実現で

きない結果になることも不可避である。回収が実現不能となった場合には，「不納欠損

処理」をして市の資産から除外することが必要である。 
  不納欠損処理に関する規定は，消滅時効の援用（民法第１４５条），議会の議決に基づ

く権利放棄（地方自治法第９６条第１項第１０号）及び履行延期特約をして１０年経過

後の免除（地方自治法施行令第１７１条の７）に限られている。しかし，既述のとおり，

財政の透明性を高め，市民や議会に対する説明責任を果たすためには，回収不能債権を

徒に資産として計上し続けるべきでなく，然るべき時期に適切に不納欠損処理をして，

資産・管理対象から除外することが必要である。 
 
２ 貸付金に関する法令 
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(1) 貸付金の根拠法令 
貸付金は契約に基づいて発生するものであるが，貸与するのが公金である以上，法令

に限らず，当該貸付金制度の目的や使途，貸付先，償還方法等を定めた何らかの根拠規

定が必要である。 
各貸付金の概要表に記載しているように，根拠は貸付金によって様々である。 
「母子・寡婦福祉資金貸付金」や「災害援護資金」などのように，法律（母子及び寡

婦福祉法，災害弔慰金の支給等に関する法律）に基づく貸付金もあるが，これは少数で

あり，多くの貸付金は，「福岡市国民健康保険高額療養費貸付金」のように条例や，「福

岡市家庭的保育事業敷金貸付金」のように要綱に根拠を有している市の施策に基づく貸

付金である。 
しかし，「民間保育所施設整備資金貸付金」や「福岡県漁業信用基金協会貸付金」な

どのように，制度の根拠となるべき条例のみならず，要綱すらもない貸付金も散見され

た。根拠規定は，貸付事務執行の基準のみならず，当該貸付金制度の公益性，必要性，

合理性等を見直して継続の可否を検討する基準にもなるものである。 
  したがって，監査にあたっては，先ずは，条例や要綱等の根拠規定の有無を確認し，

次には，現行の根拠規定自体の目的適合性や有効性等と根拠規定に基づく貸付審査・実

施の適切性・公平性等を検討することになる。 
(2) 債権管理に関する法令 

貸付金自体に関する根拠法令は少ないが，債権管理については，地方自治法や同施行

令に定められており，これを受けて条例や規則が定められている。貸付金債権は公債権

ではなく私債権に分類されるが 5，私債権も公の財産であるから（地方自治法第２３７

条第１項，第２４０条），私債権の債権管理は法令にしたがって執行されなければなら

ない。 
以下に主な法律，条令，規則の概要を記述する。 

ア 地方自治法及び地方自治法施行令 
  地方自治法第２４０条第２項は「地方公共団体の長は，債権について，政令の定める

ところにより，その督促，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ら

なければならない。」として詳細を地方自治法施行令に委ね，同施行令は債権管理に関

する地方公共団体の長の義務を以下のとおり規定している。なお，条文の文章は，趣旨

                            
5 地方公共団体の債権は，法令（賦課決定）に基づいて発生する地方税などの公債権と，

契約に基づいて発生する貸付金などの私債権に分類される。公債権と私債権の大きな差異

は，消滅時効（期間，援用，中断理由等）について地方自治法，民法いずれの適用を受け

るか，強制徴収について滞納処分によるか判決（債務名義）を必要とするか，などである。

しかし，使用料，手数料などは公債権ではあるが，個別法律の規定がなければ強制徴収力

がないので，公債権も強制徴収公債権と非強制徴収公債権に分類されている。 
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を要約するなどしているので原文と違う条文もある。 
 

地方自治法施行令 
第１７１条（督促） 

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。 
第１７１条の２（強制執行等） 
    債権について，前条の規定による催促をした後相当の期間を経過してもな

お履行されないときは，次の各号の措置をとらなければならない。ただし，

徴収停止や履行延期の特約をする場合その他特別の事情があると認めると

きは，この限りではない。 
    １号：担保の付されている債権については，その担保を処分し，若しくは

競売その他の担保権の実行手続をとり又は保証人に対して履行を請求

すること。 
    ２号：債務名義 6のある債権については，強制執行の手続をとること。 
    ３号：前２号に該当しない債権については，訴訟手続により履行を請求す

ること 7。 
第１７１条の３（履行期限の繰上げ） 

履行期限を繰り上げることができる理由（期限の利益喪失約款に基づくも

の等）が生じたときは，遅滞なく，債務者に履行期限を繰り上げる旨の通知

をしなければならない。 
第１７１条の４（債権の申出等） 

１項：債務者が強制執行又は破産決定等を受けたことを知ったときは，直ちに，

配当要求その他債権申出の措置をとらなければならない。 
２項：債権保全の必要があると認めるときは，保証人の保証を含む担保の提供

を求め，又は仮差押え・仮処分の手続等の必要な措置を取らなければならな

い。 
第１７１条の５（徴収停止） 

履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものに

                            
6 債務名義とは，強制執行を行うために必要な債務者の債務を公証するものであり，確定

判決，仮執行宣言付判決・仮執行宣言付支払督促，和解調書，調停調書，執行受諾文言付

公正証書等の強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在，範囲，債権者，

債務者を表示した公文書である（民事執行法第２２条）。 
7 訴訟手続による履行の請求とは，訴えの提起（民事訴訟法第１３３条），支払督促の申

立（同３８３条），訴え提起前の和解（同２７５条），調停の申立（民事調停法第２条）

等である。 
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ついて，次の各号の一に該当し，履行させることが著しく困難又は不適当で

あると認めるときは，以後その保全及び取立てをしないことができる。 
１号：法人である債務者が事業を休止し再開の見込みが全くなく，かつ差

押可能な財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。 
２号：債務者の所在が不明で，かつ差押可能な財産の価額が強制執行の費

用を超えないと認められるとき。 
    ３号：債権金額が少額で，取立費用に満たないと認められるとき。 
第１７１条の６（履行延期の特約等） 

１項：次の各号の一に該当する場合は，その履行期限を延長する特約をするこ

とができる。債権の金額を分割して履行期限を定めることもできる。 
    １号：債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。 

２号：債務の一括履行が困難で，かつ資産状況から履行期限を延長するこ

とが徴収上有利とであると認められるとき。 
３号：災害，盗難等の事故により，一括履行が困難のため履行期限を延長

することがやむを得ないと認められるとき。 
４，５号：不法行為・不当利得債権，第三者に貸付ける貸付金のため省略 

２項：履行期限後も前項の延期特約をすることができるが，既に発生した履行

遅滞に係る損害賠償金等は徴収すべきものとする。 
第１７１条の７（免除） 

１項：延期特約後に当初の履行期限（期限後の特約のときは特約した日）から

１０年経過後，債務者が無資力又はこれに近い状態で，かつ弁済することが

できる見込みがないと認められるときは，当該債権及びこれに係る損害賠償

金等を免除することができる。 
２項：第三者に貸付ける貸付金のため省略 
３項：前二項の免除については，議会の議決は要しない 8。 

 
イ 地方自治法及び同施行令を受けて，福岡市の債権管理等に関する条例・規則は次のよ

うに定めている。 
市長の専決処分事項に関する条例 
  地方自治法第１８０条第１項の規定により，次に掲げる事項は，市長において

専決処分することができる 9。 

                            
8 議会の議決を不要とする本規定は，権利放棄に議会議決を必要とする地方自治法第９６

条第１項第１０号の例外規定である。 
9 本条例は，地方自治法第１８０条第１項に基づく，訴えの提起，和解，あっせん，調停

及び仲裁を議会の議決事項とした同法第９６条第１項第１２号の例外規定である。 
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  １号：訴訟物の価額が５０万円以下の訴えの提起（第３号の訴えの提起を除く）

に関すること。 
 ２号：目的物の価額が１件２０万円以下の事件についてする和解及び調停（次

号の和解及び調停を除く）に関すること。 
  ３号：市営住宅の管理上必要な訴えの提起，和解及び調停に関すること。 
 ４，５号：市に法的支払義務がある債務，土地区画整理の施行に伴う市道の路

線認定等についての規定のため省略 
＜参考：地方自治法第１８０条＞ 
  １項：議会の権限に属する軽易な事項で，その議決により特に指定したものは，

長において専決処分することができる。 
  ２項：専決処分したときは，これを議会に報告しなければならない。 

 
福岡市税外収入金の督促及び延滞金条例 
第１条（趣旨）：本条例は，分担金，使用料，加入金，手数料及び過料その他の福

岡市の歳入を納期限までに納付しない場合において，地方自治法第２３１条の

３の規定に基づいて行う督促及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定める 10。 
第２条（督促） 
 １項：納期限までに完納しない場合は，納期限後２０日以内に督促状を発しなけ

ればならない。 
 ２項：前項の督促状に指定すべき期限は，その発布の日から１０日以内とする。 
第４条（延滞金）：税外収入金の額について年１４．６％（納期限の翌日から１月

を経過するまでの期間は年７．３％）の割合による延滞金（１０円未満の端数

は切捨て）を徴収する。 
第５条（延滞金の減免）：納期限までに納付しなかったことについて止むを得ない

事由があると認めたときは，延滞金を減免することができる。 
第６条（延滞金の徴収）：延滞金は，滞納金と同時に徴収する。 

 
福岡市会計規則 
第１５条（収入及び支出の整理） 
１項：会計管理者は，収支金の日額を収支金日計表及び現金出納表により，収入・

支出金の月額を歳入・歳出簿により整理しなければならない。 
２項：歳入徴収者は，収入金を収納したときは，歳入経理簿により整理し，これ

                            
10 本条例は，地方自治法第２３１条の３は公債権に関する規定であるから，私債権である

貸付金には適用されない。 
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を年度別及び月順に整理保管しなければならない。納入義務者別に収入金の整

理ができないときは，その内訳を別帳簿により明らかにしなければならない。 
３項：支出担当者は，支出金を歳出経理簿により整理し，これを年度別及び月順

に整理保管しなければならない。 
第１７条（歳入の調定） 

歳入徴収者は，調定をしたときは，調定書を作成し，歳入経理簿により整理

しなければならない。納入義務者別に調定書の作成ができないときは，その内

訳を別帳簿により明らかにしなければならない。 
第３０条（欠損処分） 

歳入徴収者は，歳入未納金を欠損処分したときは，不納欠損金処分書を作成

しなければならない。納入義務者別に不納欠損金処分書の作成ができないとき

は，その内訳を別帳簿により明らかにしなければならない。 
第８８条（収入支出の実績表等） 

会計管理者は，毎月末日現在の各会計別の収入・支出の実績表を作成して市

長に提出しなければならない。 
第８９条（収支金日計表，現金出納表及び証拠書類の整理） 
 １項：会計管理者は，収支金日計表及び現金出納表を年度別及び日付順に，支払

通知書，支払通知書兼データ送付書・集計表を年度別に整理保管しなければな

らない。 
 ２項：歳入徴収者は，会計管理者から送付された収入証拠書を年度別に区分し，

予算科目の順序に従い，月別に整理保管しなければならない。 
 ３項：支出担当者は，支出命令書等の支出証拠書を年度別に整理保管しなければ

ならない。 
第１３５条（債権） 
 １項：地方自治法第２４０条第１項の債権を管理する課の長は，毎年９月３０日

現在及び３月３１日現在において，当該期間中の債権の増減額を，債権現在額

報告書にその内容を示す契約書等の写しを添えて翌月末日までに会計管理者

に提出しなければならない。 
 ２項：会計管理者は，前項の債権現在報告書に基づき債権記録管理簿を設けて記

録し，その増減を明らかにしなければならない。 

 
３ 貸付事務，債権管理，不納欠損処理事務の執行の検証・検討 
  対象事件とした「貸付金制度及び債権の管理に係る事務の執行について」の監査につ

いては，前記のとおり，「貸付金制度の意義」「貸付事務」「債権管理・回収」「不納欠損

処理」等の視点から，個別貸付金に係る事務の執行を検証・検討することにした。 
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第２ 監査の視点と全体的意見 

  
１ 貸付金制度の根拠法令等 
 前記のとおり，殆どの貸付金は，法令，条例，要綱等の根拠規定を有している。 
しかし，「福岡市漁業協同組合貸付金」や「九州労働金庫貸付金」，「生活保護世帯等

一時貸付金」，「財団法人福岡市教育振興会貸付金」など，根拠となる法令もないのに，

要綱も作成されていない貸付金が散見された。貸付金額は，順に，１０億円，３億円，

２９００万円，５２億円と多額であるのに，根拠となるのは，予算審議と借用書（協定

書）だけである。しかも，単年度償還 11で，年度末の償還額が歳入として予定されてい

ることもあって，予算審議も緩やかになる懸念があり，借用書や協定書にも返済期限を

年度末とする規定のみであるので，長期間，返済計画もないままに継続し，また，要綱

がないために，貸付金の使途・目的及び終期等も曖昧になることが危惧される。今後も

継続して貸付けが予定されるのであれば，要綱を作成して使途・目的・終期等を明確に

すべきである。 
詳細は各論で述べるが，福岡市漁業協同組合貸付金制度は，市内１２漁協が合併した

のを機に平成５年から開始されたが，その使途・目的は漁業協同組合の人件費を含む広

範なものであり，貸付金額は１０億円のまま減少することなく継続している。九州労働

金庫貸付金制度は，さらに古く昭和２７年度から開始され，昭和６３年度からは毎年度

３億円が貸付けられているが，九州労働金庫の預貸率（預金残高に対する貸付残高の比

率）等を鑑みると，果たして，現在も継続する必要があるのか疑問である。 
  貸付金制度は公益性，必要性，効率性等が認められる必要があるから，貸付を開始す

るについては，それを検討することが必要である。貸付金制度の開始に先立って要綱を

作成することは，まさに，その公益性，必要性及び貸付条件や制度の終期等を検討して，

これを書面化する機会であり，また，貸付開始後に貸付の継続の可否を検討する基準に

もなるのである。 
  したがって，地方独立行政法人福岡市立病院機構に貸付ける「福岡市立病院機構施設・

設備整備貸付資金」や財団法人福岡市施設整備公社に貸付ける「福岡市施設整備公社貸

付金」のように，貸付先が市の設立団体等であって，貸付の趣旨・目的や貸付の基準等

も明確である場合を除き，貸付を一定期間継続する制度として開始するにあたっては，

原則として，要綱を作成することが必要である。 
  なお，「民間保育所施設整備資金貸付原資貸付金」は，要綱はないが，「社会福祉法人

の助成に関する条例」に基づく貸付金とのことであった。しかし，本貸付金は，社会福

                            
11 単年度償還とは，年度末に償還（返済）を受けて，翌年度に再び預託・貸付を行うもの

であるが，後述のように問題を指摘している。 
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祉法人福岡市社会福祉協議会が民間保育所に貸付ける施設修理，改造，土地購入資金等

の原資を，市が同協議会に貸付けるものであるところ，同条例は，社会福祉法第５８条

第１項の規定に基づき市が社会福祉法人に対する助成を行う場合の手続について定め

るに止まるから，やはり，貸付の目的・使途・返済方法等を明確にするために，要綱を

作成することが必要である。 
  また，詳細は各論で述べるが，福岡市水産業金融資金などのように，要綱はあるもの

の，これを受けた細則との間に，齟齬とみられる部分がある貸付金もあったので，条例，

要綱及び細則等の見直しも要検討である。 
 

☞指摘１ 

★ 貸付金制度を開始するためには，その公益性，必要性及び償還期限（制度の

終期）等の根拠となる要綱を作成すべきであり，現行の要綱を欠く貸付金につ

いては，今後も貸付金制度の継続が予想されるのであれば，早急に，要綱を作

成することが必要である。 

 
☞意見１ 

☆ 制定されている貸付金制度の根拠条例，要綱，細則等についても，その規定内

容及び規定相互間の齟齬の有無について，整理・検討が必要である。 
 
２ 必要性及び利用度等の検討 

上記のとおり，「九州労働金庫貸付金」はその必要性の視点から貸付継続に疑問を呈

したが，「福岡市水産業金融資金」については予算額と貸付実績の乖離が問題である。

同貸付金は，水産業者・漁業従事者に対して，必要な設備資金や運転資金等を低利で融

資して，水産業振興及び水産業関係者の経営の改善・安定を図るものであるから，その

公益性，必要性は認められる。しかし，近年は，その予算額は２３億円超であるのに，

貸付実績は６億円に止まり，予算額の４分の１程度である。 
  また，「福岡市消費者訴訟貸付金」は，福岡市消費生活条例第３０条に基づき，事業者

の事業活動により被害を受けた消費者を救済・援助するために訴訟資金を貸与するもの

であるところ，その予算額は５０万円と僅少であるが，平成１７年度の制度発足以来現

在まで，利用者はなく貸付実績はゼロである。 

  「福岡市水産業金融資金」については，実績等に照らして過大な予算を計上すること

は，予算制度の趣旨からして疑問があるから，過去の実績及び今後の必要性等を検討し

て合理的な範囲での予算額にするべきである。また，先に述べた「福岡市漁業協同組合

貸付金」については，漁業協同組合の事業収支は赤字が生じているが，賃料等の事業外

収入を含めた経常収支では相当の黒字を計上しているのであるから，果たして，組合の
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人件費等の管理費まで含めて１０億円を継続して貸し付ける必要があるのか，その必要

性についての再検討をするべきである。 

  「福岡市消費者訴訟貸付金」は平成１７年度の制度開始以来現在まで，１件の貸付実

績もない。また「民間保育所施設整備資金貸付金原資貸付金」は直近４年間の貸付実績

は１件のみである。両貸付金の制度自体の趣旨・必要性は認められるが，前者について

は法テラス等による訴訟扶助制度があり，また，後者については独立行政法人福祉医療

機構が行う福祉貸付制度が充実している現在，果たして，本貸付制度に必要性が認めら

れるかを再検討するべきである。そして，必要性が認められるのであれば，利用実績の

向上を図るべく，実績不振の原因を究明して，貸付の要件等の改善をすることが必要で

ある。 

他方，「福岡市宅地防災工事資金融資制度」は，宅地造成に伴う崖崩れや土砂流出に

よる災害を防止するために擁壁や排水施設等の施設について市長の防災指導を受けた

者に対し，防災工事に必要な資金の融資を行うものであって，宅地所有者だけでなく，

その周辺で生活する住民の安全を守るためにも必要・有益な制度である。しかし，本貸

付金は平成１１年度以降の利用実績がない。果たして，宅地の擁壁や排水施設等がすべ

て法令基準に適合しているかは疑問もあるので，防災指導や広報を強化するなどして，

利用頻度を高める工夫も必要と思われる。同様に，「留学生資金貸付金」制度も，福岡

都市圏で学ぶ留学生に対する学費や医療費等の資金を貸付けるものであるところ，近年

５年の貸付実績は平均１３件，２４０万円程度にとどまっている。国の制度はなく，全

国的にも希少な制度ということや，福岡都市圏の留学生数を考慮すると，利用数が少な

く，もっと利用されて然るべきとも思われる。 

  各貸付金の利用実績は，概要表に予算額と貸付実績を記載して表示しており，問題が

ある貸付金については各論で意見を述べている。 

 

３ 単年度償還制度について 

(1) 単年度償還制度とは，年度中に交付した預託金あるいは貸付金の償還（返済）を当該

年度末に受けるが，翌年度に，再び，預託（貸付）を行うものである。この場合，当該

年度末に償還（返済）資金を外部の金融機関から借入れて調達し，また，翌年度初めに

市からの預託・貸付を受けて同金融機関に調達資金の返済を行うことがある態様から，

この年度代りの借入金は「オーバーナイト借入金」とも呼ばれている。 

  福岡市における単年度償還制度の貸付・預託金（以下「単年度貸付金」という。）は次

のとおりである。 

 

＜単年度償還制度貸付・預託金の年度別貸付・償還金表＞ 

（注）生活保護世帯等一時貸付金については，貸付金額と償還金額が一致していない
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ので，貸付金額を記載している。これは，貸付先である福岡市社会福祉協議会が

市との履行延期特約に基づき，Ｈ２１年度は２，５１０千円，Ｈ２２年度は７７

５千円，Ｈ２３年度は６９７千円の償還を延期しているためである。 

       （単位：千円） 

 

貸 付 金 名 

Ｈ21年度 

貸付金額 

償還金額 

Ｈ22年度 

貸付金額 

償還金額 

Ｈ23年度 

貸付金額 

償還金額 

開始 

年度 

１ 
福岡市施設整備公社 

貸付金 
197,011 48,554 48,972 Ｈ12 

２ 
集会施設用地購入資金

融資（預託金） 
9,091 7,939 6,686 Ｈ14 

３ 
福岡市私立幼稚園 

振興資金貸付金 
738,764 630,835 443,335 Ｓ49 

４ 
民間保育所施設整備資

金貸付原資貸付金 
7,000 12,542 14,000 Ｓ45 

５ 
福岡市障がい者高齢者

住宅整備資金貸付 
17,000 13,500 2,100 Ｓ48 

６ 
生活保護世帯等 

一時貸付金 
39,000 29,000 29,000 Ｓ47 

７ 
福岡市商工金融資金 

制度 
98,593,000 113,018,000 117,040,000 Ｓ24 

８ 九州労働金庫貸付金 300,000 300,000 300,000 Ｓ27 

９ 福岡市農林業金融資金 307,688 241,776 175,223 Ｓ25 

10 
福岡市漁業協同組合 

貸付金 
1,000,000 1,000,000 1,000,000 Ｈ5 

11 
福岡市漁業信用基金協

会貸付金 
129,000 129,000 96,000 Ｓ46 

12 福岡市水産業金融資金 1,490,464 917,625 600,385 Ｓ49 

13 

福岡市農業及び漁業 

集落水洗便所改造資金

融資 

389 75 0 Ｓ60 

14 住宅建設資金融資金 103,000 31,600 20,300 Ｓ48 

15 
福岡市宅地防災工事 

資金融資制度 
0 0 0 Ｓ47 
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16 
福岡市建物移転等資金

融資 
26,000 18,100 12,400 Ｓ49 

17 
福岡市水道局給水工事

資金融資制度 
0 280 375 Ｓ55 

18 高速鉄道事業貸付金 8,500,000 8,500,000 8,500,000 Ｈ5 

19 
財団法人福岡市教育振

興会貸付金 
4,447,237 4,872,891 5,222,092 Ｓ59 

 合計 115,904,644 129,771,717 133,510,868  

 

  上表のとおり，監査対象貸付金４１件の約半分の１９件が単年度貸付金であり，平成

２３年度における単年度貸付金の貸付・預託金額（年度末償還金金額）は１３３５億円

もの金額である。 

「監査対象貸付金一覧表」のとおり，監査対象貸付金４１件の平成２３年度の貸付金

額は１３５７億円であり，貸付残高は６８８億円である。ところが，貸付金額１３５７

億円のうち１３３５億円は単年度貸付金であり，実に貸付金額のうち９８．４％が単年

度貸付金である。また，監査対象貸付金４１件の貸付残高は６８８億円であるが，この

なかには単年度貸付金の貸付残高は含まれていないのである。しかし，上表から明らか

なとおり，年度末に当年度貸付金額と同額の償還を受けても，翌年度には償還額以上の

金額が改めて貸付・預託されているのである。平成２３年度末の償還金額は１３３５億

円であるが，翌年度にはこれとほぼ同額の貸付・預託金が支出されるのであり，これは

実質的には貸付残高の繰延べといえるから，監査対象４１件の貸付金の実質の貸付残高

は，「監査対象貸付金一覧表」の貸付残高６８８億円に上表の単年度貸付金の年度末の

償還額１３３５億円を加えた金額２０２３億円ということになる。 

そうすると，本来の貸付残高２０２３億円のうち，実に６６．０％に当る単年度貸付

金の実質的貸付残高が計上されずに，隠されていることになり，そのため，年度末３月

３１日現在で作成される福岡市の貸借対照表にも，単年度貸付金の実質的貸付残高１３

３５億円は計上されないので，市の財務の透明性，信頼性，説明責任を低下させ損なう

ことになりかねないことになる。 

また，財務の透明性等だけではなく，貸付先によっては年度末の償還が危うくなる事

態が生じる場合もあり得るので，そのときには，市の財政収支に大きな影響を及ぼすお

それもあるのである。 

 

(2) 地方自治法第２３７条第２項が「普通地方公共団体の財産は，条例又は議会の議決に

よる場合でなければ，これを貸し付けてはならない。」と規定しているように，公金の

貸付については，条例や予算による議会の承認・チェックが必要である。しかし，単年

－ 21 －



度償還制度においては，貸付・預託金額が歳出予算として計上されているが，同時に，

歳入予算においても貸付・預託金額と等しい金額が年度末までの償還予定の歳入として

計上されているため，貸付・預託金額（歳出予算）が償還予定額（歳入予算額）を超え

ない限り，議会での審議も緩やかになり，そのため，毎年度，同額の貸付・預託が繰り

返し継続されて，返済・償還がなされない貸付金が発生・継続するのではないかと懸念

される。 

  また，実質は貸付・預託が継続しているにも拘らず，年度末に返済・償還されるため

に，年度末現在の貸借対照表には債権残高として計上されず，貸借対照表の透明性，市

の説明義務履行を損なうおそれがある。それに止まらず，単年度償還を安易に継続する

と，償還・返済の実体も不明確になり，返済計画も忘れられてしまうおそれがあり，そ

のため，貸付先の財務状況の把握や改善指導も疎かになり，借入先の経営破綻による貸

付金の回収不能などの大きな結果を招くおそれもある。 

例えば，「福岡市漁業協同組合貸付金」については，平成５年以降毎年同額の１０億

円の貸付・償還が繰返されているところであり，表面上は遅滞なく返済が行われている

ように見えるが，実際には２０年近くにわたり貸付金が据え置かれたままで返済が進ん

でいないものと考えられる。しかし，「福岡県漁業信用基金協会貸付金」のように，平

成１５年度の包括外部監査の指摘及び平成１６年度の内部監査の指摘を受けてか，平成

１８年までは３億円で長期継続してきた貸付金額がようやく減少を始め，また平成２２

年度には同協会で中期経営計画の策定がなされて，平成２３年度には８３００万円に減

少したという例もある（ただ，同中期経営計画においても，平成２６年度に貸付金額が

４０００万円に減少した後はその４０００万円のまま据え置かれることが予定されて

いる模様であり，その貸付の終期は明示されていない。）。 

  また，借入先においては，年度末に償還・返済をするための資金を金融機関から借入

れて調達するために，翌年度の再貸付までの数日間の利息や借用証の印紙代を，毎年，

負担している例もある。長期貸付という実態に合わせた契約を締結すれば，借入先にお

いては不必要な支出・負担を避けられるのであるから，貸付の目的が貸付を通じて一定

の支援をし，政策目的を実現することにあることからすれば，本市においても，借入先

におけるこのような不要な負担の発生は無視すべきことではない。 

(3) 総務省においても，平成２１年６月２３日，自治財政局長より指定都市市長に対して，

次のように通知がなされている。 

 

第三セクター等の抜本的改革等に関する指針（総財公第９５号） 

第三セクター等に対する短期貸付を反復かつ継続的に実施する方法による支援

は，安定的な財政運営及び経営の確保という観点からは，本来長期貸付又は補助金

の交付等により対応すべきものであり，当該第三セクター等が経営破たんした場合

－ 22 －



には，その年度の地方公共団体の財政収支に大きな影響を及ぼすおそれがあること

から，早期に見直すべきである。 

   

このことは，平成２１年度の大阪府の包括外部監査報告でも指摘され，これを受けた

原口総務大臣が，平成２２年２月９日の記者会見において，「地方財政の透明性あるい

はコンプライアンスということからすると，こういう出資法人等に対する短期貸付を反

復かつ継続的に実施する方法による支援は，違法とまでは言えません。ただ，安定的な

財政運営及び経営の確保の観点からは，本来長期貸付又は補助金という形で対応すべき

であり，早期に見直すよう助言をしているところで」ある旨回答している。 

そして，大阪府は，平成２３年８月の「㈶大阪府産業基盤整備協会の解散に伴う府貸

付金の回収について（案）」において，出資法人への反復・継続的な単年度貸付の見直

しの必要性として，①実態は長期貸付金であるが，決算上は債権として扱われず，府の

貸借対照表Ｂ/Ｓにも表れない，②貸付先の法人において，年度をまたぐ間の資金を別

に調達することが必要になる，③貸付先の法人に万一の事故があった場合，その年度の

府の財政収支に大きな影響を及ぼすおそれがあることを挙げて，財政運営の一層の適正

化のため，見直しに取り組むことを明らかにしている。 

なお，総務省自治財政局長通知では，短期貸付制度を長期貸付又は補助金交付への変

更による対応を勧めているが，これに加えて，国民健康保険高額医療貸付基金や介護保

険資金貸付のように，貸付と回収が循環する貸付金については，「基金化」することも

選択肢のひとつである。 

 

☞意見２ 

☆ 短期・単年度貸付を反復し，継続的に実施する単年度償還制度は，安定的な財

政運営，財政運営の透明性・説明責任の観点から，長期貸付又は補助金や基金化

による見直しを検討すべきである。 

 

(4) 他方，単年度償還制度の貸付金の根拠条例や要綱には，単年度償還制度であることが

明記されておらず，そのため，条例や要綱上にも，また借用証や協定書にも，年度末償

還が規定されているに止まっており，長期貸付・預託の実体が隠されている。 

単年度償還制度は長年実施されてきているので，この見直し・改善には，相当な検討

期間が必要と思われるので，検討期間を要する貸付金については，まずは，条例・要綱

において，長期貸付であること及び貸付金の償還・返済期限を明記するよう改善するこ

とが必要である。 
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☞指摘２ 

★ 単年度償還制度貸付・預託金の見直しを終了するまでの措置として，貸付金の

根拠条例・要綱等において，当該貸付金が実質は長期貸付（預託）金であること，

その償還・返済の期限等を明記するよう改善すべきである。 

 

なお，「福岡市住宅建設資金等融資制度」の運営要領第５条第２項には，次のとおり，

預託の終了時期が明記されているので，参考にされたい。 

 

福岡市住宅建設資金等融資制度運営要領 第５条第２項 

 市長は，当該年度以前に融資した額（償還された額を除く。）及び当該年度に融資

する額を金融機関に預託し，当該年度の末日に回収するものとする。ただし，融資

期間が１３年を経過したものについての預託は行わないものとする。 

 

４ 期限の利益喪失条項について 

(1) 地方自治法施行令は，「普通地方公共団体の長は，債権について履行期限を繰り上げる

ことができる理由が生じたときは，遅滞なく，債務者に対し，履行期限を繰り上げる旨

の通知をしなければならない。」（第１７１条の３），そして「督促後相当期間経過して

もなお履行されないときは，訴訟手続により請求をしなければならない。」（第１７１条

の２）と定めている。 

  貸付金は返済・回収を前提としての金員の交付であるから，貸付けた金員を回収すべ

きことは当然である。その返済方法が長期分割のときには，償還期間も長期になる。こ

のような長期分割による返済の場合に，履行期限の繰上げ（期限の利益喪失）条項を定

めていないと回収に支障を来すことになる。 

償還期間が１５年で，返済方法が毎月分割払である場合を例にとる。 

債務者が期限までに賦払金の支払いを履行しないときは，督促をしなければならない

（同施行令第１７１条）。地方公共団体が行う公債権の納入の通知や督促については，

絶対的な時効中断の効力が認められているので（地方自治法第２３６条第４項），民法

第１５３条が必要と規定する催告後６か月以内の裁判上の請求をしなくとも，時効中断

効は維持される。しかし，一旦中断しても，中断の時点から時効期間は再び進行を開始

し，再度の時効期間進行については，再度の督促によっても時効中断の絶対的効力は生

じないので，公債権であっても，最終的に時効期間の進行を止めるためには，裁判上の

請求をすることが必要になる。それゆえ，私債権である貸付金については，督促・催告

後も遅滞が継続するときには，６か月以内に裁判上の請求等をしないと時効中断の効力

を維持できなくなる。 

しかし，裁判上の請求ができるのは，原則として，期限が到来した債権のみであり，
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期限未到来の債権については請求することはできない。すなわち，過去５年分の滞納が

発生していても，裁判上の請求ができるのは現実に発生している滞納５年分だけで，期

限未到来の分割償還金について裁判上の支払請求をすることは難しい。なお，確定判決

等によって確定した債権の消滅時効期間は，判決確定の日から１０年となるが（民法第

１７４条の２第１項），期限未到来の債権について債権存在確認の確定判決を得ても，

時効期間は判決確定の日から１０年とはならないのである（同条第２項）。 

そのため，請求額を支払うことを命じる判決を得ても，強制執行で回収できる債権額

は判決に表示された滞納不払金だけであるから，その後の期限到来分に滞納が発生した

ときには（その可能性は非常に高い），その滞納分について，改めて裁判上の請求をし

なければならなくなる。 

しかし，すべての分割償還金についての期限到来を待って裁判上の請求をするという

のでは，不経済かつ不合理である。地方自治法施行令第１７１条の２が督促から相当期

間経過後には裁判上の請求を行わなければならないとしているし，貸付後間もなくから

継続的な滞納が発生したような事例では，最後の分割償還金の期限が到来してから裁判

上の請求を行っても，そのときには当初に期限が到来していた分割償還金について，既

に，消滅時効が完成していることにもなりかねない。さらに，滞納が継続している債務

者について，期限未到来の分割償還金が残っていることが裁判上の請求を躊躇する理由

になっては，まことに不合理である。 

以上の不都合を解消するのが期限の利益喪失条項である。貸付の際に期限の利益喪失

条項を付して貸付をすれば，滞納が発生したときには，期限の利益が喪失するので，将

来の分割償還金を含めた残債権額全部を裁判上請求することができるのである。この期

限の利益喪失条項は，地方自治法施行令が規定する「債権について履行期限を繰り上げ

ることができる理由」の最たるものである。 

(2) 確かに，地方自治法施行令は，「履行期限を繰り上げることができる理由」について何

らの例示的規定を示していないが，それゆえにこそ，貸付金の根拠となる条例や要綱に

は，「履行期限を繰り上げることができる理由」すなわち「期限の利益喪失条項」を定

めることが絶対に必要である。 

しかし，条例や要綱に規定しても，これは一般条項や内部事務規定に止まり，貸付金

は契約（合意）によって発生するものであるから，条例や要綱の規定だけでは，条例・

要綱規程の期限の利益喪失事由が発生しても，期限の利益喪失の効力は生ぜず，履行期

限の繰上げはできない。そのため，契約（合意），貸付実施に際して徴する借用証等に

おいて，期限の利益喪失条項を明記することが必要・不可欠である。 

なお，借用証に期限の利益喪失条項が明記されていない場合には，債務者と履行延期

の特約や分割払いの合意をするときの誓約書等に，その合意に基づく履行を怠ったとき

には，期限の利益を喪失する旨の条項を明記することが肝要となる。 
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貸付事務の適正な執行のためにも，期限の利益喪失条項の機能と重要性を理解した上

で，貸付事務の基準・手引きとなる条例，要綱，マニュアル等に，期限の利益喪失条項

に関する規定を定める必要がある。 

因みに，国の債権の管理等に関する法律第３５条第２号においては，債権発生の契約

をするときには，「分割して弁済させることとなっている債権について，債務者が分割

された弁済金額についての履行を怠ったときは，当該債務の全部又は一部について，履

行期限を繰り上げることができること」の定めをしなければならないとされている。 

(3) 本市における貸付金に係る事務の実態を見るに，遺憾ながら，かかる期限の利益喪失

条項の機能や重要性が十分に理解されているとは言い難い現状にあった。 

例えば，「母子・寡婦福祉資金貸付金」については，同貸付金の根拠法である母子及

び寡婦福祉法施行令第１６条第２号が，「償還金の支払を怠ったときは一時償還を請求

することができる」と定め，これを受けた福岡市母子及び寡婦福祉法施行細則第１５条

が，「市長は，令第１６条の規定により，借受人に対し貸付金の全部又は一部について

一時償還を請求する場合は，母子・寡婦福祉資金一時償還請求書（様式第１４号）によ

り借受人に通知するものとする。」と定めているにも拘らず，貸金債権の発生原因とな

る契約（合意）内容を表わす貸付申請書及び貸付決定通知書には，期限の利益喪失に関

する合意の存在を示す記載はなかった。また，福岡市の同貸付金要領にも，また所管課

が平成２４年度に改正した事務処理マニュアルにも，細則の規定が忘れ去られて，一時

償還（期限の利益喪失）の規定・説明が遺漏している実態にある。 

同貸付金の最長償還期間は２０年であるから，早期に同法施行令及び本市細則に従っ

た事務処理に改めるべきである。既に契約が成立しているものについては，少なくとも，

滞納金についての「債務承認兼分割納付誓約書」に期限の利益喪失条項を記載すること

が必要である。 

「福岡市水洗便所改造資金貸付金」においては，同規則第１２条に期限の利益喪失条

項が規定されており，借用書にも「償還金の支払いを１回でも怠ったときは，貸付金の

全部又は一部を一時に償還すること」と明記されている。もっとも，このように期限の

利益喪失条項が明記されているにも拘らず，近年においては，複数回にわたる滞納が生

じた場合も，期限の利益を喪失させる取扱いをしていないとのことであった。 

「㈶福岡市教育振興会貸付金」は，外郭団体である財団法人福岡市教育振興会が，福

岡市からの借入金を原資として，奨学生に奨学金を貸付けるものであるところ，教育振

興会の奨学規程第１５条第３項には一括返還があり得る旨の規定があり，奨学生に交付

する奨学金案内や返還の手引にもその旨の記載がされている。しかし，借用証書には，

延滞利息（年利１４．６％）の記載はあるのに，期限の利益喪失条項は記載されていな

いので記載が必要である。 

また，「災害援護資金」においては，福岡市災害弔慰金の支給等に関する条例第１５
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条第３項において，根拠法である災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第９条を引用

して，償還金の支払を怠ったときは一時償還の請求ができる旨規定し，これに従った運

用がなされている。ところが，「災害援護資金」を補完する目的で制定された「福岡市

災害援護臨時貸付金」においては，災害弔慰金の支給等に関する法律に基づかない市独

自の制度であるためか，同貸付金要綱第１４条に一時償還の規定があるものの，一時償

還の要件を「偽りその他不正な手段により貸付を受けたとき，又は故意に貸付金の償還

を怠ったとき」に限定しているため，期限の利益喪失条項としては不十分であり，また，

「災害援護資金」との整合性がとれないため，両貸付金を借受けていずれも滞納してい

る債務者への対応が適切にできなくなるおそれがあるので，改善検討が必要である。 

 

☞指摘３ 

★ 合理的な回収事務を遂行するため，また裁判上の請求をするためには，貸付金

の根拠となる条例や要綱には期限の利益喪失条項を明記し，かつ借用証等におい

ても同条項を明記することが絶対に必要である。また，同条項を欠いて貸付けた

債権については，滞納債務者に対し，債務承認や履行延期の特約合意をするとき

に，承認書や誓約書に期限の利益喪失条項を記載することが必要である。 

 

５ 債権の管理・回収について 

 貸付金（債権）は，市の公金を一定期間貸与し，最終償還期限到来時には全額を返済・

返還するという約束に基づいて貸付けるものである。したがって，債権は緻密・丁寧に

管理して，滞納債務者には債務の履行を促し，必要であれば訴えの提起等の裁判上の請

求をして，回収の実現を図ることが必要である。 

地方自治法第２４０条第２項は「地方公共団体の長は，債権について，政令の定める

ところにより，その督促，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ら

なければならない。」としており，その詳細を地方自治法施行令（以下「施行令」とい

う）に委ねている。 

(1) 督促 12 

ア 施行令第１７１条は「履行期限までに履行を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」と定めている。 

  督促をする場合には，履行遅滞に係る金額及び期限を明らかにしなければならない。 

 「履行遅滞に係る金額」とは，当該支払期限までの滞納金額及び遅延損害金である。

したがって，それまでの延滞金額全額を督促すべきである。直近の履行期限を渡過した

                            
12 以下の論述は，松本英昭著：新版逐条地方自治法＜第６次改訂版＞（学陽書房）を参考

にした。 
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賦払金だけを督促する例もみられたが，このような督促は適切さを欠くから改善すべき

である。また，返済があったときは，原則として，先ずは遅延損害金，利息に充当し，

その後に古い賦払金から，順次，充当することが必要である。 

公債権であれば，福岡市税外収入金の督促及び延滞金条例により年１４．６％の延滞

金を徴収することができるが，貸付金（私債権）については，借用証において遅延損害

金の定めをすることが必要であり，定めがないときには法定利息年５％（民法第４１９

条，第４０４条）の請求をすることになる。遅滞することにより支払うべき金額が増加

することを示すことにより，その不利益を告知して返済を促すことが必要である。その

ためにも法定利率以上の遅延損害金の定めを約定しておくことが必要である。また，施

行令１７１条の３が「履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは，遅滞な

く，履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない」と定めているように，既述

した期限の利益喪失条項を約定しておくと，督促期限までに履行がないときには期限の

利益を喪失し，一括返済の不利益を負う場合のあることを告知して，返済を促すことが

可能になる。 

督促は支払いの「期限」を指定してしなければならない。期限指定は，返済を促すた

めだけでなく，再督促さらに裁判上の請求を検討する際に，指定期限からの経過期間・

督促回数等を参考に出来るからそのためにも必要である。 

また，督促（催告）には，時効中断の効力があること（民法第１４７条第１号，第１

５３条），また，滞納債務者の返済の自覚を促し，後日の紛争を防止する意味からも書

面で行い，これを保存・記録しておくべきである。債務者の住所又は居所が不明の場合

には，裁判所に申し立てて公示の方法により督促することができる（民法第９８条）。 

なお，前述したように，地方公共団体がする公債権の納入の督促には，民法第１５３

条の規定にかかわらず，時効中断の絶対的な効果が認められているが（地方自治法第２

３６条第４項），これも，最初の督促による時効中断の効力に止まり，その後は時効が

再び進行していくことになるので，時効完成を防ぐためには，最終的には裁判上の請求

をすることが必要である。 

イ 督促の必要性・効果はこれに止まらない。督促に対する反応があった債務者について

は，履行遅延の事情・原因を聴取し，また聴取した資産や収入状況等を勘案して，後述

の履行延期や分割弁済等の特約をして返済計画の指導・助言をする契機ともなり得る。 

  また，反応がない債務者については，電話をし，訪問をして債務者の所在を確認し，

対話ができれば，同様に遅滞の事情・原因等聴取して指導・助言をし，所在が確認でき

ないときには転居先を調査して，その所在を確認することが必要である。転居先も判明

しない行方不明者については，その者に対する今後の債権管理のあり方を検討すること

になる。 

  このように，督促状の送付に止まらず，債務者から事情を聴取して状況を把握して，
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債務者を分類して，債務者の状況に適合した債権管理をすることが必要である。 

(2) 履行延期の特約，分割弁済の合意 

ア 施行令第１７１条の６第１項は，次の場合には，履行期限を延長する特約・処分や分

割返済の合意をすることができると定めている。このような特約・合意は履行期限の到

来前だけでなく，履行期限を経過した後においてもすることができるが，既に発生した

履行遅滞に係る損害賠償金等は徴収するべきものとされている（同条第２項）。 

 

① 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。 

② 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり，かつ，その現

に有する資産の状況により，履行期限を延長することが徴収上有利であると認

められるとき。 

③ 債務者について災害，盗難その他の事故が生じたことにより，債務者が当該

債務の全部を一時に履行することが困難であるため，履行期限を延長すること

がやむを得ないと認められるとき。 

④ 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について，債務者が当該債

務の全部を一時に履行することが困難であり，かつ，弁済につき特に誠意を有

すると認められるとき。 

⑤ 貸付金に係る債権について，債務者が当該貸付金の使途にしたがって第三者

に貸付けを行なった場合において，当該第三者に対する貸付金に関し，①から

③までの一に該当する理由があることその他特別の事情により，当該第三者に

対する貸付金の回収が著しく困難であるため，当該債務者がその債務の全部を

一時に履行することが困難であるとき。 

 

  なお，履行延期の特約等をする場合には，執行受諾文言付の公正証書を作成し（民事

執行法第２２条第５号），あるいは訴え提起前の和解（民事訴訟法第２７５条）により，

債務名義を取得しておくことが肝要である。そうすれば，改めての裁判上の請求をしな

くとも，直ちに強制執行ができるからである。また，必要に応じて担保を提供させる等

の保全措置をすべきである。 

イ 施行令第１７１条の７第１項は，上記のような履行延期の特約等をした債権について

は，当初の履行期限（当初の履行期限後に履行延期の特約等をした場合は，最初に履行

延期の特約等をした日）から１０年を経過した後において，なお，債務者が無資力又は

これに近い状態にあり，かつ，弁済できる見込みがないと認められるときは，当該債権

及びこれに係る損害賠償金等を免除することができるとしている。また，第三者に対す

る貸付を目的とする貸付金に係る債権で当該第三債務者が無資力又はこれに近い状態

にあることに基づいて履行延期をしたものについても，同様に，債務者が当該第三債務
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者に対する債権を免除することを条件として，当該債権及びこれに係る損害賠償金等を

免除することができるとしている（同条第２項）。そして，これらの免除については，

議会の議決は要しないとされている（同条第３項）。 

ウ このように，施行令は，弁済をし易くして債権の回収を図るために，履行延期の特約

や分割弁済の合意を規定し，また履行延期の特約等をした債権については議会の議決を

要せずに免除することができることを規定しているが，履行延期の特約や分割弁済の合

意をしている貸付金・所管課は少なく，特約等をした債権について免除している例も殆

どなかった。 

(3) 強制執行等 

ア 施行令第１７１条の２は，督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないと

きは，前記の履行延期特約や後記の徴収停止をした場合その他特別の事情があると認め

る場合以外は次の措置をとらなければならないとしている。 

 

① 担保の付されている債権については，その担保を処分し，若しくは競売その

他の担保権の実行手続をとり又は保証人に対して履行を請求すること。 

② 債務名義のある債権については，強制執行の手続をとること。 

③ 以上に該当しない債権（①に該当する債権で①の措置を取ってもなお履行さ

れないものを含む。）については，訴訟手続又は非訟手続により履行を請求する

こと。 

 

イ 前記のとおり，施行令に拠れば，督促後，相当な期間を経過してもなお履行されない

ときは，担保付債権，債務名義がある債権以外の債権は，履行延期特約や徴収停止をし

ない限り，訴訟手続又は非訟手続により履行を請求すべきと定めている。 

訴訟手続による履行請求は，訴えの提起や支払督促の申立，訴え提起前の和解（民事

訴訟法第１３３条，第３８３条，第２７５条）等であり，非訟事件による履行請求は民

事調停の申立（民事調停法第２条）等である。この督促後の「相当期間」とは，「債権

の性質，取引の実態，時効期間の長短等を考慮して普通地方公共団体の長が決すべきで

あるが，その認定が遅れて債権の完全な実現を阻害することのないよう配慮すべきであ

る。」として「一般的にはおおむね１年を限度とすべきであろう。」との指摘がなされて

いるように 13，債権保全においては時機を逃さないことが何よりも重要であることから

すれば，漫然と形式的な督促を繰り返すのではなく，少なくとも１年以内には，より強

力な手続への移行を検討すべきである。 

施行令上，このような手続を取る必要がないとされているのは，徴収停止（施行令第

                            
13 松本英昭著：新版逐条地方自治法＜第６次改訂版＞９４９頁参照 
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１７１条の５）をした場合，履行延期の特約等（施行令第１７１条の６）がなされた場

合，その他これに準ずる事情が認められる場合だけである。 

そして，徴収停止ができるのは，施行令第１７１条の５が定める次の場合に限定され

ている。 

 

① 法人である債務者がその事業を休止し，将来の事業を再開する見込みが全く

なく，かつ，差し押えることができる財産の価値が強制執行の費用をこえない

と認められるとき。 

② 債務者の所在が不明であり，かつ，差し押えることができる財産の価値が強

制執行の費用をこえないと認められるときその他これに類するとき。 

③ 債権金額が少額で，取立てに要する費用に満たないと認められるとき。 

 

また，施行令第１７１条の４第２項は，債権を保全するため必要があると認めるとき

は，債務者に対し，担保の提供（保証人の保証を含む）を求め，又は仮差押え若しくは

仮処分の手続等の措置をとらなければならないと規定している。 

施行令第１７１条，第１７１条の２，第１７１条の３，第１７１条の４の各規定は，

「・・・しなければならない。」と規定されているとおり，地方自治体の「義務」とし

て規定されている。したがって，福岡市の長期延滞債権については，その殆どについて，

訴訟手続等を通じた請求をすべきということになる。 

しかし，監査対象とした貸付金においては，長期延滞が生じている債権であっても，

施行令所定の訴訟手続等がなされているものは殆んど見あたらなかった。また，施行令

所定の徴収停止（施行令第１７１条の５），履行延期や分割弁済の特約（施行令第１７

１条の６）についても，僅かに災害援護資金等において，少額償還申請書を徴して，少

額償還を認めている程度であった。 

さらには，施行令第１７１条に基づく督促後，訴訟手続等が行われていないために，

既に消滅時効が完成してしまっていると考えられる貸付金債権も見受けられ，実際，債

務者から消滅時効が援用されたとする貸付金債権も相当数存在した。 

確かに，施行令第１７１条の５が定めるとおり，訴訟手続等を行うかどうかの判断・

検討にあたっては，訴訟手続等には相応のコストを要することから，費用対効果の観点

を考慮することも必要であるが，これを行うことは原則として本市の義務であり，十分

な検討を踏まえた判断も経ないままにこれを怠り，ひいては漫然と消滅時効にかけてし

まうということはあってはならない。 

(4) 以上のとおり，債権の管理・回収について，施行令は厳格な規定をしている。 

  それゆえ，費用対効果が得られない訴訟を回避するためにも，滞納後速やかに，公正

証書や訴え提起前の和解や民事調停での調停調書等を取得して，債務名義を得ておくこ

－ 31 －



とが必要である。 

また，履行延期の特約や徴収停止をするためにも，さらには議会の議決を経て債権を

放棄するためにも，その理由及び疎明資料が必要とされるから，書面の発送による督促

手続に止まらず，債務者と接触して，債務者の住居所は勿論，経済状況等（不動産や預

金等の資産状況，収入や家族の状況等）の情報を収集しておくことが必要である。 

さらに，施行令は厳格な規定を設けているものの，これを忠実に執行するための細や

かな規定が欠けている。そのためか，債権管理事務の執行も所管課で区々であり，訴訟

上の請求も殆どされずに，長期延滞債権が増加していくおそれがある。厳格な債権管

理・回収手続を執行するためにも，後述するように，市の債権管理条例・規則を制定す

べきと考える。 

 

☞指摘４ 

★ 施行令の厳格な規定を遵守するためには，債務者の経済状況等に関する情報を

収集して，履行延期や分割弁済の特約をし，また，適切な時機に訴訟・非訟手続

による履行請求をするべきである。 

 

６ 不納欠損処理について 

(1) 地方自治法には不納欠損処分がどのような制度であるかの規定はないが，行政実例（昭

和２７年６月１２日自治発１６１号）では，「消滅した又は放棄した債権について決算

上の取扱いとして不納欠損すべき」「不納欠損は，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であるから，時効により消滅した債権，放棄した債

権等についてこれを行うべきである。」とされているとのことである。14 

  したがって，不納欠損処理をするためには，消滅時効や債権放棄等によって，債権が

実体法上消滅していることが必要となる。 

  債権は，絶対的に回収できるものではなく，債務者の事情等により回収できない債権

も不可避的に発生するものである。市の貸付金のなかには，災害援護や母子・寡婦福祉

資金貸付金などのように，返済・償還の確実性よりも救済・福祉等を主目的としている

ために，一定程度の回収不能が生ずることを予想せざるを得ない貸付金制度もある。 

このような回収不能債権の繰越を漫然と繰り返すことは，財政の透明性・信頼性を損

なうことになるし，また債権管理に係る無駄な事務コストが生ずることにもなる。それ

ゆえ，然るべき理由があるときには，適正に債権を消滅させて不納欠損処理をすること

が必要かつ合理的である。 

                            
14 芦屋市総務部行政経営課主幹（現総務部参事）青田悟朗著「自治体の有する債権の管理」

（自治体法務 NAVI Vol.24）からの引用である。同氏は平成２０年１１月２１日の福岡市

の私債権管理基礎研修において講師をされて，その際に本書を紹介されている。 
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(2) ところが，公債権に比べて，貸付金（私債権）についての債権消滅に関する規定は非

常に少なく，そのため，不納欠損処理を阻害する結果となっている。 

  公債権（滞納処分規定がある公債権）については，次の事由により，債権は消滅し，

消滅させることができる。 

   ① 時効期間（原則として５年）が経過すれば，債務者が時効を援用しなくても，

債権は消滅するので（地方自治法第２３６条第１，２項），直ちに，不納欠損処理

をすることができる。また，債務者は時効の利益を放棄することができないとさ

れている（同条第２項）。 

   ② 滞納者の所在及び滞納処分をすることができる財産が不明であるときなどの場

合は，地方団体の長は，滞納処分の執行を停止することができ（地方税法第１５

条の７第１項），執行停止が３年間継続したときは，債権は消滅すると規定されて

いるので（同条第４項），時効期間の経過を待たずに不納欠損処理をすることもで

きる。 

   ③ さらに，前記の滞納処分の執行を停止した場合において，徴収金を徴収するこ

とができないことが明らかなときは，地方団体の長は，徴収金を納付・納入する

義務を直ちに消滅させることができるとされているので（地方税法１５条の７第

５項），執行停止後，直ちに，債権を消滅させて不納欠損処理をすることも可能で

ある。 

(3) しかし，滞納処分規定がない貸付金（私債権）についての債権消滅の事由は，次のと

おり，限定されたものとなっている。 

   ① 原則として，債権を消滅させるためには，議会において権利の放棄（債権放棄）

の議決を得なければ，債権を消滅させることができない（地方自治法第９６条第

１項第１０号）。 

   ② 時効期間が経過して，債務者が時効を援用したときは，民法第１４５条により，

債権が消滅するので，議会の議決を経ずに，不納欠損処理をすることができる。

しかし，時効期間が経過しても，債務者が時効援用をしない限り債権は消滅しな

いので，不納欠損処理をするためには，議会の権利・債権放棄議決が必要となる。 

債務者が時効援用をするとしても，時効期間は原則１０年であるので（民法第

１６７条），債権消滅による不納欠損処理には時間を要することとなり，また，３

年や２年の短期消滅時効 15に係る債権であっても，債務者が時効を援用しない限

り，債権は消滅しないので，不納欠損処理をするためには議会議決を経ることが

必要となる。 

                            
15 公立病院の診療報酬債権は民法第１７０条第１号により３年（平成１７年１１月２１日

最高裁判決），水道料金は同法第１７３条第１号により２年（平成１５年１０月１０日最

高裁判決）の短期消滅時効に係る債権とされている。 
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③ 法人が破産をして解散をした場合には，法人格が消滅して債務者としての存在

がなくなることにより（破産法第３５条，会社法第４７１条第５号等），債権も

消滅するので，破産・解散により不納欠損処理をすることができる。この点では，

公債権と私債権（貸付金）に差異はない。 

ところが，個人が破産をして裁判所の免責許可決定を得た場合においては，破

産者は支払い責任を免れるが（破産法第２５３条），自然債務として存続するので，

債権は消滅しない。公債権については，前記のとおり滞納処分の執行停止が３年

間継続したときに債権が消滅するとされているので，そのときに不納欠損処理を

することができる（地方税法第１５条の７第４項）16。しかし，私債権（貸付金）

については，免責決定後，議会において債権放棄の議決を得て，債権を消滅させ

て，ようやく不納欠損処理ができることになる。 

   ④ 既述のとおり，地方自治法施行令第１７１条の７第１項は，議会議決を経ずに

債務を免除することができることを認めているが，そのためには，無資力な状態

にある債務者と履行期限延期又は分割納付の特約をなし，特約後１０年経過した

時点でも，債務者がなお無資力状態であるときに，初めて債務を免除することが

できる。この場合には，議会の議決は不要であるが（同条第２項），かなりの期間

経過を要する迂遠な方法である。 

   ⑤ 以上が，法律及び施行令が定めている貸付金（私債権）の消滅事由であり，公

債権と比べて極めて限定されている。しかし，貸付金の根拠法令や条例において，

市長の債務免除権限を認めている場合には，議会の議決を経ることなく，機動的

に債務を免除して，債権を消滅させて不納欠損処理をすることができるのである。

権利放棄のためには議会の議決を必要とする原則にも拘らず，条例の規定により

債務免除ができるのは，条例制定において，免除規定を含めての議会議決を経て

いるからである。その趣旨からも，市長に債務免除権限を授権するためには，議

会の議決を経る条例に拠ることが必要であり，議会の議決を経ない要綱等におい

ては市長の債務免除権限を規定することはできないのである。 

(4) 既述のとおり，監査対象貸付金の延滞額は合計３８億円もの金額（間接貸付における

最終借主の延滞額を含めれば更に増える。）であるが，滞納債権額がこのような金額に

なっているのは，貸付金債権の消滅事由が限定されていること，また前記のとおり貸付

金の根拠条例や要綱等に期限の利益喪失条項が欠けているために裁判上の請求等をし

                            
16 免責許可決定により免責されるのは，私債権と滞納処分規定がない公債権であり，租税

等の滞納処分規定がある公債権は免責されない（破産法第２５３条第１項第１号）。した

がって，滞納処分規定がある公債権は，免責許可決定によっても消滅せず存続するが，本

文記載のとおり，滞納処分の執行停止３年継続により，債権を消滅させて不納欠損処理を

することができるのである。 
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辛くしていることなどが，適切な不納欠損処理を妨げる要因となっていると推測される。 

福岡市地域改善対策奨学金貸与条例第８条（平成１４年４月１日廃止）や福岡市若年

者専修学校等技能習得資金貸与条例第９条には，要件は異なるが，いずれにも市長が債

務免除できる旨の規定がある。地域改善対策特定事業に係る国の財政上特別措置に関す

る法律に基づく住宅新築資金等貸付条例第８条（平成１４年４月１日廃止）にも償還免

除規定があり，これを受けた償還金の不納欠損処分実施要領も作成されている。 

なお，「災害援護資金」については，根拠法令である災害弔慰金の支給等に関する法

律第１３条，これを受けた福岡市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則第１６条に，

市長による償還免除が規定されている。しかし，「災害援護資金」を補完するものであ

る福岡市災害援護臨時貸付金要綱には償還免除の規定はない。これは，「福岡市災害援

護臨時貸付金」が法律や条例に根拠を有さず，要綱を根拠とするものであるため，債権

放棄には議会の議決を必要とする地方自治法第９６条の規定・原則から議会議決を経な

い要綱において償還免除は規定できないという法の趣旨からは，適正な要綱である。し

かし，災害援護という趣旨を同じくする貸付金制度でありながら，一方は償還免除がで

き，一方はできないという結果には疑問を感じる。 

(5) 既述のとおり，法律や条例に根拠を有する貸付金制度は少なく，しかも根拠となる法

律や条例に債務・償還免除の規定があるものは多くない。そのため，多くの貸付金は，

債務・償還免除をすることができず，回収不能の債権を消滅させるためには，議会にお

いて債権放棄の議決を得なければ，債権を消滅させることができない。 

ところが，貸付金所管課の多くは，議会に債権放棄の案件を提案することを躊躇する

傾向があるように感じられた。それは，債権放棄の提案をするための基準等の定めがな

いことも一因であると思われる。回収が見込めないにも拘らず，滞納債権として漫然と

繰越されることが継続すると，今後，増々，滞納債権額が増大していくことが予想され

るが，不良債権を資産として計上し続けることは，財務の透明性・信頼性を損なうこと

になると危惧されるところである。 

議会において債権放棄の議決を得るためには，適切・丁寧な貸付及び債権管理を実施

して，債務者の所在や財産・収入等の状況から回収が不可能と認められる事情・事由を

説明できれば十分であり，これは，適時・適切な債権管理を求める地方自治法施行令等

や，納入義務者別の収入金の整理及び欠損処理について納入義務者別の調定書の作成を

義務付けている福岡市会計規則（第１５条，第３０条等）を遵守・履行していれば，決

して困難なことではないと思われる。むしろ，回収不能に至った原因・理由やその判断

等について，議会のチェックを経ないまま漫然と無駄なコストを費やして回収見込みの

ない債権の管理を続けることが問題である。 

それゆえ，早急に，議会への債権放棄提案の基準・規則を検討・作成することが必要

である。 
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☞意見３ 

☆ 回収不能な債権の繰越を繰返さず，財務の透明性・信頼性を保持するために，

議会への債権放棄提案の基準を検討し，規則等を作成して，適切な時期に適正に

債権放棄をして，不納欠損処理ができるようにすべきである。 
 

７ 債権管理・回収及び不納欠損処理を適切に実施するための方策について 

(1) 市長の専決処分事項に関する条例について 

ア 地方自治法施行令は，債務者が期限までに返済を履行しないときには，期限を指定し

て督促しなければならないとし（第１７１条），督促後相当期間を経過してもなお履行

されないときは，担保実行，保証人への請求，債務名義のある債権は強制執行の措置を

とらなければならないとし，担保，保証人，債務名義のない債権については訴訟手続に

より履行を請求しなければならないと定めている（第１７１条の２）。 

  しかし，地方自治法第９６条第１項第１２号において，訴えの提起，和解，あっせん，

調停及び仲裁をするについては議会の議決を必要としている。また，権利の放棄につい

ても議会の議決を必要とすることは既述のとおりである（同条第１項第１０号）。 

  同法の「訴えの提起」「和解」の意義についての自治省行政課長回答（昭和２６年２月

２４日地自行発第３６号）は，次のとおりである。 

 

一 訴えの提起としての議決の内容に和解を含ませてある場合は，和解について

改めて議決の必要はないが，そうでない場合は，改めて議決が必要である。 

二 和解は，法律関係の存否や範囲等を争っているような場合，契約により当事

者が互に譲歩しあって，その間の争をやめ法律関係を確定することをいう。和

解には訴訟上の和解と民法上の契約による和解とが含まれる。 

 

不要な訴訟や理由のない権利放棄（債務の免除）をしないために議会がチェックする

ことは当然に必要なことであるが，それでは機動的に回収業務を執行することが困難に

なるので，債権管理・回収業務の円滑・機動的な執行をするために，地方自治法第１８

０条第１項は「議会の権限に属する軽易な事項で，その議決により特に指定したものは，

普通地方公共団体の長において，これを専決処分にすることができる。」と定めている。 

この規定に基づいて制定されたのが「市長の専決処分事項に関する条例」（昭和３３

年８月７日条例第５０号）である。 

なお，地方自治法第１７９条第１項において，議会を開くことができないとき等にお

いては，普通地方公共団体の長が専決処分できる旨の規定を設けているが，より機動

的・効率的な回収事務の執行のためには，専決処分条例により，一定範囲の「軽易な事

項」については市長の専決事項とすることが有効である。 
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イ 福岡市の「市長の専決処分事項に関する条例」の貸付金に関する規定は，次の二つの

事項だけである。 

 

(1) 訴訟物の価額が５０万円以下の訴えの提起に関すること。 

(2) 目的物の価額が１件２０万円以下の事件についてする和解及び調停に関す

ること。 

   

  本条例の運用は，前記行政課長回答にしたがって実施されているとのことであるが，

機動的・効率的な債権回収，紛争解決のためには，本条例の文言と行政課長回答だけで

は明確さに欠けており，以下の点で不十分と思われる。 

 

① 本条例が制定された昭和３３年と現在の物価は比較にならないから，訴訟物

や目的物の価額は見直すことが必要である。 

② 訴えの提起，調停の申立てについては，和解による債務免除額又は免除割合

の上限を定めて，原則として，裁判上の和解を含めた専決事項とするべきであ

る。 

③ 裁判所に申立てる訴えと調停について，訴訟と調停を区別して金額に差を設

ける必要はないと思われる。 

④ 行政課長回答に拠っても，専決事項の「和解」に裁判外の和解を含むか否か，

明確ではないが，ＡＤＲ（裁判外紛争解決手続）の広まりや機動的な回収・解

決のために，一定の範囲での裁判外の和解（債務の一部免除も含む）も専決事

項とすることが望ましい。 

 

 

☞指摘５ 

★ 昭和３３年に制定された「市長の専決処分事項に関する条例」は，現在の状

況に適しない不十分なものであるから，機動的・効率的な債権回収事務ができ

るように，専決処分事項及びその範囲を明確にし，かつ拡張するよう改善すべ

きである。 

 

(2) 福岡市税外収入金の督促及び延滞金条例について 

ア 本市においては，「福岡市税外収入金の督促及び延滞金条例」が定められている。 

  既述したように，本条例は，地方自治法第２３１条の３の規定に基づいて行う督促及

び延滞金の徴収に関して必要な事項を定めたものである（条例第１条）。 

  そして，同条例には，納期限を渡過した場合には納期限後２０日以内に，１０日以内
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の期限を指定した督促状を発すること（第２条），延滞金は年１４．６％を徴収するが，

止むを得ない事由があるときは減免することができる（第４，５条）と定められている。 

イ しかし，同条例が根拠とする地方自治法第２３１条の３が規定する債権は，市税外の

分担金，使用料，加入金，手数料，過料等の公債権であるから，同条例が定める督促及

び延滞金の徴収に関する規定は私債権である貸付金には適用されないのである。 

  ところが，貸付金（私債権）については，期限を指定した督促を定める地方自治法施

行令第１７１条の一般的規定しかなく，本条例のような統一的な規定がないため，督促

及び延滞金（遅延損害金）の徴収についての事務が，担当所管によって区々となってい

る。 

  期限を徒過した債務者には速やかに督促手続を行うべきであり，それでも履行しない

債務者に対しては，ペナルティを課すとともに，その任意の履行を促す意味からも，法

定利息年５％（民法第４１９条，第４０４条）以上の延滞金利を定め，これと併せて延

滞金免除規定を活用することは，回収を促す効果が期待できる。勿論，貸付金は，私債

権であって契約によって発生するものであるから，条例や要綱で定めても効力を有しな

いから，延滞金の約定は借用証等の契約書面に明記することが必要である。 

ウ 以上のようなことから，貸付金（私債権）についても，本条例のような統一的な規則

等を設けることが必要である。 

 

☞意見４ 

☆ 公債権については「福岡市税外収入金の督促及び延滞金条例」が定められて，

督促及び延滞金徴収事務の統一的な運用がなされているところ，同条例は貸付金

（私債権）には適用されないので，私債権についても，統一的な規定を設けて，

統一的な運用をすることが必要である。 

 

(3) 情報共有の問題について 

ア 貸付金を回収するためにも，また不納欠損処理をするためにも，債務者の個人情報の

収集が必要であるから，各貸付金所管課が保管する個人情報を名寄せして活用すること

が有益である。 

  しかし，地方自治体は，その保有する個人情報の適正な取扱い確保の措置を講ずる義

務があり（個人情報の保護に関する法律第１１条），また地方公務員は職務上知り得た

秘密を漏らしてはならないという守秘義務がある（地方公務員法第３４条，第６０条）。 

  「個人情報の保護に関する法律」第１１条及び「行政機関の保有する個人情報の保護

に関する法律」第８条を受けて，「福岡市個人情報保護条例」は，概要，次のように定

めている。 
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福岡市個人情報保護条例 

第４条第２項（実施機関等の責務）：個人情報の取扱いに従事する実施機関の職員

又は職員であった者は，その職務に関して知り得た個人情報を当該職務以外の

目的のために利用し，又は他人に知らせてはならない。 

第８条第４項（収集に関する制限）：実施機関は，実施機関以外のものから個人情

報を収集するときは，本人から収集しなければならない。ただし，次の各号の

いずれかに該当する場合は，この限りでない。 

   (1) 法令又は条例に定めがあるとき。 

   (2) 本人の同意があるとき。 

   (6) 争訟，選考，指導，相談等の事務を遂行する場合において，本人から

収集したのでは，当該事務の性質上，その公正かつ適正な遂行に支障を

及ぼすおそれがあるとき。 

第１０条（利用及び提供に関する制限） 

第１項：実施機関は，利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し，

又は当該実施機関以外の者へ提供してはならない。 

第２項：前項の規定にかかわらず，実施機関は，次の各号のいずれかに該当する

場合は，利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し，又は当該

実施機関以外の者へ提供することができる。ただし，本人又は第三者の権利

利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは，この限りでない。 

  (1) 法令等に定めがあるとき。 

  (2) 本人の同意があるとき，又は本人に提供するとき。 

  (6) 前各号に掲げる場合のほか，実施機関が，福岡市個人情報保護審議会

の意見を聴いて，公益上の必要があると認めるとき。 

 

  このように，条例第１０条第１項において保有個人情報の目的外使用を禁じているが，

同条第２項において「本人の同意」があるときは目的外使用ができることを認めている

のである。これは，行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第８条第２項第１

号も同様である。したがって，個人情報の共有化は不可能ではないのである。 

イ 債権の回収や履行延期の特約等の事務を適切に実施することは，回収の強化・確保と

公平性の確保に資することである。滞納を放置することは，財政を圧迫し，結果的にそ

の他の善良な納税者・債務者等の負担となり，市民負担の公平性を損なうことになる。

それゆえ，市が保有する個人情報を市内部で共有して効果的に活用して回収の効率化及

び履行延期の特約等の措置を講ずることには公益性が認められると思われる。 

  また，回収率の向上，滞納額の削減は，市財政の運営及び市民負担の公平性の確保に

とって極めて重要な要素であるから，回収率向上等のためには各貸付金債権の所管課限
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りの限られた情報だけに基づく現況の回収事務では限界があり，工夫を凝らす必要があ

る。よって，滞納者の状況を総合的に把握して効率的な債権管理事務を遂行することに

は，財源確保及び市民負担の公平性の確保のための必要性が認められると思われる 17。 

ウ 以上のとおり，債権の適正・効率的な管理・回収のためには，市における滞納債務者

の個人情報の共有は必要なことであり，また，その結果が市の財源確保及び市民負担の

公平性の確保に資することであるから，保有個人情報の共有化の検討が必要である。 

 

☞意見５ 

☆ 貸付金所管課限りの限られた情報に基づく債権の管理・回収には限界があり，

効率的な回収事務，適正な債権管理を遂行することは，市の財源確保及び市民負

担の公平性に資することであるから，貸付金所管課が保有する個人情報の共有化

を検討する必要がある。 

 

(4) 私債権（貸付金）管理条例作成の検討 

  これまで述べてきたように，地方公共団体が有する貸付金債権（私債権）の管理を規

定する法令の数や内容は，公債権に比べて極めて限られており，しかも，限られた法令

も現在の状況に適さず，内容的にも明確さを欠いているものもある。そして，市の貸付

金制度は，社会的弱者の支援や住民福祉の向上，産業の振興等の種々様々な目的の基に

開始されているが，そのためもあってか，貸付事務及び債権管理・回収事務も，各所管

課が所管課限りの見解で執行しているように感じられた。 

  確かに，各貸付金制度の目的や貸付先（債務者）によって，貸付の実施や債権の管理・

回収の事務執行の仕方も異なるものであり，個性があることはそのとおりである。 

  しかし，単年度償還制度の適否や期限の利益喪失条項の必要性，不納欠損処分処理の

適正・円滑な執行，債権回収のための市長の専決処分事項に関する条例の見直しや，督

促及び裁判上の請求を含めた延滞金徴収事務のあり方，滞納者の個人情報の共有化など，

各貸付金制度に共通する課題もあるのである。 

  しかも，福岡市においては，既に，平成２０年度の私債権管理基礎研修で私債権管理

条例の必要性を指摘され，また同年度の福岡市政策法務研修においては約８か月をかけ

て「福岡市債権管理条例（試案）」を作成されている。 

  このように債権管理条例の必要性は，市全体としても，また各所管課においても実感

されていることと思われるので，早急に，全庁的取り組みとして，私債権管理条例の制

定を検討することが必要である。 

                            
17 本文の意見は，平成２２年２月２３日西東京市個人情報保護審議会の「個人情報の収集

及び目的外利用についての答申」を参考にした。 
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☞意見６ 

☆ 適正かつ統一的，効率的な貸付金債権の管理・回収事務を執行するためには，

統一的な基準を示すことが必要であるので，これまでの債権管理・回収事務や研

修等の成果を踏まえて，全庁的な取り組みとして，私債権管理条例の制定を検討

する必要がある。 
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	本貸付金については，根拠となる条例・規則等はもとより，要綱等の定めもないまま，福岡県漁業信用基金協会からの申請，本市と同協会との間の契約書が取り交わされるのみによって貸付が実行されている。総論でも述べているとおり，要綱は，当該貸付金制度そのものの公益性や必要性を検討する機会となるだけでなく，貸付継続の可否を検討する基準ともなるものであるところ，上記アで述べた本貸付金制度と実態に見られる問題点は，本貸付金に関して根拠・基準となるべき要綱等の定めもないことが原因の一つとなっているものと考えられる。
	なお，付言するに，要綱等の策定は，これによって本貸付金の固定化，既得権化を許容するものであってはならないことは当然である。本貸付金の趣旨，目的を明確にするとともに，特に，本貸付金にあっては，現状の貸付の必要性・妥当性に関する不断のチェック・検討を行うためのものであり，「貸付金の終了時期の明示」するためのものである。

	
	６　福岡市中央卸売市場金融資金制度（協調融資）
	７　福岡市中央卸売市場集荷対策金融資金制度（直接・協調融資）
	はじめに（福岡市中央卸売市場の概要）
	福岡市のホームページ（中央卸売市場の資料の「市場のしくみ」）より。
	(ｱ)　開設者
	開設者とは，開設区域において中央卸売市場を開設するにつき，農林水産大臣の認可を受けた地方公共団体である。卸売市場法等にもとづいて，施設を維持管理し，取引が適正に行われるよう業務の指導監督を行う。
	福岡市中央卸売市場の開設者は，福岡市である。
	(ｲ)　卸売業者
	卸売業者とは，農林水産大臣の許可を受け，卸売市場において売買取引を行う物品の集荷を行い，仲卸業者や売買参加者にその物品の販売をする者である。
	中央卸売市場業務条例が定める福岡市中央卸売市場における卸売業者の数（最高限度，第６条）と，平成２３年４月１日現在における実数は次の通りである。
	(ｳ)　仲卸業者
	仲卸業者とは，市場内に設置される店舗において市場の卸売業者から卸売を受けた取り扱い品目の部類に属する物品を仕分けし，又は調整して，売買参加者等に販売する業務を行う者である。仲卸業を行うには，市長の許可を受けなければならない。
	中央卸売市場業務条例が定める福岡市中央卸売市場の仲卸業者の数（最高限度，第１９条第１項）と，平成２３年４月１日現在における実数は次の通りである。なお，食肉市場では仲卸業者を置かないものとされている（同条第２項）。
	(ｴ)　売買参加者
	売買参加者とは，市場において卸売業者から卸売を受けようとする者である。売買参加者は市長の承認を受けなければならない（中央卸売市場業務条例第３０条）。
	平成２３年４月１日における福岡市中央卸売市場の売買参加者の数は，次のとおりである。
	(ｵ)　買出人
	買出人とは，鮮魚市場内において仲卸業者から再販用（業務用）の水産物の販売を受ける者である。買出人は，市長が行う買出人登録を受けなければならない。
	(ｶ)　関連事業者
	関連事業者とは，市場を利用する人の便益をはかるため，市長の許可を受けて，市場内の店舗その他の施設において業務を営んでいる者である。
	福岡市中央卸売市場における関連事業の種類は次のとおりである（中央卸売市場業務条例施行規則第３１条）。
	①　取扱品目以外の生鮮食料品等の卸売を行う者，市場の取扱品目の保管，貯蔵，運搬等を行う者その他市場機能の充実に資するものとして
	精算代払機関，冷蔵庫業，通運運送事業，場内運搬業，
	配送センター事業，市場の取扱品目以外の生鮮食料品等の卸売業，
	容器販売業，市場の取扱品目の加工・保管調整等事業，
	その他市場機能の充実に資すると市長が特に認める業種
	②　飲食店営業，理容業その他市場の利用者に便益を提供するものとして
	飲食店営業，理容業，日用雑貨取扱業，金融業
	その他市場の利用者に便益を提供するものとして市長が特に認める業種
	卸売市場については，卸売市場法第４条に基づき，おおむね５年ごとに，農林水産大臣が，中央卸売市場の整備を図るための「卸売市場整備基本方針」を定めることとなっており（同法施行令第３条），また，同法第５条では，目標年度までの期間につき「中央卸売市場整備計画」を定めることとなっている。平成２２年１０月２６日付で新たな「卸売市場整備基本方針」が定められ，これをもとに，平成２３年３月３１日付で「中央卸売市場整備計画」が定められている。
	この「中央卸売市場整備計画」の「第２　運営の広域化，地方卸売市場への転換その他の再編措置への取り組みを推進することが必要と認められる中央卸売市場及び取り組む再編措置の内容」には，福岡市中央卸売市場西部市場と東部市場について，平成２７年度末までに福岡市中央卸売市場青果市場と統合し，廃止することなどが記載されている。
	(1)　 現状
	(ｱ)　水産物部市場金融資金
	市は，平成２３年４月１日，株式会社福岡銀行と覚書を締結し，市の預託金額８３５６万円，福岡銀行の協調金額１億１６４４万円の合計２億円が融資準備金とされた。預託利率は年０％，融資利率は年１．１５％とされたことから，福岡銀行が，精算会社である福岡水産物取引精算株式会社（以下「水産物取引精算会社」という。）に対して融資をする際には，年１．１５％の利率が適用されている。また，水産物取引精算会社が行う仲卸業者，売買参加者，買出人に対する貸付の利率についても市が決定しており，水産物取引精算会社に対して通知を...
	平成２３年度の水産物取引精算会社への融資金額は２億円であった。
	また，水産物取引精算会社が行った貸付の実績は次のとおりである。
	(ｲ)　青果部市場金融資金
	(2) 　問題点
	ア　貸金業法との関係について8F
	貸金業法は，「貸金業」について次の定義をしている。
	すなわち，①金銭の貸付けまたは金銭の貸借の媒介で，②業として行う，という要件に合致すれば，ただし書き第１号ないし第５号に該当しない限り，貸金業にあたることになる。
	①の金銭の貸付けとは，利息付きであるか否かは問わず，②の「業として行う」とは，反復継続し，社会通念上，事業の遂行とみることができる程度のものをいうと解されている。「業」の判定にあたっては，営利目的であるかは問わないのであり，判例9F においては，反復継続の意思をもって貸付けを行えば足り，必ずしも報酬利益を得る意思や，実際にそれを得たことは要せず，貸付の相手方が不特定多数であることも要しないとされているところである。
	かかる要件からすると，水産物取引精算会社が行なっている貸付は，①金銭の貸付であり，②反復継続していること，事業の遂行であることから，業として行なっているといえ，上のただし書き各号に該当しない限り，貸金業にあたると考えられる。
	これに対し，担当課からは次のような回答があった。
	しかし，本融資制度において，市が覚書を交わしているのはあくまで福岡銀行とのみであり，水産物取引精算会社との間で貸付業務の委託契約があるわけでもなく，客観的に見て，「市が仲卸業者等への貸付けの主体であり，水産物取引精算会社は貸付けの事務を行なっている。」と言いうる形式にはなっていない。また，市が貸付リスクを全く負わず，下でも触れるように水産物取引精算会社と各業者間の貸付，償還状況も十分把握できていない状況においては，実質的にも，市が貸付業務を水産物取引精算会社に代行させていると言い得ない。ゆえに，...
	担当課が回答するように，水産物取引精算会社が行なっている仲卸業者等への貸付けが市の委託業務であるならば，委託範囲や委託内容を明確にした上で，水産物取引精算会社と正式に業務委託契約を結び，貸付債権については市の債権として債権管理をしていくといった，新たな制度の構築が速やかに行われる必要がある。
	この点，担当課からは，今後，制度の見直しを検討したい旨の回答があったが，それにはかなりの時間を要するとのことでもあった。現状において，水産物取引精算会社の行なっている貸付けが「貸金業」に該当する場合，貸金業登録をしていない同社は，無登録営業の禁止（同法第１１条第１項）に抵触することとなる10F 。ゆえに，制度が見直されるまでの間，かかる「貸金業法違反の疑い」をそのままにしておくことは問題と思われたところ，今回の指摘を受け，担当課では，水産物取引精算会社の行う貸付けの貸金業該当性について，監督官庁...
	なお，食肉部市場金融資金において福岡食肉市場株式会社が行う貸付けについては，卸売業者がその本来の取引に伴って行う取引相手方に対する貸付けの範囲内であれば，「物品の売買，運送，保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの」として，貸金業からは除外されると考えることから（同法第２条第１項ただし書き第３号），本監査では，意見を述べる対象としては取り上げなかった。しかし，担当課が本融資制度について監督官庁へ照会をかけるのであれば，その際，福岡食肉市場株式会社の行う貸付けに対しても併せて照会...
	イ　貸付の必要性について
	上述の通り，水産物部では，水産物取引精算会社という代払機関が存在し，卸売業者と仲卸業者，売買参加者間の決済や，仲卸業者と買出人間の決済は，水産物取引精算会社を介して行われるシステムとなっている（「はじめに　３　福岡市中央卸売市場の概要　ウ　売買代金の決済状況」を参照されたい。）。
	本制度は，精算会社に取引決済資金を「融資」する一方で，仲卸業者，売買参加者，買出人に取引決済資金を「貸付け」るものであり，果たして決済システムの中間と末端の双方に資金を貸し付ける（融資する）必要があるのかという疑問がある。
	これに対し，担当課からは次の回答があったが，納得には至らなかった。
	そもそも，水産物取引精算会社は，鮮魚市場卸売業者等の出資により設立されたものではないかと思われるところであるが，本監査では，同社の設立の経緯や業務内容等について担当課から確認することはできず，その位置づけについて詳細に検討することはできなかった。
	しかし，物品の現金化に一定の期間を要するのは，青果部や食肉部についても同様であるところ，青果部や食肉部の融資・貸付制度は，水産物部のような状況にはなっていない。
	貸付金の原資は市民からの税金を中心とする公金であることに鑑み，「市場の確実な信用決済」を図るという趣旨の達成に最も適切な貸付先，及び貸付先に対する貸付けの必要性について，検討がなされるべきであろう。
	ウ　月例報告書について
	(ｱ)　水産物部市場金融資金
	(ｲ)　青果部市場金融資金
	中央卸売市場金融資金制度要綱第１４条第２項は，「貸付を行う金融機関は，貸付金の償還状況に関する月例報告書に詳細の分かる書類を添付し，それを当該報告にかかる月の翌月の１５日までに市長に提出しなければならない。」としており，これにしたがって，福岡県中央信用組合からも月例報告書の提出がなされていた。
	同組合の月例報告書（回収内訳表）も，貸付額，融資日，償還日，償還方法，回収金額を記載するようになっている点では水産物取引精算会社の報告書と同じであったが，「貸付額」欄には，報告時における貸付残額が記載されている点で，より償還状況がわかるものとなっていた。
	しかし，貸付残額の記載にあたって，前月の償還が反映されていない月もあり，報告は正確性に欠けるところがある。「償還日」欄も，完済予定日を記載したり，当月の弁済日を記載したりと一貫性がない。
	もっとも，福岡県中央信用組合からは，月例報告書に貸付明細が添付されており，この明細によって，貸付金額や残高，利息等を確認することができた。
	ただ，仲卸業者に対して１０００万円の貸付をし，貸付期間が１年間であるにもかかわらず，毎月の返済が５０万円であるものなど，いかなる返済予定で貸付がなされているのか判然としないものがあった他，１０００万円を一括返済の約定で借り受けていた仲卸業者が，１０００万円を償還したその日に，再び１０００万円の貸付を受けているケースもあった。このような貸付けは，長期貸付と同様の実態となっているのではないかということが懸念される。制度趣旨に沿った運用がなされているかどうか，適宜，確認されることを求めたい。

	
	７　福岡市中央卸売市場集荷対策金融資金制度（直接・協調融資）
	(1)　 現状
	(ｱ)　直接融資資金
	市は，平成２３年４月１日，福岡食肉市場（株）と覚書を締結し，２億６３５０万円の融資がなされた。
	(ｲ)　協調融資資金
	(ｳ)　融資金の運用（貸付）状況
	集荷対策金融資金制度要綱第８条では，「融資を受けている者は，融資金の運用状況に関する月例報告書を当該報告にかかる翌月の１５日までに市長に提出するものとする。」とされているが，年度初めに一括融資，年度末に一括返済のため，「福岡市中央卸売市場集荷対策金融資金事業計画書」として融資額の一覧表が提出されるにとどまり，月例報告書としては，出荷状況の報告がなされていた。
	(ｱ)　安定集荷対策事業補助金について
	(ｲ)　本貸付金と安定集荷対策事業補助金の関係について
	(2) 　問題点
	ア　貸金業登録について
	前出の「福岡市中央卸売市場金融資金制度」においては，福岡食肉市場（株）の行う貸付けについては，卸売業者がその本来の取引に伴って行う取引相手方に対する貸付けの範囲内であれば，「物品の売買，運送，保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの」として，貸金業からは除外されると考えられる（貸金業法第２条第１項ただし書き第３号）旨を述べた（「福岡市中央卸売市場金融資金制度」の「(2) 　問題点　ア　貸金業法との関係について」を参照されたい。）。
	しかし，本制度において，福岡食肉市場（株）が出荷者に対して行う貸付けは，素畜の購入資金や生産資材の購入資金等であり，福岡食肉市場（株）が，本来の取引に付随して行う取引相手方に対する貸付けの範囲内にあるとは言い難いように思われる。
	この点について，担当課からは次の回答があった。
	さらに，担当課によると，「集荷活動」は卸売業者の本来の業務であり，集荷のために，生産者に貸付を行なって便宜を図ることも「取引に付随するもの」であるとのことであった。
	しかし，かかる担当課の説明は，貸金業法の規定の解釈として疑問である。
	本制度で福岡食肉市場（株）が行なっている貸付けが「貸金業」にあたる場合，同社が貸金業登録をしていないのであれば，無登録営業の禁止（同法第１１条第１項）に抵触することとなることから，かかる「貸金業法違反の疑い」をそのままにしておくことは，やはり問題と思われる。
	この点，今回の指摘を受け，担当課では，福岡食肉市場（株）の行う貸付けの貸金業該当性について，監督官庁に対して照会をかける予定とのことであった。そうであれば，監督官庁の回答に沿って，必要があれば，同社に対し貸金業登録をするよう指導していただきたい。
	イ　月例報告書について
	上述したが，集荷対策金融資金制度要綱第８条では，「融資を受けている者は，融資金の運用状況に関する月例報告書を当該報告にかかる翌月の１５日までに市長に提出するものとする。」とされているところ，福岡食肉市場（株）が提出している月例報告書には，貸付先からの出荷状況の記載があるのみであった。
	同条で「融資金の運用状況に関する月例報告書」を求めているのは，公益目的に照らし，融資金がその融資の趣旨に沿った形で運用されているか否かを確認することにあり，貸付の状況やその対象，償還状況の報告なしに，同条の月例報告書が提出されているとは言えない。報告書の記載内容を改めるよう指導すべきであろう。また，福岡食肉市場（株）の貸付が年度当初の一括貸付，年度末の一括回収のみで，月例報告の必要がないということも考えられ，その場合は要綱の規定改正を検討すべきであるが，その際には，年度当初及び年度末における報告...
	なお，本監査では，事業計画書によって「貸付希望額」や「貸付理由」は確認できたものの，事業計画に基づいて実際にどのような運用がなされたのかは確認できなかった。「融資金の運用状況に関する報告」なくしては，当該貸付の必要性，公益性に関する検討もできず，改善が必要である。
	ウ　要綱の定めについて
	(ｱ)　貸付の対象とする資金需要について
	集荷対策金融資金制度要綱は，卸売業者に対して何の資金を融資するのかといった点につき，目的条項で「卸売業者が行う集荷活動に必要な資金」（第１条）と定め，別紙（第３条第２項。もっとも，当該「別紙」は要綱の「別紙」として要綱と一体となっているわけではなく，第３条第２項の「定め」と言いうるか，疑問はある。）において，預託限度額，融資限度額，融資期間，融資条件，貸付先，貸付限度額，貸付期間等が定められているが，何の資金を貸し付けるのかといった点については規定を欠いている。
	この点，担当課からは，卸売会社と各業者との間で、目的等を記した契約書を取り交わしている旨の回答があったが，本貸付が，素畜や生産資材の購入等の資金としてなされるのであれば，その旨を要綱に規定すべきである。また，担当課によると，「生産資材」として念頭におかれているのは，飼料，生産道具類，畜舎の改築費用等とのことであり，「生産資材」と規定するだけでは曖昧にすぎると思われる。ゆえに，要綱に規定を設けるにあたっては，公益目的を達成するために必要な貸付について検討をした上で，貸付対象とする範囲を具体的に列記...
	(ｲ)　期限の利益喪失について
	担当課によると，本貸付は集荷を目的としてなされているものであることから，貸付けにあたっては，一定頭数の出荷を条件としており，もし，生産者が貸付けを受けながら福岡市中央卸売市場食肉市場へ出荷をしない場合は，直ちに期限の利益を喪失させ，貸付金の返還を求める取り扱いをしているとのことであった。
	しかし，かかる取り扱いについて，要綱は何ら規定を置いていない。
	また，本監査では，契約された出荷時期と本来の貸付金の返済時期との関係について確認できなかったものの，返済期限が原則１年以内とされている本制度において，仮に契約違反（出荷頭数が契約頭数に満たない等）の判断が年度末になされるのであれば、「期限の利益喪失」は何の意味も持たないであろう。
	生産者への貸付けにおいて一定頭数の出荷が条件なのであれば，公益目的達成のため，契約違反にいかなる対応をとるべきか検討した上で，要綱にかかる取り扱いに関する規定を設けるべきである。
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