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第１章 総務企画局の貸付金 

 

１ 留学生資金貸付金 

 

貸付金名 留学生資金貸付金 

貸付開始年度 昭和 62 年度 
外郭団体 

（市所管） 

（公財）福岡国際交流協会

（国際部） 

根拠法律，条例，規則，要綱等 留学生資金制度要綱 ※貸金業法第２条第１項第５号 

マニュアル，手引き等 延滞発生時の事務取扱い，延滞発生時の対応（フローチャート） 

広報 
①留学生向けパンフレットを作成し，レインボープラザ，大学等で配布 

②財団ホームページに貸付金制度の紹介を掲載 

貸付先 
留学の在留資格を有し，福岡都市圏の大学・短期大学に在籍する大学

生，大学院生（要綱第２条） 

保証人の必要性 有 ・ 無 物的担保の必要性  有 ・ 無 

利息の有無 有 ・ 無 利息の利率（年） 0% 

貸付金の趣旨・目的 

福岡都市圏で学ぶ留学生が，一時的又は臨時的に多額の出費が必要な

場合に資金の貸付を行う制度を設けることにより，留学生の安定した勉

学の条件整備に資することを目的とする（要綱第１条）。 

貸付金の概要 （千円） H19 H20 H21 H22 H23 

予算額 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 

当年度 

貸付実績 

貸付金額 2,750  2,234  1,520  2,245 3,370  

貸付件数 16  12  8  12 17  

回収すべき金額（当年度分）（Ａ） 2,256  2,812   1,378  2,052 2,853 

回収済み金額（当年度分）（Ｂ） 1,990 2,687  1,343  1,952 2,839 

回収すべき金額（過年度分）（Ｃ） 10 266  125  64 100 

回収済み金額（過年度分）（Ｄ） 10  266   125  64 100  

回収率（＝（Ｂ＋Ｄ）÷（Ａ＋Ｃ）） 88.3%  95.9%  97.7%  95.3%  99.5%  

貸付残高総額（Ｚ） 1,859  1,076  1,134  1,363  1,901 

貸付件数 20  11  10  13  16 

延滞債権（Ｘ＋Ｙ） 239  125  64 120  144  

未収金額（Ｘ） 239  125   64  120  144 

長期延滞債権額（Ｙ） 0  0   0  0  0 

延滞債権率（＝（Ｘ＋Ｙ）÷Ｚ） 12.9% 11.6% 5.6% 8.8% 7.6% 

不納欠損額  0 0  0  0  0  

不納欠損件数  0 0 0 0 0 

免除額  0 0  0  0  0  

免除数  0 0  0 0  0 

備考 
予算額については，原資となる留学生資金特別会計における正味財産

額を記載した。 
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 (1) 現状 

ア 公益財団法人福岡国際交流協会について 

  公益財団法人福岡国際交流協会（以下，「福岡国際交流協会」という。）は，本市の外

郭団体であり，総務企画局国際部において所管している。福岡国際交流協会は，昭和５

９年に本市に発足した福岡市国際交流センターを前身として，昭和６２年に，経済界・

大学等の協力も得て設立されたもので，出資についてはほぼ１００パーセントを福岡市

が行っている。なお，平成２４年９月３日に公益財団法人に移行した。 

  福岡国際交流協会は，イムズ８階にレインボープラザを設け，国際交流に関しての窓

口相談や各種情報提供を行い，また，在住外国人向けの法律相談，心理カウンセリング

相談などを実施している。その他，市民の国際交流を促進する事業として，ホームステ

イ，語学ボランティアの紹介，留学生を講師とした外国語教室の開催等の事業を，また，

外国人学生を支援する事業として，奨学金の支給や資金の貸し付け，福岡学生交流会館

の管理運営などの事業を，それぞれ行っている。 

  なお，福岡国際交流協会に対しては，平成２３年度には，本市から約１億６１７３万

円の補助金が交付されており（「福岡市補助金収入」），事業活動支出合計１億９３７８

万円の約８３パーセントが同補助金から賄われていることになる。 

イ 留学生資金貸付金について 

(ｱ) 留学生資金貸付金については，福岡国際交流協会設立当初である昭和６２年度から設

けられた制度であり，同貸付金については留学生資金貸付制度要綱が定められている。 

この貸付金については，公益財団法人移行前は留学生資金特別会計から支出すること

とされていた（なお，公益財団法人に移行した現在にあっては，公益事業会計に組み入

れられている。）。同特別会計における正味財産は約９００万円であり（なお，福岡市か

らの補助金６００万円，ユニバーシアード福岡大会市民の会からの寄付金３００万円で

構成されている。），この９００万円の枠内で貸付を行っていることになる。 

(ｲ) 貸付対象者は，留学の在留資格を有し，かつ，福岡都市圏（福岡市，筑紫野市，春日

市，大野城市，太宰府市，那珂川町，古賀市，宇美町，篠栗町，志免町，須惠町，新宮

町，久山町，粕屋町，宗像市，福津市，糸島市）の大学又は短期大学に在籍する大学生，

大学院生，その他理事長が特に認めた者である（要綱第２条）。なお，この「その他理

事長が特に認めた者」としては，大学・大学院の研究生に適用されたケースがあるとの

ことであった。 

貸付対象経費は，「留学生が安定した勉学を行うことができるため一時的又は臨時的

に多額の支出を必要とする経費」とされており，以下のものが列挙されている。なお，

理事長が特に認めた場合に貸付対象となる⑥の「その他経費」としては，例えば，「学

会出席のための旅費」のために貸付が認められたケースがあった。各経費に関する貸付

１－2



 

限度額は以下に定められているとおりであるが，同一人に対する貸付限度額は合計２０

万円までとされている。 

貸付金には「利子を付さないものとする」とされている。貸付を受けようとする場合

には，所定の留学生資金貸付申請書を提出して行うこととされているが，貸付申請では

必ず連帯保証人１名を立てることとされており，同申請書には「指導教官（またはこれ

に相当する教官）の所見」を記載する欄が存し，指導教官の他，「留学生担当課」の記

名押印の欄が設けられている。また，申請にあたっては「貸付の内容を証する書類」等

を付することが求められている（以上，要綱第８条）。実際には，申請にあたっては，

留学生から福岡国際交流協会の事務局においてヒアリングを実施し，これを踏まえて貸

付の可否を判断しているとのことである。なお，上記「指導教官の所見」については，

留学生の支払能力を記載するものでなく，留学生の勉学や日常生活における態度等が記

載されていた。 

 

  ①生活費 

  （要件） 

   ア 本人又は配偶者の傷病等による一時的な収入の減少があったとき 

   イ 本国からの一時的な生活費の送金の停止又は遅延による収入の減少があったと

き 

   ウ その他生計維持が困難であると認められたとき 

   （貸付限度額） 

    １０万円 

   （据置期間・返済期間） 

２か月以内を据置期間とし，１０か月または在学残月数から据置期間を除いた月

数の短い方の月数以内に返済 

  ②住宅費 

   ア 住宅を借りるに際し必要となる敷金，礼金，電話架設等に要する経費が不足し

ているとき 

   イ 住居の入居及び転居に伴う諸経費（備品の購入費，運送料等）が不足している

とき 

   （貸付限度額） 

    ２０万円 

   （据置期間・返済期間） 

２か月以内を据置期間とし，２０か月または在学残月数から据置期間を除いた月

数の短い方の月数以内に返済 

  ③医療費 
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   ア 医療費で，当座の支払いに要する経費が不足しているとき 

   イ 同居する配偶者及び子の医療費が不足しているとき 

   （貸付限度額） 

    ２０万円 

   （据置期間・返済期間） 

２か月以内を据置期間とし，２０か月または在学残月数から据置期間を除いた月

数の短い方の月数以内に返済 

  ④学費 

   ア 授業料が不足しているとき 

   イ 入学金及び施設整備費が不足しているとき 

   ウ 高額の教材費が不足しているとき 

（貸付限度額） 

    ２０万円 

   （据置期間・返済期間） 

２か月以内を据置期間とし，２０か月または在学残月数から据置期間を除いた月

数の短い方の月数以内に返済 

  ⑤一時帰国費 

    家族の不幸等により緊急やむを得ず帰国するとき 

（貸付限度額） 

    ２０万円 

   （据置期間・返済期間） 

２か月以内を据置期間とし，２０か月または在学残月数から据置期間を除いた月

数の短い方の月数以内に返済 

  ⑥その他経費 

 理事長が特に認めるとき 

（貸付限度額） 

    ２０万円 

   （据置期間・返済期間） 

２か月以内を据置期間とし，２０か月または在学残月数から据置期間を除いた月

数の短い方の月数以内に返済 

(ｳ) 貸付にあたっては，上記貸付申請書，借受人及び連帯保証人が連署した「留学生資金

借入証書」を提出させる他，福岡国際交流協会において留学生貸付票を作成して債権管

理を行っている。 

  借受人において，①貸付金をみだりに他に流用したとき，②虚偽の申請その他不正な

手段により貸付を受けたとき，③退学したとき，④留学の在留資格を失ったとき，との
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各事由が生じたときは，「理事長の指示に従い，貸付金の全部または一部につき繰り上

げて返済しなければならない」とされている。 

  また，借受人において，①死亡したとき，②傷病により勉学の継続が困難となり，帰

国したとき，③行方不明になったとき，④国外に強制退去されたとき，⑤その他理事長

が特に認めたとき，との各事由に該当し，かつ，連帯保証人において，左記①，③，⑤

に該当するときは，「返済未済金の全額についてその返済を免除することができる」と

の定めがある。また，借受人がやむを得ない事情により，一時的に返済する資力がない

と認められる場合には，「返済未済金の全額又は一部についてその返済を猶予すること

ができる」とされている。 

(ｴ) 平成２３年度には新規に１７件の貸付がなされていたが，その内容は，①生活費０件，

②住宅費１件，③医療費０件，④学費１６件，⑤一時帰国費０件，⑥その他経費（学会

出席旅費）０件であり，多くが授業料等の支払を理由とするものである。 

  平成１８年から平成２３年までの貸付件数は７４件であるが，最大５か月程度の支払

遅延が生じたケースもあったものの，１年以上の滞納が生じたものはなく，返済の免除

や返済の猶予等の手続が採られたものはない。滞納が生じた場合には，直ちに電話等に

て本人に連絡してその理由を確認し，支払を督促する他，延滞が連続する場合には大

学・連帯保証人等に連絡をし，必要に応じて自宅や大学等を訪問するなどして，延滞の

原因の把握と早期回収を図っているとのことであった。なお，福岡国際交流協会におい

ては，「延滞発生時の事務取扱い」，「対応フローチャート」を作成していた。 

  なお，過去には，平成９年度貸付分で２件，平成１１年貸付分で１件の各回収不能事

案が生じ（いずれも本人，連帯保証人とも連絡が全く取れなくなったケース），平成１

５年度に不能欠損処理を行ったという事例が存するとのことである。 

(2) 問題点 

ア 本貸付金については，市が直接貸し付けているものではなく，あくまでも市の外郭団

体たる福岡国際交流協会が行っているものであり，そのリスク等の負担は同協会に帰属

するものである。しかし，同協会の運営の多くが本市からの補助で賄われており，また，

本貸付金の原資たる留学生資金特別会計の正味財産も本市からの補助が過半を占めて

いるものであるから，本貸付制度についても，本市が直接行う貸付に準じ，公益上の必

要を基礎とし，適正に運用される必要があることは当然である。 

イ 福岡国際交流協会によれば，自治体または公的団体等が，留学生に対して，その一時

的・臨時的な出費に対して，貸付を行って支援するという制度を設けているというのは，

全国的に見ても希少であるとのことである（いくつかの県の国際交流関係団体で同種の

貸付制度があるらしいという程度であるとのこと。）。 

  現在，本市内に約３２００人の，福岡都市圏では５０００人強の留学生が学んでいる

とのことであるが，本市は「協力と競争を通じてアジアの交流拠点都市を目指す」と政
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策目標を掲げ，「優秀な留学生の本市への集積を促進し，本市の国際化，活性化の推進

を図る」ことを目指している。確かに，留学生においては経済的に必ずしも余裕がない

ことも多い一方，金融機関等から融資を受けたりすることも難しく，また，経済面で支

援してくれる親戚や知人等も少ない。アルバイト収入だけで，生活費，学費を工面して

いるような留学生も多いとのことであるが，このような留学生に一時的・臨時的な出費

の必要性が生じると，本邦での学業や生活の継続が難しくなるということもありうる。

さすれば，かかる留学生に対して一時的・臨時的な生活資金等を貸し付けてその生活を

支援し，学業に打ち込める環境整備を行うことは，本市の政策目標とも合致し，また，

他の自治体にはない特色としても，相応の公益上の必要性が存すると評価できるものと

考える。 

ウ 留学生を対象とする本貸付金については，滞納や回収不能のリスクが高い性質を有し

ていると思われるところであるが，支払の遅れは見られるものの，少なくともここ数年

は１年以上にわたる延滞や回収不能は生じていないとのことであり，貸付にあたっての

事前審査や指導，返済金の口座引落ができなかったときの督促等が比較的うまく機能し

ている結果ではないかと思われる。 

  一方で，福岡市及び福岡市都市圏における留学生数に比べると利用数が少ないように

感じられ，また，確保している貸付原資にも未だ余裕がある実態にあるようである。福

岡国際交流協会においては，上記のとおり，留学生向けのパンフレットを作成し，レイ

ンボープラザ，大学等にて配布するとともに，財団ホームページに貸付金制度の紹介を

掲載するなどの広報を行っているとのことであるが，利用者が本制度を知るに至ったき

っかけを確認すると，「友人である留学生から聞いた」との，いわゆる「口コミ」が最

も多いとのようである。せっかくの特色ある制度であるが，広く知られなければ，現に

いる留学生を引き留めることはできても，優秀な留学生の誘引には必ずしもつながらな

い。ついては，さらに周知を図り，利用を促進することが必要であろうと思われる。 

エ 上記のとおり，留学生資金貸付制度要綱では，借受人において，①貸付金をみだりに

他に流用したとき，②虚偽の申請その他不正な手段により貸付を受けたとき，③退学し

たとき，④留学の在留資格を失ったとき，との各事由が生じたときは，「理事長の指示

に従い，貸付金の全部または一部につき繰り上げて返済しなければならない」との，い

わゆる期限の利益の喪失の定めがあるが，「返済義務を怠ったとき」などとの返済義務

の懈怠が期限の利益喪失事由に挙げられていない。在学する大学の留学生担当課などと

の協力や，連帯保証人に対する通知などにより，法的手続による回収によらずとも比較

的回収が確保できているようであるが，期限の利益喪失事由には返済義務の懈怠も挙げ

るのが望ましいであろう。 
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第２章 財政局 

 

１  福岡市施設整備公社貸付金 

(1) 現状 

貸付金名 福岡市施設整備公社貸付金 

貸付開始年度 平成 12 年度 担当部・課 
アセットマネジメント推進部 

アセットマネジメント推進課 

根拠法律，条例，規則，要綱等 福岡市貸付金に関する協定書(法令はなし） 

マニュアル，手引き等 なし 

広報 なし 

貸付先（貸付金の対象者）  （財）福岡市施設整備公社 

保証人の必要性 有 ・ 無 物的担保の必要性  有 ・ 無 

利息の有無 有 ・ 無 利息の利率（年）     0％ 

貸付金の趣旨・目的 

 （財）福岡市施設整備公社においては，本市（教育委員会）からの依

頼に基づき学校施設の先行整備（立替施工）を行う学校建設事業を実

施している。 

 同事業は，公社が当該事業のための建設資金（長期借入金）を金融

機関から借り入れて建設を行い，その後，本市が同施設を買い取り，

その買い取り代金により公社は長期借入金を返済するという事業手

法となっている。 

 この長期借入金に対する利息分については，利息を支払わずに元

本に組み入れられることになれば，さらにこれに利息がかかることに

なり，最終的に本市が学校施設を買い取る際の負担が重くなる。その

ため，福岡市が学校施設を買い取る際の費用負担軽減を図る目的か

ら，当該利息分について，本市が公社へ貸し付けを行っているもので

ある。 

貸付金の概要 （千円） H19 H20 H21 H22 H23 

予算額  166,495  259,106  284,911  67,934  74,960 

当年度 

貸付実

績 

貸付金額  108,379  174,969  197,011  48,554  48,972 

貸付件数       2      2       2     2     2 

回収すべき金額（当年度分）Ａ  108,379  174,969  197,011  48,554  48,972 

回収済み金額（当年度分）Ｂ  108,379  174,969  197,011  48,554  48,972 

回収すべき金額（過年度分）Ｃ 0 0 0 0 0 

回収済み金額（過年度分）Ｄ 0  0  0  0  0  

回収率（（Ｂ＋Ｄ）÷（Ａ＋Ｃ））                           

貸付残高総額 Ｚ           

貸付件数                            

延滞債権（Ｘ＋Ｙ）                             

未収金額 Ｘ                            

単年度償還 
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長期延滞債権額 Ｙ           

延滞債権率 （（Ｘ＋Ｙ）÷Ｚ）                              

不納欠損額            

不納欠損件数                                   

免除額  0 0  0  0  0  

免除件数  0 0 0 0 0 

備考  0 0  0  0  0  

免除件数  0 0  0  0  0  

備考 
※１ 年度中 2 回（4 月，9 月）の貸付を行う。貸付先は(財)福岡市施設

整備公社のみ。  

 

 

ア 福岡市施設整備公社について 

福岡市施設整備公社は，福岡市の外郭団体のうちの一つであり，公共建築物の維持保  

全に関する業務等を行うとともに，その成果を一般に普及することにより，建築物の安全

性と機能性の確保を図り，それによって市民の生活環境の向上と福祉の増進に寄与するこ

とを目的として，平成１２年３月に設立された財団法人である。福岡市施設整備公社が設

立される以前は財団法人福岡市学校建設公社が福岡市市立学校の建設や教育施設の維持保

全業務等を行っていたが，福岡市施設整備公社の設立に伴い，福岡市学校建設公社は解散

し，これらの業務を福岡市施設整備公社が承継した。 

 

イ 福岡市施設整備公社貸付金について 

福岡市立学校施設等の建設は，基本的には市が直接行うこととしているが，一部につ

いては，福岡市からの依頼に基づいて福岡市施設整備公社が建設事業を実施している。学

校建設事業を実施するにあたり必要となる建設資金は福岡市施設整備公社が金融機関から

の長期借り入れによって調達し，施設完成後に福岡市が同施設を買い取る際に支払われる

代金をもって金融機関に対する借入金を返済している。この銀行からの長期借り入れにか

かる利息の支払いに必要となる資金を福岡市が貸し付けているのが本貸付金である。 

福岡市施設整備公社が金融機関から借り入れるにあたり金融機関に対して負担する利

率は，福岡市，協調融資銀行団（現在は福岡銀行，西日本シティ銀行，三井住友銀行，福

岡中央銀行の４行で構成されている。），福岡市施設整備公社の協定で定められており，変

動利率となっている。具体的には，みずほコーポレート銀行の長期プライムレート（民間

金融機関が企業に対して貸付期間を１年以上として融資をする際に最低限度となる金

利）から０．４％引き下げた利率とされており，たとえば，「平成２４年９月末日の福

2－2



岡市施設整備公社の金融機関に対する利息支払時における利率は，０．８５パーセン

ト（同時期の長期プライムレートは１．２５パーセント）であり，この利率は次の利

息支払い時期（６カ月後）に見直しをされる。 

(ｱ)   目的 

  学校建設事業については，学校施設建設への国庫補助金について定めた「義務教育諸学

校等の施設費の国庫負担等に関する法律」第３条に基づき，福岡市施設整備公社が立替施

工を行った場合でも，市が直接建設する場合と同様に補助金が交付されるようになってい

る。国庫補助金については，複数年度で福岡市への学校施設の分割譲渡も可能であるため，

福岡市が建設事業費を支出して建設にあたるよりも，福岡市施設整備公社に建設を依頼し

て完成後の施設を買い取る手法のほうが，単年度の支出が多額にならず，返済を平準化で

きることにあるとのことであった。また，地方公共団体が，学校施設等を建設する場合等

には，下記対象経費の２分の１を国が負担することとされているところ（義務教育諸学校

等の施設費の国庫負担等に関する法律），対象経費が算定される基準日との関係上，もっ

とも福岡市にとって有利となるタイミングで学校施設を買い取ることができるという点

でも，自ら建設事業を行う方法よりも建設後の施設を購入するという手法が好ましいとの

ことであった。 

 以上の理由により，財政負担の平準化や国庫補助金の有効活用が図られるものに対し，

福岡市施設整備公社による学校建設を行っている。 

 （国の負担となる対象経費） 

①公立の小・中学校における教室の不足を解消するための校舎の新築又は増築（買収その

他これに準ずる方法を含む。以下同じ。）に要する経費 

②公立の小・中学校の屋内運動場の新築又は増築に要する経費 

③公立の中高一貫学校の中学校及び公立の中等教育学校の前期課程の建物の新築又は増築

に要する経費  

④公立の特別支援学校の小・中学部の建物の新築又は増築に要する経費 

⑤公立の小・中学校を適正な規模にするため統合しようとすることに伴つて必要となり，

又は統合したことに伴つて必要となつた校舎又は屋内運動場の新築又は増築に要する経費 

※①乃至⑤の買収費等の経費は，新築・増築・買収等を行う年度の５月１日における当該

学校の児童（生徒）数と当該学校の保有面積等を基準にして算定される（義務教育諸学校

の施設費の国庫負担等に関する法律５条乃至５条の３）。 

 

(ｲ)   必要性 

福岡市が福岡市施設整備公社から学校施設等を買い取る際に支払われる代金は， 

①工事費及び工事に付随する諸経費 

②借入金の利息 
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③前２号に係る消費税及び地方消費税相当額 

を合計した金額である（福岡市学校施設等の建設及び譲渡等に関する協定書第４条）。

担当課によれば，この②借入金の利息との関係で，福岡市が本貸付を貸し付けない場合，

利息に対する利息が発生する（複利）ため，最終的に福岡市が買い取る際の負担が増加す

ることになるということから，貸し付ける必要があるとのことであった。 

(ｳ)   手続きの流れ 

本貸付金は，毎年度，４月と９月に２回申し込み及び貸付金の交付が実施されており，毎

年度末に当該年度貸付金が返済される。福岡市への返済原資は，従来は金融機関からの短

期借入（借入期間１日）により調達していたが，現在は福岡市施設整備公社の自己資金か

ら返済を行っている。本貸付金については，要綱等は存在しないが，毎年度，契約書にか

わる協定書を作成している。手続きの流れは以下のとおりである。 

 

≪福岡市施設整備公社・福岡市間の手続きの流れ≫ 

4月　貸付金に関する協定書締結

4月　貸付金申込書

4月　貸付金交付

9月　貸付金申込書

9月末　貸付金交付

3月　返済請求

3月末　返済

福
岡
市

公
社
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(ｴ)   貸付状況 

 平成２３年４月の福岡市から福岡市施設整備公社への貸付額は３，９６７万３，９７８

円であり，その内訳は以下の通りである。 

貸付については，対象学校施設毎に借り入れた年度や長期借入金に応じ，毎年度必要と

なる額について算定されており，必要額の計上が適切になされているところである。 

たとえば，照葉中学校の建設事業についてみると，借入年度から５年程経過した現在で，

これまで支払った利息を合計すると，既に借入金元金の５％相当額にのぼる。 

平成２３年４月貸付分利息の内訳    

（単位：円）

 平成22年度上半期
までの累計・・・Ａ

 平成22年度下半期
分・・・Ｂ

 合計
・・・Ｃ（Ａ＋Ｂ）

照葉中学校 H19～20年度 477,337,500   20,610,721        2,499,150         23,109,871   4.84%
松島小学校 H20年度 157,454,100   3,522,866         824,367            4,347,233     2.76%
西新小学校 H20年度 64,832,250     1,450,545         339,435            1,789,980     2.76%
照葉小学校 H21年度 354,489,450   3,450,384         1,855,967         5,306,351     1.50%
那珂小学校 H21～22年度 485,018,100   2,040,239         2,539,363         4,579,602     0.94%
元岡小学校 H22年度 211,375,500   133,702           389,342            523,044       0.25%
金武小学校 H22年度 80,538,150     -                    5,294               5,294          0.01%
田村小学校 H22年度 94,920,000     -                    6,238               6,238          0.01%
箱崎清松中学校 H22年度 96,831,000     -                    6,365               6,365          0.01%

2,022,796,050 31,208,457        8,465,521         39,673,978   1.96%

※１　平成22年度上半期までの利息合計額（Ａ）は、平成22年度末に一度福岡市に返済され、平成23年4月に、
返済をされた平成22年度上半期までの累計額（Ａ）と平成22年度下半期分（Ｂ）の合計額（Ａ＋Ｂ＝Ｃ）が貸し付け
られる

対象学校施設等 借入年度 長期借入金
支払利息  平成22年度下半期

分までの利息合計
額/借入元金

計

 

平成２３年９月貸付分利息の内訳 

平成２３年９月の福岡市から福岡市施設整備公社への貸付額は９，２９８，１３１円であ

り，その内訳は下記のとおりである。 
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（単位：円）
支 払 利 息

平成23年度上半期分

松島小学校 H20年度 157,454,100     947,310              
西新小学校 H20年度 64,832,250       390,057              
照葉小学校 H21年度 354,489,450     2,132,760            
那珂小学校 H21～22年度 485,018,100     2,918,075            
元岡小学校 H22年度 211,375,500     1,271,724            
金武小学校 H22年度 80,538,150       484,551              
田村小学校 H22年度 94,920,000       571,078              
箱崎清松中学校 H22年度 96,831,000       582,576              

1,545,458,550   9,298,131            

対 象 学 校 施 設 等 借 入 年 度 長 期 借 入 金

計  

 

(ｵ)   過去の監査 

本貸付金については，平成２０年度の財政援助団体等監査において，「「学校施設等の建

設，貸付け及び譲渡に関する事業」については，金融機関からの借り入れにより事業資金

を調達している。事業資金の借り入れに当たっては，経済性を考慮し，現に事業資金が必

要となる時期に行わなければならない。しかしながら，平成１８年度借入金事務において，

事業資金を借り入れてから支払までに相当の期間を要し，不要な借入金に係る利息が生じ

ているものがあった。事業資金の借り入れに当たっては適正な時期に行うよう注意された

い。」旨指摘されている。これを受けて，本貸付金の支払い原資については，金融機関から

の短期借り入れではなく，自己資金を原資とするよう改善されたとのことである。 

 

（2） 問題点 

ア 公益上の必要性・相当性 

 本貸付金は，学校施設等を市民に提供することを目的とした福岡市における学校施設

建設にかかるスキームの一環と位置付けられる制度であり，公益上の必要性はある。 

  もっとも，上記平成２３年４月及び９月貸付分利息の内訳に記載したとおり，本貸付

金において福岡市が支出する金額は決して低額とはいえない。また，単年度毎に償還さ

れるスキームがとられているが，最終的には福岡市学校施設等の建設及び譲渡等に関す

る協定書で規定されているとおり，福岡市が利息分を含めて福岡市施設整備公社に対し

て売買代金を支払うことになるのであるから，その負担は軽いとは言えない（たとえば，

平成２３年６月９日に福岡市と福岡市施設整備公社が締結した学校施設譲渡契約では，

買取代金５億２７５万６，３１７円のうち，「工事費等」は４億７，７３３万７，５０

０円で，「借入金利息等」は２，５４１万８，８１７円と，買取代金の約５％を「借入

金利息等」が占めている。）。また，福岡市が負担することとなる福岡市施設整備公社が

金融機関に対して負担する利率１．２％と，福岡市の市債の利息０．１９％を比べても，

負担する資金額という面からのみ見れば，そもそも建設資金や利息等を負担して福岡市
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施設整備公社に借り入れをさせたうえで建設を依頼するのではなく，福岡市が福岡市施

設整備公社に貸付をしたり，福岡市が自ら建設したりする方法のほうがよいようにも思

われる。 

  しかしながら，担当課によれば，福岡市が自ら建設又は建設資金を福岡市施設整備公

社へ貸し付けることになれば，その建設資金を一時に調達しなければならなくなるとこ

ろ，福岡市施設整備公社から買い取るという方法をとることにより，売買代金を分割で

支払うことが可能になり，期限の利益を得ることができるという利点がある。さらに，

資金調達時期を，学校施設等の建設着手時期ではなく，実際に当該学校施設が必要とな

る施設完成時期（施設買い取り時期）にずらすことにより，上記イ(ｱ)「目的」記載の

国庫補助を受けやすくなるという利点もある。 

  このような利点を考えれば，福岡市施設整備公社が金融機関から借り入れをして，そ

の利息分を福岡市が福岡市施設整備公社に貸し付けるという本貸付金のスキームには

相当性が認められると考えられる。 

イ 協定書の定め 

  福岡市が福岡市施設整備公社と毎年度取り交わしている協定書には，①貸付目的，②

貸付額，③返済期限，④貸付利息（無利息），⑤遅延損害金，⑥貸付金の管理等につい

て定めがあるが，このうち，貸付金の管理について，「乙（福岡市施設整備公社）は，

貸付金を常に確実な方法により保管するとともに，その出納を明確に記録するものとす

る」との規定がある（平成２３年４月１日付「福岡市貸付金に関する協定書」第７条）。

この条項に従えば，福岡市施設整備公社は福岡市からの借入金を「常に確実な方法によ

り保管」しなければならないことになるが，本貸付金の趣旨目的からすると，福岡市施

設整備公社が借入金を保管することは予定されておらず，金融機関への弁済にあてられ

なければならないし，実際にそのように処理されているはずである。このまま協定書の

文言を維持すると，福岡市施設整備公社の借入金にかかる処理は協定書違反の行為とな

ってしまう。 

  したがって，協定書の文言は，「乙は，貸付金を本協定書に定める目的以外に使用して

はならず，その出納を明確に記録するものとする」等と変更されるべきである。 

ウ 単年度貸付とすることの相当性 

  上記フロー図のとおり，当初貸付年度であるＸ年度にＸ年度分の利息を貸し付け，同

年度末にＸ年度分の利息の返済を受け，さらに翌Ｘ＋１年に，弁済を受けたＸ年度分の

利息とＸ＋１年度分の利息の合計額を貸し付けるという流れをとっている。あわせて，

上記概要表のとおり本貸付金には要綱等がなく，毎年度作成されている協定書に基づい

て事務が執行されていることから，形式的にみればひとつの年度が終了した段階で貸付

を行わないという選択肢もありうる。しかしながら，福岡市からの依頼を受けて福岡市

施設整備公社が学校施設等を建設するために金融機関から長期借入を行い，完成後に福

2－7



岡市がこれを買い取ってその売買代金をもって長期借入金を弁済するという手法をと

っていることから，金融機関からの長期借入が続いている期間中に，その利息の支払い

に充てるための本貸付を実施しないことは，現実的には不可能である。とすると，本貸

付金は，単年度で償還を受ける方法をとっているが，実質的には長期貸付であることは

明らかである。 

従って，本貸付金についても，実質的には長期貸付であるにもかかわらず単年度貸付

をしており，その問題点については総論で述べたとおりである。 
 

☞意見７ 

☆ 単年度貸付については，長期貸付への変更を検討すべきである。 

 

エ 要綱・マニュアル・手引きが存在しないことについて 

  本貸付金は，上述のとおり，その性質上，一定年度継続することが前提とされている

が，貸付の基準となるべき要綱・マニュアル・手引き等が存在しないまま，毎年協定書

を作成して貸付が実行されている。とすると，本貸付金についても，総論で述べた要綱

が存在しないという問題点が当てはまるようにも思われる。 

  しかしながら，本貸付金については，福岡市の学校施設等の建設のためのスキームの

一環であり，福岡市施設整備公社による建設費借入，学校施設等の建設，その後の福岡

市による学校施設等の買取というスキームについては，以下のとおり一定の契約書等が

存在する。 

 ・福岡市による学校施設等の買取については「福岡市学校施設等の建設及び譲渡等に関

する協定書」 

 ・福岡市が貸し付けることになる金融機関に対する利率については「協定書」 

 ・本貸付金については「福岡市貸付金に関する協定書」 

 これらの契約書をもって，貸付の基準となるべき要綱類似のものが存在するとまでは言

えないが，これらの契約書等により，本貸付金の使徒，金額（金融機関からの借入利率），

貸付期間（金融機関への返済期間）等は相当程度特定することが可能である。 

  本貸付金については，以上のとおり，学校施設取得のためのスキームの一部としての

貸付であり，このスキームについて複数の契約書等が存在しているという事情があるた

め要綱が存在しないことにより支障が生じる可能性は低いと考えられる。もっとも，貸

付を適正に実施するためには，その基準・条件等を要綱等で一元化しておくことは有用

であると思われるので，福岡市においては，本貸付金についても，要綱を作成すること

を検討して頂きたい。 
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第３章 市民局の貸付金 

 

１ 集会施設用地購入資金融資（預託金） 

 

貸付金名 集会施設用地購入資金融資（預託金） 

貸付開始年度 平成 14 年度 担当部・課 
コミュニティ推進部公民館

調整課 

根拠法律，条例，規則，要綱等 福岡市集会施設用地購入資金融資制度要綱 

マニュアル，手引き等 「融資に係る事務の流れ」 

広報 ホームページ 

貸付先（最終借主） 指定金融機関 ※1 （地縁団体） 

保証人の必要性 有 ・ 無 物的担保の必要性  有 ・無  

利息の有無 有 ・ 無 利息の利率（年） 0％※2 

貸付金の趣旨・目的 
地縁団体が自ら設置する集会施設の建設・購入のための用地購入に必

要な資金を融資する。 

貸付金の概要 （千円） H19 H20 H21 H22 H23 

予算額 7,637 8,494  10,091 8,197 13,198 

当年度 

貸付実績 

貸付金額 6,615 7,493 9,091 7,939 6,686 

貸付件数 ※1 1 1 1 1 1 

回収すべき金額（当年度分）（A） 6,615 7,493 9,091 7,939 6,686 

回収済み金額（当年度分）（B） 6,615 7,493 9,091 7,939 6,686 

回収すべき金額（過年度分）（C） 0 0 0 0 0 

回収済み金額（過年度分）（D） 0   0 0   0  0 

回収率（＝（B+D）÷（Ａ+C）） 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

貸付残高総額（Z） ※3      

貸付件数      

延滞債権（X+Y）      

未収金額（X）      

長期延滞債権額（Y）      

延滞債権率（＝（X+Y）÷Z）      

不納欠損額 0  0  0  0  0 

不納欠損件数 0  0 0 0  0 

免除額 0  0  0  0  0 

免除件数 0  0  0  0  0 

 

単年度償還 
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備考 

※１ 金融機関に対して融資原資の一部を預託する。貸付件数は金融機

関数である。 

※２ 金融機関からの融資利率は長期プライムレートによる。ただしそれ

が 3％以上のときは 3％とする。 

※３ 単年度預託であり，年度末に一括返済されるため形式上の残高は

0 となる。 

  

（１）現状 

 ア 本制度の趣旨  

   地縁団体が設置する集会施設の建設，購入のための用地購入に必要な資金の融資を

受けられるようにするため，金融機関に融資原資の一部を預託するものである。集会

施設用地は，地縁団体である自治体・町内会等が確保すべきものであるが，適地があ

っても資金不足から取得できない場合がある。地域の集会施設はコミュニティ活動の

場として重要であり，本制度はその取得の促進に寄与しようとするものである（福岡

市集会施設用地購入資金融資制度要綱第１条 以下「要綱」という）。 

 

 イ 地縁団体 

   本制度の対象となる団体は，地方自治法第２６０条の２第１項の規定に基づき市長

の認可を受けた地縁による団体（認可地縁団体）である（要綱第１条）。自治会，町内

会等がこれにあたる。 

   福岡市においては，平成１６年４月から，新たなコミュニティ施策の中心的担い手

として自治協議会制度が創設された（福岡市自治協議会に関する要綱参照）。自治協議

会のメンバーである自治会，町内会は福岡市内に約２３００団体があるが，そのうち

集会施設を保有しているのは約８００団体である（福岡市によるアンケート結果）。 

 

 ウ 貸付金制度の内容 

   地縁団体が集会施設用地をする際の資金を，福岡市が直接供給するものではなく，

金融機関による融資をあっせんするとともに，金融機関に対して融資原資の一部を預

託という形で供給する。年度初めに金融機関の融資額（年度末残高）の１／３を預託

する。新規融資分についてはその都度期中に融資額の１／３を預託する。年度末には，

金融機関から預託利息を加えた金額を回収する。預託利率の推移は以下のとおりであ

る。 

年度（平成） 14 15 16 17～20 21～ 

利率（％） 0.6 0.2 0.05 0.03 0 

  

預託するについての要綱の定めは以下のような簡単なものであり，預託時（年度
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初め，追加預託時）に預託契約書が作成される。 

 

第２条 市長は，別表１に定める金融機関（略）に，事情の規定による融

資に必要な一定の金額を預託する。 

       第３条 金融機関は，前条の規定により預託された金額に当該預託金の２．

０倍以上の自己資金を加えた金額をもって，福岡市集会施設用地購

入資金（略）の融資を行うものとする。 

 

   融資対象は次のいずれかに該当する用地である（要綱第４条）。 

 

（1） 集会施設を建設しようとする場合の購入する用地であること 

（2） 集会施設設置のために建物を取得する場合の購入する用地である 

こと 

（3） 借地上に集会施設を所有する場合の購入する用地であること 

（4） 借地上でかつ集会施設を借上げている場合の購入する用地である 

こと（ただし，当該用地上の建物を同時に購入する場合に限る） 

 

   融資条件は次のとおりである（要綱第５条）。 

（1） 融資限度額 

集会施設用地購入経費（契約，登記等の事務経費を除く）の８０％

に相当する額（上限２５００万円）。 

（2） 融資利率 

融資決定時点における長期プライムレートと同率（固定）。た

だし，同レートが３％以上のときは３％。 

（3） 融資期間 

１５年以内（１年以内の据置期間を含む）。 

（4） 償還方法 

        元利均等月賦償還又はこれと元利均等半年賦償還の併用。 

（5） 担保および保証人 

融資対象用地及び当該用地上に建設または所有する集会施設

に担保権を設定する。地縁団体の会長及び会長以外の役員 1

名を保証人とする。 

（6） 集会施設の着手期限 

集会施設を建設する場合は，融資日から 1年以内に建設に着手しな

ければならない。 
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なお，集会施設建物の取得費用については，昭和５３年に開始された集会施設建設

補助金がある。これは修繕，増築・改築，借上も助成対象とされている。 

 

エ 手続 

   融資を受けようとする団体は，所定の申込書に事業計画書，決算書等を添付して市

（区役所）に提出する（要綱第７条）。市の審査の結果融資のあっせんをすることに決

定したときは，市から金融機関に融資あっせん書を送付する。金融機関での審査の結

果融資を行うことになれば団体に融資決定の通知がなされ，融資が実行される。金融

機関からは融資実行報告書が市に提出される（以上要綱第８条）。なお，融資を受けよ

うとする団体は，原則として融資を受ける前年度の９月末までに，市に用地購入計画

書を提出し，融資希望金融機関の事前審査を受けておく必要がある（要綱第 6条）。 

   融資を受けた団体は，融資に係る用地の購入が完了したときは所定の融資対象事業

完了届を，集会施設の建築に着手したときおよび完了したときは所定の工事着手届な

いし工事完了届を市に提出する（要綱第１０条）。 

   貸付金の回収，管理は金融機関が行い，市は金融機関から毎年３月１０日までに当

該年度の償還状況の報告を受ける。 

担当者用のマニュアルとして，「融資に係る事務の流れ」，「融資に係る事前相談事

務チェックリスト」，「用地購入計画書提出時の審査手続き（市の確認事項）」が作られ

ている。 

 

オ 広報と利用状況 

   建物の建設費等の助成とあわせて，地域集会施設助成制度として福岡市のＨＰで広

報されている。 

  現在本貸付金を借り入れて土地を購入し，現に返済中の団体は５団体あり，平成２

４年度における預託額の積算は以下のとおりである。平成 24年度の預託額は借入残額

１６，１６２，８９３円の１/３＝５，３８７，０００円である。 

 

融資先 融資実行日 借入額 残高

H24.3.31 

Ａ自治会 H14.8.5 11,900,000 435,058 

Ｂ自治会 H14.11.21 12,700,000 5,086,195 

Ｃ自治会 H19.2.8 4,000,000 2,048,031 

Ｄ町内会 H20.6.24 5,000,000 4,145,609 
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Ｅ町内会 H21.7.30 7,200,000 4,448,000 

計 40,800,000 16,162,893 

 

 カ 類似制度 

   なし。 

   なお，福岡市においては，集会施設建物の新築・購入・増改築・修繕等を行う場合

の費用を助成（補助金）する制度がある。建物が補助金であるのに対して用地が貸付

である理由について，担当課は，用地は自前で用意してもらうという方針であること

と，建物取り壊し後に土地を売却することがあることをあげている。 

  

 キ 過去の内部監査等の指摘 

   集会施設建設補助金とあわせて，集会施設建設等助成事業が平成２２年度の事業仕

分けの対象になっている。「事業に対する所轄部署の総合評価」はＡ，「今後の事業展

開」はⅠ（拡充・継続）となっている。ただし，外部評価対象事業ではないため自己

評価のみであり，外部評価者による評価は行われていない。   

   

（２）問題点 

 ア 必要性と相当性 

   ここ数年は新規貸付が０～１件であり，平成２２，２３年度は０件である。本貸付

金が広く利用されているとは言いがたい。 

   しかし，潜在的には需要があると考えられる。福岡市では２，３年おきに集会施設

に関するアンケートを自治会等に実施しているが，それによると約１００団体が集会

施設を新たに取得することを希望している。担当課によれば，自治会，町内会のうち

集会施設を保有しているものはその５割に満たないという現状であり，取得を希望し

ている自治会等も多い。集会施設の保有を助長していく必要性は肯定されよう。 

   なお，ある程度同種の機能を果たしている施設に公民館があるが，これはあくまで

市の施設であり，地域住民にとっての使い勝手は自前の施設とは異なると思われる。

また，公民館は小学校区ごとにしか設置されていないため，多くの自治会等を抱える

校区においては利用が競合し需要を満たせないことが生じうる。福岡市がそのコミュ

ニティ施策を進めるにおいて，地域の集会施設は重要な役割を果たすことが期待され

るから，その独自の存在意義は小さくない。 

   以上より，本貸付金制度の必要性は肯定できると考える。 

   手段としての相当性も肯定しうると考える。市が地縁団体に直接貸付を行うのでは

なく，融資原資を供給して金融機関による融資のあっせんを行うという形態にも，市

がリスクを負わない点で合理性があると考えられる。また，建物に対する助成（補助
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金）と助成方法が異なる点も，建物を取り壊した後に転売ないし他の用途に転用する

ことも可能であること等に鑑みて合理性がないとはいえないであろう。 

 

 イ 手続き 

   要綱の大部分は金融機関からユーザーへの融資に関する規定であって，市から金融

機関への預託について定めたものではない。前述のように第２条及び第３条に次のと

おり定めているのみである。 

      第２条 市長は，別表１に定める金融機関（略）に，次条の規定による融資

に必要な一定の金額を預託する。 

      第３条 金融機関は，前条の規定により預託された金額に当該預託金の２．

０倍以上の自己資金を加えた金額をもって，福岡市集会施設用地購入

資金（略）の融資を行うものとする。 

預託利率についてもその都度契約書で定めている。制度の安定的な運用のためには， 

金融機関に対する預託について，制度の内容が具体的にわかるように要綱で定めるか

基本契約を締結すべきである（第２部第２章第２の１）。この点については便宜上エで

述べる。 

 

 ウ 単年度預託であること 

   本制度のような単年度預託型の貸付金の問題点は，総論（第２部第２章第２の３）

で述べたとおりである。本貸付金についても他の単年度預託型の貸付金とともに改善

が望まれる。 

 

☞意見８ 

☆ 単年度預託である点については，できるだけ速やかに改善すべきである。 
 

 エ 預託方法 

   本貸付金は金融機関に対して預託を行っているが，現在とられている単年度預託を

前提としても以下の問題がある。 

   本貸付金については，いつまで預託を行うのかについて定められておらず，金融機

関のエンドユーザー（本件では地縁団体）に対する融資が完済されるまで，毎年預託

が行われる。そのため，預託が本来の融資期間よりも長期に亘ってしまうことも起こ

りうる。この点で，たとえば住宅都市局所管の「福岡市住宅建設資金等融資制度」の

ように融資期間が一定期間を経過したものについては預託を行わない旨の規定を置く

ことが考えられる。 

   また，預託の終了時期を定めたうえで，次年度預託の金額（エンドユーザーへの融
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資残額を基礎にするのか，終了時期をもとに毎年預託額から同じ金額を減少していき，

最終的にゼロにするのかなど）を検討することが望ましい。 

 

☞意見９ 

☆ 単年度預託を前提にするとしても，預託の終了時期を決めて行うべき 

であり，預託の終了時期を含めて，預託制度の内容が具体的にわかるよ 

うな要綱に改正すべきである。 
  

オ 結論 

   本制度は多く利用されているとはいえないが，福岡市がすすめているコミュニティ

施策を前提とするかぎり，地域住民の集う場所である自治会等の集会施設の取得を支

援することは必要である。本制度がそのための有用な制度であることは認められるの

で，制度の必要性が乏しいとはいえないであろう。イ～エの点を改めたうえで，制度

は維持すべきであると考える。 
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２ 福岡市若年者専修学校等技能習得資金 

 

貸付金名 福岡市若年者専修学校等技能習得資金 

貸付開始年度 平成 14 年度 担当部・課 人権部地域施策課 

根拠法律，条例，規則，要綱等 福岡市若年者専修学校等技能習得資金貸与条例，同施行規則 

マニュアル，手引き等 
若年者専修学校等技能習得資金事業担当者会議資料 

若年者専修学校等技能習得資金貸与事業債権管理事務処理の手引 

広報 年一回市政だよりに掲載している。 

貸付先 専修学校在学者（詳細は本文参照） 

保証人の必要性 有 ・ 無 物的担保の必要性  有 ・無  

利息の有無 有 ・ 無 ※1 利息の利率（年） 0％ 

貸付金の趣旨・目的 

経済的な理由により専修学校等において修学することが困難な若年者に

対して技能習得資金を貸与し，職業に必要な技能及び知識の習得を奨励

することにより，これらの者の終了の機会の増大に資すること。 

貸付金の概要 （千円） H19 H20 H21 H22 H23 

予算額 11,340 9,150 2,942 3,307 5,619 

当年度 

貸付実績 

貸付金額 3,340 990 1,196 2,020 2,556 

貸付件数 9 2 2 5 6 

回収すべき金額(当年度分)(Ａ) 1,116 1,909 2,654 2,496 2,710 

回収済み金額（当年度分）(B) 834 1,280 1,651 1,560 1,582 

回収すべき金額（過年度分）(C) 423 705 1,289 2,242 3,167 

回収済み金額（過年度分）(D) 0 45 50 11 0 

回収率（＝(B+D)÷（A+C）） 54.2％ 50.7％ 43.1％ 33.2％ 26.9％ 

貸付残高総額（Z）  5,717 11,553 14,492 15,228 16,072 

貸付件数 12 22 23 23 24 

延滞債権（X+Y） 650 1,226 2,226 3,163 4,215 

未収金額（X） 226  577 1,001 937 1,053 

長期延滞債権額(Y) 424 649 1,225 2,226 3,162 

延滞債権率（＝（X+Ｙ）÷Z） 11.4％  10.6％ 15.4％ 20.8％ 26.2％ 

不納欠損額 0  0  0  0  0 

不納欠損件数 0  0 0 0  0 

免除額 0  0  0  0  0 

免除件数 0  0  0  0  0 
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備考 ※1 延滞利息は年 10.75％ 

 

（１）現状 

 ア 本制度の趣旨と沿革  

   経済的な理由により専修学校等において修学することが困難な若年者に対して技能

習得資金を貸与し，職業に必要な技能及び知識の習得を奨励することにより，これら

の者の就労の機会の増大に資することを目的とする。昭和４５年から平成１３年まで

は，同和対策事業として同和地区住民を対象とする制度（地域改善対策専修学校等技

能習得資金）であった。「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関す

る法律」（地対財特法）が平成１３年度末（同１４年３月３１日）で失効したため，同

１４年度からは対象住民の制限を廃止し，対象校の限定と所得制限を加えた現行の施

策となった。一般の奨学金を受けにくい学校に在学する若年者に修学資金を援助する

ことにより，その就労の機会を増やそうとするものである。 

   本事業は１００％福岡県の補助事業であり，「福岡県若年者専修学校等技能習得資金

補助金要綱」（以下県要綱という）に基づき，県から市町村に対して交付される補助金

のみを財源として実施されている。対象校や対象者も県が定めている。福岡市におい

ては「福岡市若年者専修学校等技能習得資金貸与条例」（以下単に条例という）および

同施行規則（以下単に施行規則という）が定められている。 

 

 イ 対象者 

   本制度において「専修学校等」とは，次の各号に掲げる学校をいう（条例第２条第

１項，県要綱第２条第１号）。 

        （1）学校教育法第１２４条に規定する専修学校（修業年限が２年以上の専

門課程を除く） 

        （2）学校教育法第１３４条に規定する各種学校（修業年限が１年以上であ

るものに限る） 

専修学校については，他の奨学金制度（日本学生支援機構等）が利用できない学校，

学科を対象としている。なお，専修学校とは，職業若しくは実際生活に必要な能力を

育成し，又は教養の向上を図ることを目的とする学校である。入学資格の違いにより，

専門学校（専門課程），高等専修学校（高等課程），一般過程の３過程がある。 

条例第３条第１項によれば，貸付金の対象者は次の各号に該当する者である。県要

綱では別表１「１」で定められている。 

      （1）専修学校等に在学し，職業に必要な能力を育成することを目的とする学
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科を履修している者 

      （2）市内に居住する者であって、専修学校等に入学した年度の前年度に中学

校若しくは高等学校を卒業し，又は高等学校を退学したもの 

      （3）経済的な理由により専修学校等での修学が困難な者として規則で定める 

    者 

      （4）母子及び寡婦福祉法による修学に必要な資金の貸付けを受けていない者 

      （5）前号に掲げるもののほか，国又は地方公共団体その他の団体から，修学

資金と同種の資金の給付又は貸与を受けていない者 

     第３号に規則で定める者とは，次の各号のいずれかに該当する者をいう（施行規則

第３条）。 

        （1）生活保護法に基づく保護を受けている世帯に属する者 

（2）構成員のいずれもが，地方税法第２９５条第１項の規定により市町村

税を非課税とされ，または同法第３２３条第１項の規定により市町村民

税を減免されている世帯に属するもの 

（3）収入の年額が生活保護法の規定による保護の基準に基づいて算定する

年額の１．５倍に相当する額以下の世帯に属する者 

 

 ウ 貸付金制度の内容 

   貸与される「技能習得資金」とは次の各号に掲げる資金である（条例第２条第２項，

県要綱第２条第２号）。 

      （1）授業料，実習費，厚生費等専修学校等での修学に関して必要な資金（修

学資金） 

      （2）入学金，施設費等専修学校等への入校の際に必要な資金（入校支度金） 

   貸与額は次のとおりである（施行規則第 4条第 1項，県要綱第 5条 1項参照）。 

      （1）修学資金 

        ア 専修学校の専門課程に在学する者・・・・月額５３，０００円 

        イ ア以外の専修学校等に在学する者・・・・月額３０，０００円 

      （2）入校支度金 

         専修学校等に入校した者・・・・１００，０００円 

貸与される技能習得資金は無利子（条例第４条第２項，県要綱別表第１第３項第２

号）だが，保証人（申請者が未成年の場合は親権者または後見人）が必要である（施

行規則第７条，県要綱別表第１第２項）。 

   返還期限は，卒業または貸与期間満了等の返還事由発生の日の属する月の翌月から

６月を経過したのち，在学期間×３の期間（１２年を超えるときは１２年）以内であ

る。返還計画はあらかじめ所定の借用証書によって市長の承認を受ける（施行規則第
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１３条，県条例別表第１第５項第１号）。 

   一定の場合には以下のように返還義務を免除され，もしくは履行を猶予することが

できる。 

 

      （返還義務の免除） 

条例第９条 市長は，奨励生が死亡したとき，又は精神若しくは身体に著 

しい障害を受けたことにより技能習得資金を返還することができない

と認められるときは，その返還債務（略）の全部又は一部を免除する

ことができる。 

      施行規則第１４条  条例第９条の規定により技能習得資金の返還債務の免

除を受けようとする者は，専修学校等技能習得資金返還免除申請書（様

式第９号）に免除を受けようとする理由があることを証明する書類を

添付して市長に提出しなければならない。 

         ２ 市長は，前項の申請についてその可否を決定したときは，その結

果を専修学校等技能習得資金返還免除決定通知書（様式第１０号）又

は専修学校等技能習得資金返還免除不承認通知書（様式第１１号）に

より当該申請者に通知する。 

      県要綱別表第１第６項 補助事業者（包括外部監査人注：福岡市）は，技能 

   習得資金の貸与を受けた者が死亡したとき，又は精神若しくは身体の 

   障害により労働能力を喪失し，技能習得資金を返還することができな

くなったと認められるときは，技能習得資金の返還義務の全部又は一

部の返還を免除することができるものとする。          

（返還債務の履行猶予） 

条例第１０条 （引用省略） 

施行規則第１７条 （引用省略） 

県要綱別表第１第７項 （引用省略） 

 

正当な理由なく延滞した場合は１０．７５％の延滞利子が付される（条例第１１条，

施行規則第１８条）。期限の利益喪失条項は設けられていない。 

貸与を受けた者から返還があった時は，その返還額に相当する金額が県の補助金額

から差し引かれる（県要綱第５条第２項）。 

      

エ 手続 

貸与希望者は入学年度の４月３０日までに所定の申請書を提出する。審査後，貸与

されることになったときは６月頃に貸与決定通知がなされ，貸与者への説明会を経て、
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６月末頃に４～６月分の貸付金が交付される。その後は奇数月末に２か月分の貸付金

が振り込まれる。 

 

 オ 運用 

   担当者用のマニュアルとして福岡県の若年者専修学校等技能習得資金貸与事業債権

管理事務処理の手引（以下単に手引という）がある。手引きは，滞納発生防止のため

に留意すべき点や滞納が生じたときの対応について具体的に説明しており，担当課で

はこれに沿って貸付と償還事務を行っている。 

   返還対象者には，年度初めに１年間の納入期限を記載した返済計画書を送付する。

延滞者には督促状を送付し，必要に応じて住民票の照会を行っている（担当課によれ

ば，転居等により連絡が取れなくなるケースがあるという）。もともと低所得層を対象

にしている（イ参照）こともあって回収率はよくない。 

長期延滞債権の額，貸付残高に占める割合はいずれも増加しているが，これまで不

納欠損処理は行われていない。  

   なお，本貸付は福岡県の補助事業であり，県から一定の債権管理事務費についても

補助金が交付される（県要綱第３条，別表第２）。 

   条例及び施行規則によれば，正当な理由なく延滞した場合は延滞利子が付される（ウ

参照）が，実際には請求・徴収されていない。担当課によれば，経済状況等を考慮し，

償還が遅れている債務者からの債権回収を最優先に考えているからであるという。 

 

カ 利用状況 

  対象となる学校が限定されていることもあり，利用件数は少ない。制度が創設され

た平成１４年度以来，年間の新規貸付が１０件を超えたのは同１７年と１８年のみで

あり，それ以外の年度は数件ずつにとどまっている。 

 

 キ 類似制度 

   日本学生支援機構等が入学金，授業料の貸付を行っている。ただし本貸付金は対象

校が限定されており，経済的に恵まれない若年者の就労機会の増大を目指している点

が特色である。 

 

 ク 過去の内部監査等の指摘  

   過去に内部監査,包括外部監査等の対象になったことはない。 

     

（２）問題点 

 ア 必要性 
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   （１）カで述べたように利用実績は少ないうえ，本貸付金がどの程度就職率の向上

に役立っているかは疑問なしとしない。 

本貸付金の対象者がどの程度就職できているかという調査も行われていないし，卒

業後に就職したかの報告も求めていない。しかし貸付事業を行っている以上，就労支

援という目的が達成できているかどうかの検証はすべきではなかろうか。修学が就職

に結びついていないのであれば，本貸付金制度の存在意義も疑わしいことになるから

である。また，就職先の確認は回収にも資するはずである。もっとも，全額福岡県の

負担で運営されており，貸し倒れのリスクを市は負わないのであるから，市の包括外

部監査人としてこれ以上指摘することはしない。 

 

 イ 手続き 

   県要綱，条例，施行規則には返還が困難な場合の返還免除及び猶予の規定が置かれ

ている（（１）ウ）。施行規則第１４条に基づき「専修学校等技能習得資金返還債務免

除申請書」（様式第９号）の書式も定められている。ところが，延滞債権率が高く，し

かも毎年上昇しているにもかかわらず，不納欠損処理はこれまで行われていない。県

が作成した手引にも定められていない。 

担当課によれば，福岡県から不納欠損処理のための基準や手続きが示されていない

ため，市が不納欠損処理をすることはできないとのことであった。この点は担当課も

課題としており，県に検討を求めているとのことである。県の補助事業であるため市

には回収の実質的リスクがないとしても，市の貸付金である以上，総論で述べたよう

に不納欠損処理ができないのは不合理である。県要綱や条例も返還免除の規定を置い

ている。回収不能と判断される場合は不納欠損処理を行うように制度の運用を改める

べきである。 

 

☞意見１０ 

☆ 福岡県と協議のうえ，県要綱，条例，施行規則にしたがって不納欠損処理を

適切に行うべきである。 
    

また，期限の利益喪失条項がないことも問題である。総論で述べたように，回収の

ためにも不納欠損処理のためにも同条項は必要である。 

   

☞意見１１ 

☆ 施行規則等で返済を怠った場合の期限の利益喪失を規定し，誓約書及び借用 

証書にもその旨の条項を入れるべきである。 
 

３－13



ウ 運用（延滞利子） 
   条例第１１条，施行規則第１８条は，正当な理由なく延滞した場合は１０．７５％

の延滞利子を付するとしているが，これまで請求，徴収されたことはない。担当課に

よれば経済状況等を考慮し，償還が遅れている債務者からの債権回収を最優先に考え

ているからであるというが，経済状況が厳しければ正当な理由があるとはいえない。

この点は免除（（１）ウ参照）の適用について考慮すべきである。条例で延滞利子を付

するとしている以上，少なくとも請求はすべきであって，具体的事情に応じ，元本の

返済を促すために延滞利子の免除を行うという運用を行うべきである。 

 

☞意見１２ 

☆ 延滞利子を適正に請求し，免除規定とあわせて運用することにより       

債権回収を図るべきである。 
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３ 福岡市消費者訴訟資金貸付金 

 

貸付金名 福岡市消費者訴訟資金貸付金 

貸付開始年度 平成 17 年度 担当部・課 生活安全部消費生活センター 

根拠法律，条例，規則，要綱等 福岡市消費生活条例，同施行規則 

マニュアル，手引き等 なし 

広報 条例についてはパンフレットあり 

貸付先 
福岡市内に居住する消費者で，事業者に対し訴訟を提起する者または

事業者から訴訟を提起された者 

保証人の必要性 有 ・ 無 物的担保の必要性  有 ・無  

利息の有無 有 ・ 無 利息の利率（年） 0％ 

貸付金の趣旨・目的 事業者の事業活動により被害を受けた消費者の救済 

貸付金の概要 （千円） H19 H20 H21 H22 H23 

予算額 500 500 500 500 500 

当年度 

貸付実績 

貸付金額 0 0 0 0 0 

貸付件数 0 0 0 0 0 

回収すべき金額（当年度分）（Ａ） 0 0 0 0 0 

回収済み金額（当年度分）(Ｂ) 0 0 0 0 0 

回収すべき金額（過年度分）（Ｃ） 0 0 0 0 0 

回収済み金額（過年度分）（Ｄ） 0   0 0   0  0 

回収率（＝（Ｂ+Ｄ）÷（Ａ+Ｃ）） - - - - - 

貸付残高総額（Z）  0 0 0 0 0 

貸付件数 0 0 0 0 0 

延滞債権（X+Ｙ） 0 0 0 0 0 

未収金額（Ｘ） 0  0 0 0  0 

長期延滞債権額（Ｙ） 0  0 0 0  0 

延滞債権率（＝（Ｘ+Ｙ）÷Ｚ） - - - - - 

不納欠損額 0  0  0  0  0 

不納欠損件数 0  0 0 0  0 

免除額 0  0  0  0  0 

免除件数 0  0  0  0  0 

備考 
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（１）現状 

 ア 本制度の趣旨  

   福岡市消費生活センターでは，市民（消費者）から契約やサービスの購入に関して

年間約１４，０００件の消費生活相談を受けており，助言のみで解決しないケースに

ついては，必要に応じて消費生活相談員によるあっせんを行っている（福岡市消費生

活条例第２９条第１項 以下単に条例という）。あっせんによっても解決することが困

難な事案については，福岡市消費生活審議会のあっせんまたは調停に付することがで

きる（同条第３項）。それでも解決できないケースについては訴訟が選択されることが

あるが，本貸付金はその場合に消費者の権利実現をサポートしようとするものである。 

   もっともウで述べるように，「同一又は同種の原因による被害が多数発生し，又は発

生するおそれがあること」という要件が課されており，単に消費者被害を受けた者の

権利回復というよりも，同種被害の防止という，より公益的な目的を念頭に置いた制

度である。 

   本制度には国や県の助成はなく，福岡市独自の事業である。福岡県にも同種の制度

がある（オ参照）。 

 

イ 福岡市消費生活センター 

  福岡市消費生活センターは，消費生活を送るうえで起こるさまざまな消費者トラブ

ルの未然・拡大防止および救済を目的とした福岡市の組織である。消費者からの相談

や苦情を受け付け，解決に向けた助言やあっせん，事業者指導などを行っている（同

センターＨＰより）。消費生活相談員による相談やあっせんの状況は以下のとおりで

あり，消費者トラブルを抱える者にとって欠かせない，重要な相談窓口となっている。 

 あっせんによる解決率も下記のように高い。 

 

 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 

相談件数 16,442 14,682 13,453 14,444 14,573 

うちあっせん解決 869 922 915 1,128 1,155 

 うちあっせん不調 93 140 137 153 125 

 

 この表において「あっせん不調」となった事案については，福岡市消費生活審議会

のあっせん，調停を求めることができる（条例第２９条第３項）。同審議会のあっせん，

調停を行ったにもかかわらず解決せず，訴訟提起等に至る場合に，本貸付金制度を利

用することが可能となる。もっとも，エで述べるように審議会のあっせん，調停は利

用されていない。 
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   福岡市消費生活センター  相談受付 

                           解決 

                相談処理       訴訟提起等 

                           直接交渉 

                あっせん交渉   あっせん依頼 

                         解決 

                 不調     訴訟提起等 

                       解決断念等 

    （福岡市消費生活審議会）あっせん受付 

                      あっせん不適当 

               あっせん適当 

 

               審議会あっせん    解決 

 

                 不調等    解決断念等  

            

               訴訟提起等を選択 

 

 

              本貸付金の利用申請 

 

 

                 貸付 

                  

訴訟提起等 

 

ウ 貸付金制度の内容 

条例第３０条は，事業者の事業活動により被害を受けた消費者が事業者に対して訴

訟を提起する場合，または事業者から訴訟を提起された場合に，被害者に対して訴訟

にかかる経費（訴訟資金）の貸付等の援助をすることができると規定している。同条

１項の定める要件は次のとおりである。 

   （1）同一又は同種の原因による被害が多数発生し，又は発生するおそれが

あること。  

   （2）当該訴訟資金の額が損害の額を超え，又は超えるおそれがある等当該
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被害者が援助を受けなければ当該訴訟を提起し，維持し，又は応訴する

ことが困難であること。 

   （3）当該被害に係る紛争が福岡市消費生活審議会のあっせん又は調停に付

されていること。 

対象者は福岡市の区域内に住所を有する者である（福岡市消費生活条例施行規則第

１９条 以下単に施行規則という）。 

対象となる費用は次のとおりである（施行規則第２０条第１項）。 

   （1）民事訴訟費用等に関する法律第 2 章の規定により裁判所に収めるべき

費用（監査人注 印紙代，郵券等の予納費用を指す） 

   （2）弁護士又は司法書士に支払う報酬 

   （3）前 2 号に掲げるもののほか，民事訴訟手続等に通常要すると認められ

る費用 

貸付額の上限は１００万円（民事訴訟においては審級ごとに１００万円）である（同

条第２項）。無利息（同３項）だが連帯保証人が必要である（施行規則第２４条第２項）。 

貸付を受けようとする者は，所定の申込書に添付書類を添えて申し込む。申し込み

に対し市長は消費生活審議会の意見を聞いて貸付の可否と貸付額を決定する（施行規

則第２２条第１項）。その後所定の貸付契約書が締結される。 

返還期限は，当該民事訴訟手続等が終了した日から６か月であるが（施行規則第２

６条第１項），やむを得ない事情があると認めるときは期限を延長し，または相当期間

内に分割して返済させることができる（同条第２項）。返済期限を徒過したときの違約

金は年１４．６％である。 

訴訟資金の貸付を受けた者は，当該訴訟が終了したときは，速やかにその全額を返

還しなければならない。ただし，市長がやむを得ない事情があると認めたときは，貸

付金の全部又は一部の返還を免除し，又は猶予することができる（同条第２項）。免除

できるのは次の場合である（施行規則第２８条）。 

     （1）借受者が死亡し，当該民事訴訟手続等を継承する者がいないとき。    

   （2）貸付金を返還することができないことについてやむを得ない事情があ

ると市長が認めたとき。 

   （3）前 2号に掲げる場合のほか，市長が特別の理由があると認めたとき。 

 

 エ 利用状況 

   本貸付金制度は，条例施行日（平成１７年４月１日）に開始されたものの，現在ま

でまったく利用されていない。にもかかわらず毎年５０万円を「置き予算」として計

上している。 

  本貸付金制度が利用されていないことは，消費者トラブルに関する訴訟等がほとん
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ど存在しないことを意味しない。消費者契約法（平成１３年４月施行）等の消費者保

護法制の整備が行われる反面，消費者被害も多様化，複雑化しており，訴訟等に解決

が委ねられる事案は少なくない。にもかかわらず本制度がまったく利用されていない

のは，消費生活審議会のあっせん，調停を経た場合のみを対象にしている（条例第３

０条第１項第３号）ことが一つの原因であると考えられる。同審議会には常設の苦情

処理部会が設置され，あっせんや調停にあたることになっているが，実際にこれらが

行われたことは審議会が発足した平成１７年度以降１件もない。 

イに表を掲げたように，消費生活センター相談員によるあっせんが不調に終わるケ

ースは毎年１００件を超えている。これらのうち審議会でのあっせんや調停が行われ

ることがないことは，訴訟等を選択する消費者はその時点で訴訟提起等をしていると

考えられる（消費生活センターでは弁護士による法律相談を実施しており，その結果

訴訟を選択することも多いようである）。利用者にしてみれば，消費生活審議会とはい

え同じ消費生活センターでの手続きであるし，あっせん等はあくまで話合いでの解決

を目指すものであるが，もはや話合いでの解決は困難と判断するのであろう。そうで

あれば審議会での手続きに時間と手間を空費するよりはただちに訴訟等に訴えようと

するのも自然である。また同センターによれば，あっせんが不調に終わる事案の多く

は「同一又は同種の原因による被害が多数発生し，又は発生するおそれがあること」

という本貸付金の要件を満たさない個別的なものが多いとのことである。 

   

 オ 類似制度 

   福岡県においても，福岡県消費生活条例にもとづき消費生活審議会であっせん等を

行う制度があるが，平成１７年の制度創設以来実績はない。市と同様の貸付金制度も

あるが，これもまったく利用されていない。 

  

 カ 過去の内部監査等の指摘 

   特に指摘されたことはないようである。 

   

（２）問題点 

 ア 必要性と相当性 

   本来，訴訟は財産権等の個人の権利を守り，実現するものであって，少なくとも直

接的には私益に奉仕する制度である。しかし現代社会において，われわれの生活は対

価を支払って購入した財貨やサービスによって支えられており，そこではそれぞれの

財貨やサービス（＝商品）をめぐって事業者と多数の消費者が対峙している。一消費

者の権利・利益が事業者によって損なわれたとき，これによる損害を回復することは，

その消費者の私益を守るにとどまらず，間接的ではあるが同種の多数の消費者の利益
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という公共的な利益に資する側面を有する。このような消費者訴訟等の公益的性格に

鑑み，個人の財産権の回復のための訴訟について，貸付という形で公金を用いること

によって支援しようとすることには，公益上の必要性が認められる。 

もちろん訴訟提起等を可能ならしめる制度としては，他に法律扶助や訴訟救助の制

度があるが，対象を消費者事件に限ったうえで１件１００万円まで貸し付けるという

本貸付金制度には，独自の存在意義があろう。 

   手段として訴訟等に要する費用の給付ではなく貸付という形をとっていることも，

直接的には訴訟提起等が私的権利・利益の実現を目的としていることに鑑みて相当で

あるといえる。 

      

イ 要件（1）同種被害の発生 

   条例第３０条第１項第１号は，「同一又は同種の原因による被害が多数発生し，又は発

生するおそれがあること」を貸し付けの要件としている。 

   本貸付金制度の趣旨に照らせば一応首肯できる要件である。ただし，「同一又は同種の

原因」「多数」を狭く解すれば，同一事業者が多数の消費者被害を生じさせた場合に限る

ようにも見える。同一態様・手法で多数の小規模な業者が，それぞれは比較的少数の消

費者に対して消費者被害を発生させたような場合には，この要件を欠くことにもなりか

ねない。このような限定解釈は，当該訴訟等が他の多数の消費者の利益に資するという

消費者訴訟の公益的性格に着目した本貸付金制度の趣旨にそぐわないと言わざるを得な

い。本貸付金の運用においては，同要件は柔軟に解すべきである。 

 

ウ 要件（2）補充性 

   条例第３０条第１項第２号は，「当該訴訟資金の額が損害の額を超え，又は超えるおそ

れがある等当該被害者が援助を受けなければ当該訴訟を提起し，維持し，又は応訴する

ことが困難であること」を要件としている。いわゆる費用倒れの恐れが大きいために訴

訟提起を断念することがないようにとの配慮であろう。しかしこの要件には問題がある

と考える。 

   訴訟資金とは貼用印紙・郵券代と弁護士費用等である（条例施行規則第２０条第１項）。

印紙代は訴訟物の価額にもとづき計算され，１００万円を請求する訴状には１万円の印

紙を貼付する。予納郵券は数千円である。弁護士費用も訴訟の価額によって算定され，

現在でも多くの弁護士が採用していると思われる旧報酬基準によれば１００万円を請求

する訴訟提起の着手金は１０万円程度，報酬は１６万円程度である。いずれも訴訟物の

価額をもとにして計算されるのであり，これらの合計額が訴訟物の価額（条例にいう「損

害」）を超えることは通常考えがたい。したがって，「当該訴訟資金の額が損害の額を超

え，又は超えるおそれがある」という例示に準じるような場合に限定して解釈すると，
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適用範囲が著しく限定されてしまうおそれが大きく，事実上きわめて少額の訴訟等に限

定されてしまうと考えられる。本貸付金の上限が１件１００万円であることにもそぐわ

ない。 

   したがって，現行のような例示はむしろ誤解を招き制度の運用を誤らせるおそれがあ

るから，これを緩和することが望ましいと考える。 

 

☞意見１３ 

☆ 条例第３０条第１項第２号の「当該訴訟資金の額が損害の額を超え，又は超

えるおそれがある等」の文言は，「損害の額に対する当該訴訟資金の割合が大

きい場合等」等に改めることが望ましい。 
 

エ 要件（3）審議会前置主義 

条例第３０条第１項第３号は，「当該被害に係る紛争が福岡市消費生活審議会のあっ

せん又は調停に付されていること」を要件としている（あっせん等が不調に終わったこ

とまで要件としているわけではない）。福岡県の消費者訴訟救助制度も同様である（福

岡県消費生活条例第３６条）が，このような要件の存在が，本貸付金がまったく利用さ

れていないことの大きな要因であると考えられる。担当課も，制度が利用されていない

理由として，消費生活センターの法律相談が充実しており，その段階で弁護士のアドバ

イスによって訴訟を選択する場合が多いことをあげている。 

消費生活センターのあっせんを選択しても，それが不調に終わった場合，解決を断念

しない消費者はその時点で訴訟等を選択していると考えられる。いったん話合いでの解

決が不調に終わったのであるから，重ねて（しかも同じ消費生活相談センターの組織で

ある）消費生活審議会のあっせんを求めるのではなく，訴訟等を選択する消費者にも本

貸付金が利用できるようにすべきではなかろうか。その場合でもなお審議会のあっせん

に付された上でなければ訴訟提起等を援助しないというのは，制度として硬直的な印象

を与える。このように要件を緩和しても，もともとあっせん不調の事案の多くは事実関

係についての主張の対立等の個別的な問題によるものが多く，同種被害発生のおそれが

ある場合ではないから，おのずと利用件数は限定されると考えられる。 

なお，貸付金利用の申し込みに対し，市長は消費生活審議会の意見を聞いて貸付の可

否と貸付額を決定する（施行規則第２２条第１項）が，そのことは審議会のあっせんに

付されていることを貸付の要件とすることを直ちに要請するものとはいえない。 

 

☞意見１４ 

☆ 消費生活審議会のあっせん等に付されていることを本貸付金の貸付の要件と
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する条例第３０条第１項第３号は削除を検討すべきである。 

 

   なお，現在集団的消費者被害回復に係る訴訟制度の創設が進められている。共通義務

確認の訴えにおける特定適格消費者団体の要件によっては，本貸付制度の意義は薄れて

いくことも予想される。ただ，同訴えの要件を満たさない場合でも本貸付金が対象にで

きるのであれば，その存在意義はなお失われてしまうわけではないであろう。 

 

オ 広報 

  消費生活センターのＨＰにおいても本貸付金制度は広報されていない。条例を紹介，

解説したパンフレットにも条例の条文が掲載されているだけである。担当課によれば，

消費生活審議会での手続きを前提としているためであるというが，だからといって広報

が不要であるとはいえないであろう。 

  

カ 結論 

    本貸付金は制度としては有益であると考えられるが，イ～エで述べた利用のための要

件の定め方が利用を制約していると考えられる。これを改めて，本貸付金が実効のある

ものにすべきである。 
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４ 更生資金貸付金 

 

貸付金名 更生資金貸付金 

貸付開始年度 昭和 44 年度 担当部・課 人権部地域施策課 

根拠法律，条例，規則，要綱等 ※1 

マニュアル，手引き等 ※1 

広報 なし 

貸付先 同和地区住民（詳細は本文参照） 

保証人の必要性 有 ・ 無 物的担保の必要性  有 ・無  

利息の有無 有 ・ 無 利息の利率（年） 3％ 

貸付金の趣旨・目的 
同和地区住民の福利厚生を増進し，その経済的・文化的生活の向上を

図る 

貸付金の概要 （千円） H19 H20 H21 H22 H23 

予算額 ※2 0 0 0 0 0 

当年度 

貸付実績 

貸付金額 0 0 0 0 0 

貸付件数 0 0 0 0 0 

回収すべき金額（当年度分）（Ａ） 0 0 0 0 0 

回収済み金額（当年度分）（B） 0 0 0 0 0 

回収すべき金額（過年度分）（C） 7,060 6,370 5,184 4,132 2,890 

回収済み金額（過年度分）（D） 183  246 227  37 126 

回収率（＝（Ｂ+Ｄ）÷（Ａ+Ｃ））      

貸付残高総額（Z）  6,877 6,124 4,957 4,095 2,764 

貸付件数 140 127 97 79 56 

延滞債権（X+Y） 6,877  6,124 4,957 4,095 2,764 

未収金額（X） 0  0 0 0  0 

長期延滞債権額（Y） 6,877  6,124 4,957 4,095 2,764 

延滞債権率（＝（X+Ｙ）÷Z） 100％  100％ 100％ 100％ 100％ 

不納欠損額 500 2,928 3,927 1,472 1,496 

不納欠損件数 1  7 10 5 8 

免除額 0  0  0  0  0 

免除件数 0  0  0  0  0 

備考 

※１ 貸付事業終了後 10 年以上を経過しており，マニュアル等は現在存

在しない。 

※2 地対財特法の失効後により貸付事業は廃止し，償還事務のみを行

っている。 
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（１）現状 

 ア 本制度の趣旨  

   福岡市の同和対策の一環として，市内同和地区住民の福利厚生を増進し，その経済

的・文化的生活の向上を図ることを目的とする。昭和４４年同和対策法施行に伴い生

活資金貸付が制度化され，ついで同 52年からは結婚資金貸付も開始された。 

   本貸付金は，もともと福岡市同和更生会が貸付を行っていた。 

 

 イ 福岡市同和更生会と福岡市同和自立促進協議会 

      福岡市同和更生会（以下「更生会」という）とその解散後に設立された福岡市同和

自立促進協議会（以下「協議会」という）は，福岡市の外郭団体である。それぞれの

事業は市の補助金と負担金を原資として運営されていた。 

      更生会の事務局は福岡市役所市民局同和対策部内に置かれ、会長には同部の部長が，

副会長には部落解放同盟福岡市協議会委員長が充てられていた（福岡市同和更生会規

約）。「地域改善対策特定事業に関する国の財政上の特別措置に関する法律」（地対

財特法）の失効にともない，平成 1４年３月３１日に更生会は解散した。 

更生会の解散を受けて平成１４年４月に協議会が設立され，更生会の事業（貸付金

の償還事務）を引き継いだ。協議会の事務局は市役所の同和対策部に置かれ，会長に

は福岡市副市長が充てられた（福岡市同和自立促進協議会規約）。協議会は所期の目的

を達成したとして平成１９年３月３１日に解散し，清算人には人権・同和対策部長

（現・人権部長）の職にある者をあてることとされた（「福岡市同和自立促進協議会の

解散について（方針決定）」。以後は協議会の清算事務として，本件貸付金の償還事務

が行われている。 

 

 ウ 貸付金の種類と内容 

   生活資金貸付と結婚資金貸付があり，貸付額等は次のとおりである。いずれも利率

は３％（据置期間中は無利子），保証人付である。 

 

種類 貸付限度額 据置期間 償還期間 

生活資金 1世帯あたり 10万円まで。 

電話取付け資金については，別に 1

世帯あたり 10万円を貸付可 

１ヵ月 30ケ月以内 

結婚資金 1人につき 50万円まで。 なし 50ケ月以内 

 

   貸付の根拠規定であった福岡市同和更生会事業運営規程には，貸付金の償還の猶予

の規定がある。免除の規定はない。 
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      福岡市同和更生会事業運営規程 

               第２章 生活資金の貸付 

      (償還の猶予) 

      第１１条 会長は，借受人が第９条第２号に定める事由（包括外部監査人注：

災害・疾病その他やむを得ない事由により償還が困難となったとき）に

より償還期限までの償還が著しく困難となったと求められるときは，審

査会に諮りその償還を猶予することができる。 

      (準用規程) 

第１４条 第４条２項・・・・第１１条まで（第８条を除く）の規定は，結

婚資金の貸付に準用する。 

       

エ 類似制度 

   地対財特法が失効するまでは，他都市においても同和対策の一環として同種の制度

が設けられていた。担当課による横浜市との比較を下に掲げる。横浜市のほかにも，

同和対策として同種ないし類似の制度が多くの市町村等において設けられていたよう

である。 

 

 福岡市 横浜市（同和世帯更生資金貸

付制度） 

限度額 （ウのとおり） 150万円 

返済条件 無利子，1 年据え置き 8 年償

還 

貸付件数/返済累計件

数（H23年度末） 

6,007件/5,534件 559件/313件 

債権管理（欠損処理） 欠損処理実施 欠損処理未実施（今後実施予

定） 

 

 オ 貸付金制度の運用 

       解散した平成１４年３月まで，更生会は，「福岡市同和更生会事業運営規程」に基

づき本貸付金制度を運用していた。更生会のもとで，貸付金の回収が厳正に行われて

いたとは言い難く，欠損処理も行われていなかったが，貸付事業終了（更生会解散）

間際に「更生資金の不能
ママ

欠損処分について」（同１３年１２月２０日施行）を定めた。

内容は次のとおりである。 
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    「不能
ママ

欠損処理基準 

      消滅時効の完成したもの（起算点より１０年経過したもの）を不能
ママ

欠 

損処理するもの。 

① 借受人が死亡し，家族や保証人に請求したが償還がないもの 

② 借受人が行方不明で家族や保証人に請求したが償還がないもの 

③ 借受人が自己破産をし，家族や保証人に請求したが償還のない 

もの 

④ 借受人が時効の援用をしたとみなしたもの」 

 

  制度創設以来３３年間で６００７件，総額７億５１７４万円が貸し付けられ，その

うち７億３６５２万円が返還された。これまでに不納欠損処理されたものは４０２３

万６３０円である。 

  協議会の解散時，本貸付金については以下のように決定された（「福岡市同和自立

促進協議会の解散について（方針決定）」） 

 

  ・自促協（包括外部監査人注：協議会のこと）の事業は全て廃止となるが， 

   更生資金償還事務（略）は清算事務の一つとして，引き続き自促協が実 

施する。 

     ・清算中に収納した償還金については，償還事務に要した費用を差し引い 

た額を，本市に引き継ぐ（原則年１回）。 

 

 これによれば，貸付金債権が協議会から市に譲渡されたものではなく，協議会が清算

事務として回収した償還金を市に無償譲渡することとされている。 

 

カ 償還状況と償還事務の運用 

   償還事務を協議会から引き継いだ福岡市には，滞納者の契約書等のみ保管されてい

る。 

   更生会にはマニュアル（運用規程）があったらしいが，現在はない。協議会におい

ても，回収についてのマニュアルはオに引用した不納欠損処理基準を踏襲していたに

とどまる。これまで協議会が不納欠損処理をしたものは，すべて消滅時効によるもの

である。その多くは実際に援用があったものではなく，援用があったとみなしている

ものであると推測する。 

   福岡市が，償還事務を協議会から引き継いでからは，滞納者は個人別にエクセルで

個人台帳を作って管理しており，２，３か月続けて返済のないものは催告文書を発送

している。償還事務の運用について，とくにマニュアル等は作成されていない。担当
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課によれば，以前は嘱託職員が個別訪問していたが，現在は行っていない。回収額と

嘱託職員の給与を考慮すると，コスト面で採算があわないと考えられる。 

  平成２３年度末における，長期延滞債権の状況別内訳と不納欠損処理の状況別内訳

は以下のとおりである。 

 

 状況 生活資金 結婚資金 合計 

長期延滞債権件数 

(生活資金 +結婚資

金) 

返済中 6 9 15 

生活困難 0 0 0 

行方不明 0 0 0 

状況不明 50 38 88 

その他 0 0 0 

不納欠損処理件数 

(同上) 

時効 8 1 9 

死亡 3 0 3 

行方不明 11 6 17 

破産 0 1 1 

 

   上図のとおり，現在返済中（年度中に１回でも返済があった者）であるのは１５件

（人）である。状況不明の８８人は，過去１年内に返済はしていないが消滅時効期間

未経過である者であるが，長期延滞の約８５％に上っている。これについては時効等

を待って不納欠損処理が行われている。時効を理由とするものは現実に援用があった

のではなく，援用とみなしたものである。外郭団体の清算事務であるため，不納欠損

処理をするための権利放棄の議決は経ていない。 

  本貸付金は，最終貸付から平成２３年度末で１０年を経過しており，回収額は減少

傾向にある。平成２２年度は２３万３０００円（生活資金３万７０００円/結婚資金

１９万６０００円），２３年度は３０万円（1２万６０００円／１７万４０００円）を

回収している。回収すべき金額の同２３年度末での残高（未回収額）は，生活資金貸

付金が２７６万４０００円，結婚資金貸付金が１２４７万４０００円である（いずれ

も長期延滞債権）。 

不納欠損処理をしたものは，２２年度２２６万６０００円（７９万４０００円／１

４７万２０００円），２３年度２７２万９０００円（１２３万３０００円／1４９万６

０００円）である。回収額の１０倍近い額について不納欠損処理が行われている。 

   

 カ 過去の内部監査等の指摘 

   とくに内部監査や包括外部監査で指摘されたことはない。市に移管された時点で回
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収事務のみであったことによるのであろう。 

   

（２）問題点 

 ア 償還状況と償還事務の運用 

   福岡市が，協議会の清算事務として償還事務を行うようになったのは平成１９年度

からであり，貸付事業終了からすでに５年を経過している（もっとも同１４年度から

償還事務を行っていた協議会の事務局は福岡市職員が担っていた）。貸付事業を行って

いた更生会においては，もともと給付事業である奨学金等と類似の考えに基づいてお

り，厳格な督促をしてこなかったようである。本貸付金について規定した「福岡市同

和更生会事業運営規程」には期限の利益喪失条項も置かれていない。 

   時効期間が経過したもののうち，時効援用があったものおよびあったとみなしたも

のについては，不納欠損処理が行われている。しかし，以下のような問題がある。 

第一に，権利放棄ないし免除の規定がないため，時効援用以外は議会の議決が必要

になる点が問題である。「市長の専決処分事項に関する条例」を改正して一定の権利放

棄も専決処分対象とすべきであろう。 

   第二に，時効期間の経過によって当然に援用があったとみなす扱いはすべきでない。

援用とみなせるのは，夫に代わって妻が援用の意思表示をした等のきわめて限定され

た場合に限られ，行方不明等で意思が確認できない場合には援用とみなすことはでき

ないと考える。 

 

☞指摘６ 

★ 時効期間の経過のみによって時効援用があったとみなす扱いはせず，援用の

意思表示を確認すべきである。 
 

   なお，時効期間が経過しそうな場合は，漫然と時効完成を待つのではなく，債務承

認書を取り付ける等の保全措置をとるべきである。本来，時効完成という事態は極力

避けるべき事態である。 

 

☞意見１５ 

☆ 時効中断のための努力が不十分である。債務承認書を取り付けるなど，時効

完成に至らないような管理に努めるべきである。 
 

   不納欠損処理は，（１）オで引用した「更生資金の不能欠損処分について」に基づい

て行われているが，この規定も内容に疑問がある。たとえば次の点である。 

      ・不納欠損処理の前提として債権が何らかの事由で消滅したことが必要であ
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ると考えられるが，時効援用以外は債権を消滅させる事由ではない。権利

放棄の手続きが必要であると考える。 

      ・①について 少なくとも「家族」は「相続人」とすべきである。ただ，本

人死亡の場合に相続人や保証人に請求したが返済されなかった一事をもっ

て権利放棄するのは疑問である。 

      ・②③について 家族に請求できる根拠が不明である。保証人でなければ請

求できないであろう。逆に保証人であれば請求したが履行されなかった一

事をもって権利放棄すべきではない。保証人は②のような場合のために求

められるはずである。 

      ・④について すでに述べたように援用がないのに時効期間の経過によって

当然に援用とみなすことは認められない。 

        

☞意見１６ 

☆ 不納欠損処理（権利放棄を求めるもの）の基準を適切に定め，それにしたが

って不納欠損処理を行うべきである。 
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第４章 こども未来局の貸付金 





第４章 こども未来局 

 

１ 母子・寡婦福祉資金貸付金 

 (1) 現状 

貸付金名 母子・寡婦福祉資金貸付金 

貸付開始年度 昭和 47 年度 担当部・課 こども部 こども家庭課 

根拠法律，条例，規則，要綱等 

母子及び寡婦福祉法，母子及び寡婦福祉法施行規則，母子及び

寡婦福祉法施行令，福岡市母子及び寡婦福祉法施行細則，福岡

市母子寡婦福祉資金貸付要領 ※１ 

マニュアル，手引き等 母子寡婦福祉資金貸付金事務処理マニュアル 

広報 なし 

貸付先（貸付金の対象者） 母子家庭の母及び寡婦等，父母のいない児童，母子福祉団体 

保証人の必要性 有 ・ 無※２ 物的担保の必要性  有 ・ 無 

利息の有無 有 ・ 無※２ 利息の利率（年）     ％ 

貸付金の趣旨・目的 

母子家庭および寡婦の経済的自立と，その扶養する児童（子）

の福祉の増進を図るため，原則無利子で各種資金の貸し付けを行

う。 

貸付金の概要 （千円） H19 H20 H21 H22 H23 

予算額 884,380  850,737  740,942  804,829 718,088 

当年度 

貸付実績 

貸付金額  718,088  602,306  538,180  533,564  502,468 

貸付件数  1,967  1,574  1,476  1,440  1,287 

回収すべき金額（当年度分）Ａ  736,477  772,192  757,432  707,095 641,075 

回収済み金額（当年度分）Ｂ  484,073  507,882  533,872  539,215 511,109 

回収すべき金額（過年度分）Ｃ  2,157,064  2,355,914  2,555,590  2,721,892  2,800,054 

回収済み金額（過年度分）Ｄ  53,554  64,634  56,317  87,596  108,262 

回収率（（Ａ＋Ｃ）÷（Ｂ＋Ｄ）） 19% 18% 18% 18% 18% 

貸付残高総額 Ｚ  7,396,535  7,426,325  7,374,316  7,280,127 7,161,102 

貸付件数  18,172  17,988  17,593  17,541  17,405 

延滞債権（Ｘ＋Ｙ） 2,355,914 2,555,590 2,722,833 2,802,175 2,821,757 

未収金額 Ｘ  252,404  264,310  223,560  167,880  129,965 

長期延滞債権額 Ｙ 2,103,510 2,291,280 2,499,273 2,634,295 2,691,792 

延滞債権率 （（Ｘ＋Ｙ）÷Ｚ） 32% 34% 37% 38% 39% 

不納欠損額 ※３  0  0  0  941  2,121 

不納欠損件数  0  0  0  7  6 

免除額  0  0  0  0  0 

免除件数  0  0  0  0  0 
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備考 

上記記載の件数は，いずれも「契約件数」であり，「人数」とは異な

る。 

※１ 現在， 福岡市母子寡婦福祉資金貸付要領はほとんど使用

されておらず，同要領を基に作成した母子寡婦福祉資金貸付金事

務処理マニュアルで運用されているとのことである。 

※２ 修学資金，修業資金，就職支度資金（配偶者のない女子が

扶養している児童に係るものに限る。）及び就学支度資金の貸付

金は，無利子とし，その他の母子福祉資金貸付金については，保

証人を立てる場合は，無利子とし，保証人を立てない場合は，据置

期間中は無利子とし，据置期間経過後はその利率を年一・五パー

セントとする。 

 修学資金，修業資金，就職支度資金又は就学支度資金の貸付

けを受けようとする者（配偶者のない女子が扶養している者に限

る。）は，保証人を立てなければならない。 

※３ 本貸付制度制定後，不納欠損されたものは，概要表記載の

ものも含めて，すべて時効の援用によるものである。 

 

ア 母子・寡婦福祉資金貸付金について 

母子・寡婦福祉資金貸付金は，母子家庭及び寡婦の経済的自立と，その扶養する児

童（子）の福祉の増進を図るため，原則として無利子で資金を貸し付けるものであり，

母子家庭等及び寡婦の福祉を図ることを目的とする「母子及び寡婦福祉法」において

定められた制度である。 

 本貸付金については，公共団体が本貸付金のために特別会計に繰り入れをする額

の３分の２を国が公共団体に対して無利子で貸し付けることとされており（母子及び

寡婦福祉法３７条），福岡市が支出している貸付金の３分の２の原資は国から福岡市

への貸付金である（なお，現在は，本貸付の償還額をもって新規貸付のための資金を

カバーできているため，国からの新規借り入れはない。）。 

本貸付金には，１２種類あり，それぞれの貸付対象者・貸付限度額等は以下のと

おりである。 

 

貸付金種別一覧 

種別 対象者 貸付対象経費 貸付限度額 据置期間 

償還期間 

修学資金 児童（子） 高校等に就学する際に

必要な授業料等の月々

経費 

    （自宅）  （自宅外） 

高校・専修学校（高等課程） 

月額 公立１８，０００円 

     ２３，０００円 

   私立３０，０００円  

３５，０００円 

据置期間 

卒業後(資格喪失後)６カ

月間 

償還期間 

据置期間経過後２０年以

内 
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高等専門学校 

月額 公立２１，０００円  

２２，５００円 

   私立３２，０００円  

３５，０００円 

短大・専修学校（専門課程） 

月額 公立４５，０００円 

 ５１，０００円 

   私立５４，０００円  

６４，０００円 

大学  

月額 公立４５，０００円 

 ５１，０００円 

   私立５４，０００円  

６４，０００円 

専修学校（一般過程） 

月額   ３１，０００円 

専修学校(一般過程)は５

年以内 

就学支度

資金 

児童(子) 高校等に入学する際に

必要な入学金等の一般

的経費 

小学校  ３９，５００円 

中学校  ４６，１００円 

（自宅）  （自宅外） 

専修学校（一般過程） 

    １５０，０００円 

１６０，０００円 

修業施設・各種学校 

     ９０，０００円 

１００，０００円 

高校・高等専門学校・専修学校（高

等課程） 

公立１５０，０００円 

    １６０，０００円 

私立４１０，０００円  

４２０，０００円 

大学・短大，専修学校（専門課程） 

公立３７０，０００円 

 ３８０，０００円 

私立５８０，０００円  

据置期間 

卒業後６カ月間又は技能

習得後６カ月間 

償還期間 

据置期間経過後２０年以

内（専修学校の一般課程及

び修業施設・各種学校は５

年以内） 
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５９０，０００円 

修業資金 児童（子） 事業開始，就職するため

に必要な知識技術を習

得する経費（5年以内） 

一般  

月額 ６８，０００円 

自動車免許取得  

４６０，０００円 

据置期間 

知識技能習得期間満了後

１年又は資格喪失後６カ

月間 

償還期間 

据置期間経過後 6年以内 

就職支度

資金 

母 

寡婦等 

児童 

就職に際して被服等を

購入する経費又は通勤

用自動車を購入する経

費 

一般  

１００，０００円 

自動車購入  

３２０，０００円 

据置期間 

貸付の日から１年間 

償還期間 

据置期間経過後６年以内 

技能習得

資金 

母 

寡婦等 

事業開始・就職するため

に必要な知識・技能を習

得する経費（５年以内） 

一般 

月額 ６８０，０００円 

自動車免許取得 

４６０，０００円 

据置期間 

知識技能習得期間満了後

１年又は資格喪失後６カ

月間 

償還期間 

据置期間経過後 20年以内 

医療介護

資金 

母 

寡婦等 

児童 

医療又は介護を受ける

ために必要な資金 

医療 

３４０，０００円 

（特別） ４８０，０００円 

介護 

 ５００，０００円 

据置期間 

医療又は介護を受ける期

間終了後６カ月間 

償還期間 

据置期間経過後５年以内 

結婚資金 児童（子） 児童の婚姻に際し必要

な経費 

３００，０００円 据置期間 

貸付の日から６カ月間 

償還期間 

据置期間経過後５年以内 

生活資金 母 

寡婦等 

知識技能習得期間の生

活補給資金（５年以内） 

月額 １４１，０００円 据置期間 

知識技能習得期間満了後

又は資格喪失後６カ月間 

償還期間 

据置期間経過後２０年以

内 

医療及び介護を受けて

いる期間の生活補給資

金（１年以内） 

月額 １０３，０００円 据置期間 

医療・介護受ける期間満了

後又は資格喪失後６カ月

間 

４－4



償還期間 

据置期間経過後５年以内 

配偶者のない女子にな

って７年以内の生活補

給資金（３カ月以内 

月額 １０３，０００円 

※養育費取得のための裁判費用

については，１，２３６，０００

円を限度に一括交付 

据置期間 

期間満了後又は資格喪失

後６カ月間 

償還期間 

据置期間経過後８年以内 

失業期間中の生活補給

資金 

月額 １０３，０００円 据置期間 

期間満了後又は資格喪失

後６カ月間 

償還期間 

据置期間経過後５年以内 

転宅資金 母 

寡婦等 

住居の転居に際し必要

な経費 

２６０，０００円 据置期間 

貸付の日から６カ月間 

償還期間 

据置期間経過後３年以内 

住宅資金 母 

寡婦等 

住居かつ所有する自宅

を補修・保全・増改築・

購入するのに必要な経

費 

１，５００，０００円 

（特別な場合） 

２，０００，０００円 

据置期間 

貸付の日から６カ月間 

償還期間 

据置期間経過後６年以内

（貸付額２００万円の場

合は７年以内） 

事業開始

資金 

母 

寡婦等 

団体 

事業を開始するのに必

要な経費 

個人  

 ２，８３０，０００円 

団体 

 ４，２６０，０００円 

据置期間 

貸付の日から１年間 

償還期間 

据置期間経過後７年以内 

事業継続

資金 

母 

寡婦等 

団体 

事業を継続するのに必

要な経費 

個人  

 １，４２０，０００円 

団体 

 １，４２０，０００円 

据置期間 

貸付の日から６カ月間 

償還期間 

据置期間経過後７年以内 

※すべて無利子。但し，修学資金・就学支度資金・修業資金・就業支度資金以外の資金

で，連帯保証人をたてない場合は年利１．５％。 

 

  上記貸付金種別一覧のとおり，本貸付金には，母又は寡婦等を対象にしているもの

（就職支度資金，生活資金等）と，児童（子）を対象にしているもの（修学資金，修

学支度資金等）がある。本貸付金でいうところの母，寡婦，児童，子の定義は， 
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（母子福祉資金） 

① 母とは・・・配偶者のいない女子で，現に児童を扶養しているもの 

       ここで，配偶者のいない女子とは，離婚した者や，配偶者の生死が

明らかでない者，配偶者から遺棄されている者，配偶者が長期間に

わたって労働できない状態にある者等をさす（福岡市母子寡婦福祉

資金貸付要領４条）。 

② 児童とは・・・２０歳に満たない者（要領４条２項） 

（寡婦福祉資金） 

① 寡婦等とは・・・配偶者のいない女子で，かつて配偶者のいない女子として児

童を扶養していたことのある者（寡婦。要領３条１項），４０歳以上の配偶者の

いない女子で，現に児童を扶養していない者（要領３条２項） 

②子とは・・・２０歳を超えるもの（「これに準ずるもの」＝孫，ひ孫等） 

ウ 利用状況 

上述のとおり，本貸付金には目的に応じて１２種類の種別が設けられているが，現

時点で貸付が行われているものは多くなく，平成２４年１１月２９日現在で，貸付行

為が継続的に行われているものは６３７件（契約件数であるため，同一借主が重複し

ている可能性あり）であり，そのうち６３０件が修学資金，３件が技能習得資金，１

件が修業資金，３件が生活資金である。詳細な利用状況は以下のとおりである。 

貸付金利用状況  

基準日：Ｈ２４．１１．２９現在 

 

契約総件数 

(過年度分

を 

含む) 

完済済み件数 

（過年度分を

含む） 

貸付中の契約件数（基準日時点で貸付残高があるもの） 

継続貸付中 据置期間中 

償還期間中 

小計 

償還中 支払猶予中 滞納者 

事業開始資金 ４２ ３  ３ ７  ３２ ３９ 

事業継続資金 ３２ ５     ２７ ２７ 

修学資金 
１４１

８１ 
４７７８ ６３０ ３５４ ２１１２ １９ ６２８８ ９４０３ 

技能習得資金 ９６ ３４ ３ １１ ２１  ２７ ６２ 

修業資金 １１６ ３８ １  １２  ６５ ７８ 

就職支度資金 １１ ３     ８ ８ 

医療介護資金 ６ ３     ３ ３ 

生活資金 ３６１ １３０ ３ ３ ３２  １９３ ２３１ 

住宅資金 １１ １     １０ １０ 

転宅資金 ３０６ ８４  ４ ４３  １７５ ２２２ 
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就学支度資金 
１０５

３５ 
３７２１  ９４３ １３０３ １３ ４５５５ ６８１４ 

結婚資金 ４      ４ ４ 

合計 
２５７

０１ 
８８００ ６３７ 

１３１

５ 
３５３０ ３２ 

１１３８

７ 

１６９０

１ 

 

エ 手続きの流れ 

(ｱ)   貸付の流れ 

 

 

(ｲ)   償還の流れ 

    各貸付金には，上記貸付金種別一覧記載のとおり，６カ月又は１年の据え置き期

間が設定されており，この据え置き期間が経過した後，償還が開始する。こども家庭

課は，償還開始月に償還開始通知書及び貸付金台帳を借受人・連帯借受人・連帯保証

人に送付する（なお，原則として借受人が納入義務者となるが，担当課によれば児童

（子）が対象となる貸付金については，できる限り後見人等を借受人にしているとの

ことであった。） 

  貸付金の償還は，原則として月賦で口座振替により行う（平成２０年度以前に貸付

を受けたものについては納入書払いのものもいることから，これらのものについては

納付書払い）。特別な事情がある場合には現金徴収もできることとされており，借受

人からどうしても納付書で支払しないと申し入れがあった場合等がこのような場合

にあたるが，ここ数年では現金徴収によって納付された事例は存在しない。 

  償還が全て終了し，弁済が完了した者に対しては，こども家庭課から，完了通知書

を送付する。 
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 (ｳ)   約定どおりの償還が困難な場合の措置 

① 償還期間の延長 

約定どおりの期間による償還が困難で，弁済義務者から償還期間の延長の相談を

受けた場合には，約定の償還月額では支払いが困難な理由（稼動状況，世帯の収支

状況，償還金の返済状況等）を確認し，明らかに期間延長が相当でないと判断され

る場合を除き，現実に返済可能な償還月額になるように期間を計算し，償還期間の

延長を行う。但し，資金毎に定められた償還期限を越えての期間延長は認められな

いこととされている。 

② 支払い猶予 

ⅰ）在学中又は技能習得中の場合 

修学資金又は就学支度資金の借入により修学した児童の在学中，もしくは，修

業資金の借入により知識技能を習得している者が知識技能を修得している期間

に，支払い猶予の相談を受けた場合で，償還期間の延長による解決が困難な場合

には，明らかに猶予が相当でないと判断される場合を除き，支払猶予決定をする。 

ⅱ）その他の場合 

在学中又は技能習得中以外の理由で支払い困難の相談を受けた場合には，以下

のとおり対応する。 

・支払い困難な理由がやむを得ないものであると認められる場合 

    借受人及び連帯保証人の双方が災害，失業等不足のやむをえない事態により支

払い困難となった場合には，証明書を提出させた上，１年間を限度として支払

猶予決定をする。 

・支払い困難な理由がやむを得ないものであると認められない場合 

    支払いの猶予は認められない 

③ 納入義務者変更 

    償還開始後に，納入義務者変更の申し入れを受けた場合は，原則として連帯借

受人又は連帯保証人への変更が認められている。それ以外の第三者を納入義務者

とする場合には，事情を聴取した上，当該第三者と面談して意思確認を行ったう

えで変更を認めることとされている。 

④ 据置期間の延長 

    災害により全壊・流失・半壊・床上浸水等の被害を受けた住宅に災害当時に居

住していたものが，災害を受けた日から１年以内に，事業開始資金・事業継続資

金・住宅資金を借りている場合で，据え置き期間の延長が必要と認められる場合

には，延長が認められる。この場合，延長可能な期間は，２年を超えない期間と

されている。 

⑤ 免除 

    貸付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
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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は，償還

を免除できることとされている。担当課によれば，基本的には連帯借受人，連帯

保証人が償還可能な場合は免除できないため，ここ数年の貸付では免除をする予

定はないが，償還対策が軌道に乗れば，不納欠損と併せて，検討することになる

とのことであった。 

    なお，債務の免除については，地方自治法施行令で免除できる場合が定められ

ており，この場合には議会の議決を要しないこととされている（地方自治法施行

令１７１条の７「普通地方公共団体の長は，前条の規定により債務者が無資力又

はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした債権について，当初

の履行期限から十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」） 

    本貸付金において免除できる場合とされている「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」は，この議会の議決を要しない場合には当たらないため，主

債務者の死亡や精神上の障害等で償還不可能として免除する場合には，議会の議

決を要することとなる。 

 

 (ｴ)   不納欠損となる場合 

本貸付金について，上記のとおり約定どおりの支払いが困難な場合について免除

等の方法が用意されているが，市の会計上，回収困難（不能）な債権を市の財産か

ら除外するための手続きとして，不納欠損処理を行う必要がある。不納欠損処理に

ついてもマニュアル上規定があるが（マニュアル P７９）記載に一部不十分な点が

あることから，(2)問題点に記載するとおり，マニュアル改定の必要がある。 

① 時効援用 

   本貸付金は１０年の消滅時効にかかるところ，時効完成後に借受人，連帯借受人

及び連帯保証人が時効を援用した場合には，不納欠損処理を行う。 

   なお，この点については現行のマニュアルの記載に問題があるが，この点につい

ては(2)問題点で述べる。 

② 行方不明・死亡・破産 

   借受人，連帯借受人及び連帯保証人が破産又は行方不明となった場合，及び，こ

れらの相続人を含めて死亡した場合には，不納欠損処理を行うことができる。 

   なお，この点については現行のマニュアルの記載に問題があるが，この点につい

ては(2)問題点で述べる。 

③ 免除 

   上記免除の要件に該当し，議会の議決を経て免除した場合には，不納欠損処理を
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行うことができる。なお，債務免除した場合の会計処理についてはマニュアル上規

定が存在しない。この点についても，(2)問題点で述べる。 

オ 現在の償還状況 

後述の平成１４，１５年度行政監査でも指摘されたとおり，本貸付金については償

還率の向上が課題とされており，平成２３年度の償還率は７９．７３％となっている。

担当課によれば，平成２０年度からは，償還率向上のための担当主査をおき，適正な

貸付・新規滞納の抑制・滞納整理の強化を図っているとのことであった。 

昭和４７年に本貸付制度が設けられたのち，不納欠損処理された貸付金は，処理件

数合計１０１件，金額にして合計２９，３０８，３３６円であり，すべて時効の援用

によるものであった。 

  平成１８年度から平成２３年度までの間の不納欠損処理状況は以下のとおりであ

る。 

 ≪不納欠損処理状況≫ 

年度 件数 不納欠損理由 貸付金種別 

平成１８年度 ０件   

平成１９年度 ０件   

平成２０年度 ０件   

平成２１年度 ０件   

平成２２年度 ７件 ７件とも時効援用 修学資金５件，就学支度資金１件，事業

継続資金１件 

平成２３年度 ６件 ６件とも時効援用 修学資金４件，就学支度資金２件 

 

カ 滞納債権の回収について 

  後述の過去の外部監査における意見にも記載のとおり，本貸付金については償還率

の向上が課題とされている。本市においても本貸付金の償還率向上が課題であること

は十分に認識されており，平成２０年度以降，嘱託職員３名を置き，架電による請求，

訪問による請求等を行う，また，償還は原則として口座振替とする等，償還率の向上

に向けた対策をとっている。さらに，償還指導に携わる担当者のマニュアルとして，

上記母子・寡婦福祉資金貸付金事務処理マニュアルのほかに，「母子寡婦福祉資金償

還指導業務要領」を策定し，同要領に従って償還指導に努めている。 

 福岡市が定めている償還指導の基本的な流れは以下のとおりである。 

① 第１段階；電話による指導 

納入義務者や連帯保証人の自宅や勤務先へ電話し，償還するよう指導するという

ものであり，その内容は福岡市の母子寡婦福祉資金貸付システム上で，債務者ごと

に記録されている。 
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② 第２段階：個別催告書の送付 

電話による指導で償還されなかった場合には，第２段階として文書により個別催

告書を送付することとされている。この内容も，上記システムで記録されている。 

③ 第３段階：戸別訪問 

さらに電話・文書等による請求をするも返済がない貸付金については，嘱託職員

による戸別訪問を行うことになる。 

  

母子寡婦福祉資金償還指導業務要領では，このような償還指導により効果的な回収を

図るため，以下の者に対しては重点的に償還指導を行うこととしている。 

① 償還期間直後の滞納者への重点指導 

   償還期間が経過して３カ月後の時点で滞納がある場合には，その全件について担

当課から催告書を発送し，催告書発送後，滞納額や償還状況により，随時電話指導

や戸別訪問による指導を行う。 

② 分割口座振替滞納者への重点指導 

   ４カ月間連続で口座振替ができず，滞納になっているもののうち，戸別訪問によ

る指導中・納付書で納付中の者等，別途指導が必要がないものを除き，嘱託職員に

よる電話指導を行い，必要に応じて分割方法の変更，振替口座の変更等を行う。 

③ 時効期間経過直前滞納者への重点指導 

   時効期間経過１年前の時点で滞納があるものに対しては，既に指導中の者，債務

者が行方不明で住所の調査が不可能なもの等を除く貸付について，請求対象者が市

外に居住しているもの，滞納総額が１０万円未満のものについては文書指導を行い，

これ以外のものについては訪問指導を行う。 

 償還指導についての基本的な事項は以上のとおりで，担当課が定めている平成２４年

度の償還指導スケジュールは以下のとおりである。 
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これらの対策の効果もあってか，比較的新しい延滞債権分については償還率が向上し

ているようである。例えば，冒頭の概要表記載のとおり，平成２３年度に回収すべき当

年度分貸付金が６４１，０７５，０００円であり，このうち５１１，１０９，０００円

が回収済みとなっていることから，約８割が当年度中に回収されている，さらに，平成

２４年度に重点指導の対象となった（重点指導対象者については後に述べる）開始直後

滞納者については，架電による請求で，指導対象となった貸付金のうち９割程度の回収

に成功している。 

 もっとも，滞納期間が比較的長期に及んでいるものについては，回収又は不納欠損処

理等が進んでおらず，平成２３年度末日時点では，回収すべき貸付金の過年度分が，約

２７億円に上っている。そして，このうち回収できたのは約１億円であり，約３．５％

しか回収に成功していない状況である。特に，この回収すべき貸付金の過年度分には，

４－12



時効期間が経過している多額の貸付金が混在しており，今後この約２７億円を回収でき

る見込みは極めて低い。参考のため，平成２３年度末時点の回収すべき貸付金２７億円

を，期間経過別に振り分けると，以下のとおりとなる。 

経過期間 金額 

期間経過後５年以内 １，００６，５６６，０００円  

期間経過後６年から９年 ８８７，００９，０００円 

期間経過後１０年以上 ７９８，２１７，０００円 

合計 ※ ２，６９１，７９２，０００円 

※平成２３年度分の未収金は１２９，９６５，４７３円であるため，平成２４年度当初

の回収すべき金額は，２，８２１，７５７，４７３円となる。 

 

 このとおり，回収すべき貸付金の過年度分のうち，約３割程度が時効期間を既に経過

した貸付金となっている（なお，時効期間が経過した貸付金の中には，納付誓約書を提

出させて，時効中断の措置をとっているものもあるとのことである）。そこで，現在，

早期の延滞債権の回収にある程度目途がついている状況であると思われるため，今後は

長期間延滞されている貸付金の回収乃至は免除等の手続きを進め，市の会計にも実態に

即した金額を反映させる必要がある。 

 

カ 平成１４，１５年度行政監査 

① 本貸付金については，平成１４，１５年度行政監査において，貸付金の交付時期

について「例えば，教育委員会が所管する福岡市教育振興会奨学金のように学校に

おいて進路相談等が行われる前年の１１月頃に状況把握を踏まえあらかじめ申込

受付を行い，早めに事務処理に着手することにより支払期間の短縮を図ることや入

学金等の納付先である学校等と協議を行うなどして，受給者が必要な時に貸付金の

借受けができるような対応を講じること等，今後とも就学支度金の趣旨・目的に沿

った事務処理の改善に努められたい」と指摘されている。この点については，福岡

市によれば，できる限り早期の貸付に努めるが，全国の学校を対象にしていて毎年

６００件以上の申請がある上，進学先の学校によって貸付額に差があるため貸付額

の確定には進学先の確定を要し，公立の不合格が確定してから私立の入学金支払ま

での期間が短いため，納入日までの貸し付けは困難であるとのことであった。 

   なお，本貸付金の奨学金との併用は認められておらず，奨学金には借受人数の上

限が設定されているため，学校によっては本貸付金の利用を進められる場合もある

とのことであった。 

② さらに，同じく平成１５年度行政監査において，償還率の向上について「福祉資

金貸付金の償還については，今後とも，受給者等の生活実態も踏まえながら，償還

率の向上に努められたい」と指摘されている。この指摘に対しては，平成１６年度
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から，貸付最終年度の者に対して償還開始以前に窓口で口座振替を推奨するという

対応が行われた。 

③ また，貸付制度自体について，平成１４，１５年度行政監査において「近年の経

済情勢や低金利の状況等を考慮すると，母子家庭及び寡婦福祉の観点から，できる

限り低金利での貸付ができるよう検討する必要があると考えられる。このような状

況を踏まえ，母子家庭及び寡婦の福祉の観点から，福祉資金貸付金の利率など貸付

制度が受給者にとって利用しやすいものとなるよう，国への働きかけを行われるよ

う要望する。」と指摘された。この点については，貸付金のうち有利子のものにつ

いては無利子化を進めるよう国への要望が行われている。 

   なお，この後，母子及び寡婦福祉法施行令が改正され，改正前は修学資金，修業

資金，就職支度資金及び就学支度資金の貸付金以外の貸付金につき，保証人を立て

ない場合は，据置期間経過後はその利率を年３％とされていたものが，１．５％に

引き下げられた。（※正しいでしょうか？） 

 

（2）問題点 

ア 期限の利益喪失（一括償還）にかかる定めがないこと 

本貸付金については，現在，要綱及び契約書いずれにも期限の利益喪失についての

定めがない。母子及び寡婦福祉法施行令（１６条），母子及び寡婦寡婦福祉法施行規

則によれば，債務者が償還金の返済を怠った場合には，残債務の償還を一括して請求

することができることを前提とした定めが置かれており，福岡市が制定した福岡市母

子及び寡婦福祉法施行細則においても，一括償還を請求することができることを前提

に，その書式が定められている。しかしながら，本貸付金の貸付にあたっては，貸付

申請書及び貸付決定通知書では分割償還についての申込み及びその承諾があってい

るにとどまり，一括償還については全く触れられていない。例えば，貸付決定通知書

では，貸付の停止や減額等については母子及び寡婦福祉法施行令を引用する形で定め

が置かれているにも関わらず，一括償還については法令の引用すらされていない。し

たがって，本貸付金については，債権者である福岡市と債務者との間で，期限の利益

喪失（一括償還）が合意内容となっていないことから，償還が遅滞した場合でも，期

限の利益喪失を主張して一括償還することができない。 

 この一括償還をすることができないという不都合が後述する種々の問題点を惹起

する根源ともなっており，この点は直ちに改善する必要がある。 

 したがって，早急に要綱及びマニュアルを改訂し，これと併せて契約書を整備する

か，申請書・決定書内容を改訂し，「償還金の返済を一度でも怠った場合には，福岡

市が債務者へ文書にて通知することにより，債務者が期限の利益を喪失し，借入額元

金と同日までの利息合計額から既払額を控除した額について直ちに福岡市に返済し

なければならない」旨の定めを置く必要がある。この際に注意しなけれなならないの
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は，要綱やマニュアルのみに定めても，契約相手方に直ちに主張できることにはなら

ず，契約内容として債務者に主張するには，契約書（申請書・決定書）にその旨を記

入する必要があるということである。 

 

☞指摘７ 

★ 現在，期限の利益喪失についてマニュアルに規定がないためか，契約

書等にもまったく記載がみられない。そのために回収業務が極めて煩雑

で非効率的となっている。今後の貸付においては早急にマニュアル・契

約書等を整備し，期限の利益喪失条項を利用して効率的な回収を図るべ

きである。 

 

イ 回収事務について 

(ｱ)回収方法が非効率的であること 

現在，それぞれの貸付金について，弁済期が到来するたびに，滞納者に対して督促状

を送付するという処理がおこなわれている。例えば，償還期限が１０年間で毎月５，２

５０円を弁済することとされている貸付金について，当初弁済期より滞納が継続されて

いる場合には，毎月５，２５０円について督促状が送られている。このような回収事務

は，費用対効果という点できわめて疑問である上，滞納を継続している者に対しても直

近の 1回の滞納額のみが記載された督促状が送付されるのであるから，支払う側にとっ

ても債務額等が分かりにくいという問題がある。さらに，後述する通り期限の利益喪失

や遅延損害金について定めがないこともあり，滞納者に対して任意の履行を促すシステ

ムになっているとは言い難い。 

 また，個別訪問や電話督促等の内容を見ると，現在の就業先や財産にかかる情報等，

現実的回収の目途の判断材料となるような情報についての聞き取りがほとんど行われ

ていなかった。督促をしても支払わないものに対し，それ以上の手続きを行うか否かを

判断するには，現実的回収の見込みに関する情報が必要となるし，仮に現実的回収の見

込みがないものとして債権放棄等をするのであればその際にも借受人の資力に関する

情報が必要となる。したがって，福岡市においては，将来的に必要となる手続きを視野

に入れて，聴取事項の一覧を作成する等の方法により嘱託職員による電話での督促や戸

別訪問の機会をより有効に活用すべきである。 

 

☞指摘８ 

★ 滞納中の貸付金が存在するにも関わらず，これを督促状に記載せず，

当該返済時期に関する滞納分のみを記載するという現在の事務処理は，

福岡市の債権回収という面からみても，債務者へのわかりやすさと言う

面からみても，問題が大きい。少なくとも，これまでの滞納額の累積額
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を記載した督促状を送付するように改めるべきである。 

 

   

☞意見１７ 

☆ 本貸付金については，電話督促や戸別訪問等による督促が行われてい

るが，借受人と直接接触して督促しているにも拘らず，必ずしも現実の

回収にあたって必要となる情報が得られていない。福岡市においては，

督促にあたって，現実の回収を見据えた情報収集を行うことが望ましい。 

 

(ｲ)時効中断等の措置が不十分であること 

 上記貸付金種別一覧記載のとおり，本貸付金については，償還期間が２０年以内とさ

れているものが多数存在する。他方で，上記「カ 滞納債権の回収について」に記載し

たとおり，時効期間との関係で重点指導の対象となるのは，時効期間経過１年前の滞納

者とされている。ここで，上述のとおり本貸付金については期限の利益喪失による一括

償還をさせていないことから，たとえば，償還期間１０年で貸付から１度も返済されて

いない貸付金については，最後に返済日が到来する分割支払い分の時効期間経過１年前

に重点指導をしたとしても，その前に返済期間が到来しているものについてはすでに時

効期間が満了してしまっていることになる。 

（例） 

例えば，貸付元金６０万円の貸付金を，平成１０年４月末日から平成１９年３月末日

まで毎月５０００円ずつ１０年償還とする場合には，以下のとおり，返済日が早いもの

については随時時効にかかってしまうことになる。 

返済日 返済額 時効期間満了日 時効前の重点指導 

平成１０年４月末日 ５，０００円 平成１９年４月末日 平成１８年４月 

平成１０年５月末日 ５，０００円 平成１９年５ 月末日 平成１８年５月 

平成１０年６月末日 ５，０００円 平成１９年６月末日 平成１８年６月 

平成１０年７月末日 ５，０００円 平成１９年７月末日 平成１８年７月 

・
・
・ 

・
・
・ 

・
・
・ 

・
・
・ 

平成１８年１２月末日 ５，０００円 平成２７年１２月末日 平成２６年１２月 

平成１９年１月末日 ５，０００円 平成２８年１月末日 平成２７年１月 

平成１９年２月末日 ５，０００円 平成２８年２月末日 平成２７年２月 

平成１９年３月末日 ５，０００円 平成２８年３月末日 平成２８年３月 

  このように，期限の利益を喪失させていないため，当初の約定返済日から１０年が

経過する毎に，返済日が古いものから順次時効が完成していく。さらに，重点指導の

対象となるのは，上述のとおり，償還期間直後，４カ月連続で口座振替が不可能であ
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ったもの，時効経過直前のものであるため，上述の例でいうと平成１９年３月末日返

済分について重点指導の対象となった時点では，すでに貸付金の大部分は時効にかか

ってしまっている。 

  しかしながら，本貸付金については，督促状の送付や電話による督促，個別方法に

よる督促等が償還指導スケジュールとして予定されているものの，具体的に時効中断

のためにとるべき対応策についてはマニュアル，償還指導スケジュールにも特に規定

がない。督促状，電話による督促，個別訪問等によっても返済しないものに対しては，

漫然と同様の請求方法を継続するのではなく，少なくとも，債務承認を取ることを必

須とすべきであり，この際にあわせて期限の利益喪失についても承諾させるよう努め

ることが必要である。 

 

☞意見１８ 

☆ 本貸付金は弁済期が比較的長期のものが多く，弁済日が古いものから

順次消滅時効にかかってしまっている状況である。福岡市においては，

債務承認を取ることや訴訟提起等を償還指導スケジュール等に組み込む

ことにより早期に時効中断手続きをとることが必要である。 

 

ウ 遅延損害金の定めがないこと 

  本貸付金については，母子及び寡婦福祉法施行令において，年１０．７５％の遅延

損害金をとらなければならない旨の定めが置かれており，法令上，遅延損害金を徴収

しなければならない形となっている。 

  しかしながら，現在，本貸付金については遅延損害金は全く徴収されておらず，職

員が事務処理の指針とするマニュアルや要綱でも，遅延損害金には一切触れられてい

ない。 

本貸付の趣旨・目的から考えれば，遅延損害金を徴収することが相当でない場合もあ

ろうが，この場合には，債務免除や債権放棄等，適正な手続きを経て債権を消滅させ

るべきである。遅延損害金の徴収が法施行令上で規定されている以上，現在遅延損害

金を徴収していないことは法令違反と言わざるを得ない。 

 

☞指摘９ 

★ 本貸付金については，母子及び寡婦福祉法施行令において，年１０．

７５％の遅延損害金をとらなければならない旨の定めが置かれているに

もかかわらず，マニュアル・契約書等に遅延損害金の定めがなく，遅延

損害金が徴収されていないため，母子及び寡婦福祉法施行令に違反した

処理がされている。福岡市においては，遅延損害金の定めをマニュアル，

契約書等に加筆して原則として遅延損害金の徴収を行うべきであり，特
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別な事情で遅延損害金を徴収するべきではない事案については，適正な

手続きにのっとって免除等の手続きを経る必要がある。 

エ 訴訟手続き等の債権回収手続き 

  上述のとおり，これまでの不納欠損処理はすべてが時効援用によるものであり，こ

れまで訴訟手続等を取ったことがないとのことであるから，本貸付金については，長

期間弁済がされないまま，法的手続きも取られずに時効にかかるままになっているも

のが多数存在することが容易に予想される。このような状況を引き起こしている一つ

の原因は，上述の期限の利益喪失条項の不整備にあると思われる。すなわち，期限の

利益喪失について定めがないことから，すべての債権の期限到来を待って訴訟を提起

すると以前に期限が到来していた債権について時効が成立してしまい，他方ですべて

の債権の時効成立前に訴訟を提起すると，弁済期未到来の債権については履行遅滞と

なった時点で再度訴訟を提起しなければならなくなるという問題がある。 

  しかしながら，総論記載のとおり地方自治法施行令によれば，期限までに履行しな

いものには期限を指定して督促する義務があり，督促後相当期間経過後にも未履行の

場合には特段の事情のない限り，担保の実行，保証人に対する請求，訴訟手続による

回収を図らなければならないこととされている。また，無資力又は一括返済すること

が困難で延期することが徴収上有利な債権等については，期限延長特約等を行うこと

ができることとされている。このように，期限到来後，一定期間経過しても履行がな

い債務については，訴訟手続をとるか，少なくとも期限の延長特約等を行わなければ

ならない旨法令上定められており，これらを行わない場合には，保全・取り立てをし

ない旨の決定をしなければならないこととされている（地方自治法施行令第１７１の

５）。 

  しかるに，本貸付金については，上述のとおり，一度も訴訟手続きを取られたこと

がなく，他方で回収・保全手続きを取らない旨の決定をしているという事情もみられ

ないことから，現在の償還指導事務は，地方自治法乃至同施行令に違反したものとな

っている。 

☞指摘１０ 

★ 本貸付金については，地方自治法施行令上必要とされている債権回収

手続きがとられておらず，その手続きをとらないという決定もなされて

いない。そのため，多くの貸付金について消滅時効が完成してしまって

いる。 

  地方自治法施行令上，督促によっても返済がなされない場合には訴訟

手続きをとることが原則とされていることから，本貸付金についても原

則としては訴訟手続きをとることを検討すべきであるし，訴訟手続きを

とることが妥当でないものについては，相当な理由をもって訴訟手続き

を行わないという決定をして，期限延長等の合意をすべきである。 
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☞意見１９ 

☆ 本貸付金については，マニュアルが制定されており，貸付・回収業務

に携わる職員はマニュアルをもとに手続きを進めているようである。し

かしながら，マニュアルには，督促によっても返済されなかった債権に

ついて訴訟手続きを取る必要があること，また訴訟手続きをとらないの

であれば，期限延長合意等を行わなければならないことが記載されてい

ない。法令上，訴訟手続きもしくは期限延長合意等を行うことが義務付

けられていることから，この点をマニュアルに加筆すべきである。 

 

オ 会計処理に実情が反映されていないこと 

以上のとおり，本貸付金については，既に履行期間経過後１０年以上経過している

ものが多額に含まれている。さらに，本貸付金には期限の利益喪失条項がなく，償還

期間が１０年程度あるものが多いことから考えると，最終の履行期限到来から１０年

以上経過していなくても，貸付金の一部が時効にかかっている債権を含めるとさらに

多額の債権時効にかかっているものと思われる。しかしながら，不納欠損処理されて

いるものは時効援用されたもののみであるため，時効期間が到来しているにも関わら

ず，不納欠損処理されないままになっているものが多数存在する。このような状況で

は，明らかに回収不能な債権についても福岡市の財産として計上されることになり，

福岡市の貸借対照表が同市の本来の姿を現すものとは言えなくなるという問題が生

じる。 

☞意見２０ 

☆ 本貸付金については，既に時効期間が経過しているものが多数存在し，

その他にも回収可能性がないものが多くあることが見込まれる。このよ

うな回収見込みのない債権が市の財産として計上されることは市の会計

の透明性という観点から問題であると考えられるので，時効期間が経過

しているもの等については随時回収の要否を検討し，回収不可能とする

ものについては，会計上の処理にも反映させる必要がある。 

カ マニュアル上の問題点 

  上述のとおり，本貸付金については，不納欠損となる場合についてもマニュアルに

規定があり，担当職員はこれをもとに不納欠損処理を行っているものと思われる。 

しかしながら，現行のマニュアルは，複数の点で問題があるため，不納欠損が極め

て限られた場合しか行うことができないようになっている。 

まず，行方不明・死亡・破産の場合について，現行のマニュアルによれば，「時効

期間が経過した貸付金について，借受人・連帯借受人・連帯保証人・借受人の相続人

の全てが行方不明又は死亡又は破産のいずれかに該当する場合には，議会の決議を経
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て不納欠損処理を行うことができる」旨記載されている。この規定を前提とすると，

借受人・連帯借受人・連帯保証人のすべてが破産したとしても，その債権について時

効期間が経過しなければ不納欠損処理することができなくなってしまう。債務者がす

べて死亡または破産した場合にも，時効期間経過を待たなければ不納欠損処理を行え

ないというのは明らかに不合理である。この点については，マニュアルの，「時効期

間が経過した貸付金について，」という要件を削除する必要がある。 

また，免除については，マニュアル上，不納欠損する場合としてまったく記載がな

い。不納欠損する場合についてマニュアルに列挙するのであれば，免除についても記

載しておく必要があろう。 

他方で，時効援用については，時効完成後に「借受人又は連帯借受人又は連帯保証

人が時効を援用した場合」には，不納欠損処理を行う旨記載されており，規定上は借

受人か連帯借受人，連帯保証人のいずれかが時効を援用した場合には不納欠損処理を

行うような規定になっている。しかしながら，仮に連帯保証人が時効を援用したとし

ても，借受人が返済するのであれば，不納欠損処理すべきでないことは当然である。

したがって，この点についてはマニュアルを「借受人，連帯借受人及び連帯保証人が

時効を援用した場合」と訂正する必要がある。 

☞意見２１ 

☆ 本貸付金については，不納欠損にかかるマニュアルの記載に不適切な

記載が複数みられる。福岡市においては，早急にマニュアルを改訂し，

回収不可能な債権について不納欠損処理することができる体制を作る必

要がある。 
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２ 福岡市家庭的保育事業敷金貸付金 

 

(1) 現状 

貸付金名 福岡市家庭的保育事業敷金貸付金 

貸付開始年度 平成２２年度 担当部・課 子育て支援部子育て支援課 

根拠法律，条例，規則，要綱等 

児童福祉法，福岡市家庭的保育事業実施要綱，福岡市家庭的

保育事業補助金・貸付金交付要綱 

 

マニュアル，手引き等 なし 

広報 本貸付金の広報は特になし 

貸付先 福岡市と家庭的保育事業の委託契約を締結したもの 

保証人の必要性 
有 ・ 

無 

物的担保の必要

性 
 有 ・ 無 

利息の有無 
有 ・ 

無 
利息の利率（年）   0％ 

貸付金の趣旨・目的 福岡市家庭的保育事業の円滑な実施のため。 

貸付金の概要 （千円） H19 H20 H21 H22 H23 

予算額       1200  4000  

当年度 

貸付実績 

貸付金額        556  1628 

貸付件数       3  3 

回収すべき金額（当年度分）（Ａ）        0 0  

回収済み金額（当年度分）（Ｂ）    0 0 

回収すべき金額（過年度分）（Ｃ）    0 0 

回収済み金額（過年度分）（Ｄ）       0  0  

回収率（＝（Ｂ＋Ｄ）÷（Ａ＋Ｃ））       0  0  

貸付残高総額（Ｚ）       556 2,184  

貸付件数       3  6  

延滞債権（Ｘ＋Ｙ）        0 . 0 

未収金額（Ｘ）        0 0  

長期延滞債権額（Ｙ）        0 0  

延滞債権率（＝（Ｘ＋Ｙ）÷Ｚ）        0 0  

不納欠損額        0 0  

不納欠損件数        0 0  

免除額        0 0  

免除件数        0 0  

備考        0 0  

免除件数        0 0  
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備考 

※償還開始時期は家庭的保育事業の事業廃止時であり，現時

点ではまだ事業が廃止された例はないことから，支払時期が到

来している債権は存在しない 

 

ア 家庭的保育事業について 

 家庭的保育事業は，保育所待機児童対策の一環で保育所整備を補完するものとして，

また，多様な保育サービスを提供するものとして，児童福祉法上定められた事業である。

事業形態は，市が認定した保育士の資格を持つ「保育ママ（家庭的保育者）」が，少人

数による少人数の保育を実施するものである。賃貸マンション等の一室で比較的小規模

な経費により保育事業を実施できることから，待機児童対策としての効果が期待されて

いる。 

家庭的保育事業には，「個人実施型」と「保育所実施型」の２パターンがあり，個人

実施型は，保育士で福岡市が行う研修を受けた者のうち，福岡市が認定した者が個人事

業主となって実施するものである。保育所実施型は，認可保育所を運営している社会福

祉法人が委託先となって家庭的保育事業を実施し，その社会福祉法人に雇用される者が

家庭的保育者となって乳幼児を保育するというものである。いずれの場合にも，家庭的

保育者は，週１回以上巡回し，保育者等の相談を受けるなどの支援を行う家庭的保育支

援者の支援を受けながら保育を実施している。家庭的保育支援者は，保育園の元職員等，

一定の経験のある者が従事している。 

 

(ｱ)   現在の福岡市における保育需要 

現在，福岡市新待機児童解消プラン等によれば，平成２４年度まで（いずれも４月１

日現在）の福岡市における待機児童の状況は以下のとおりである。 

≪福岡市における待機児童数≫ 

  

  

  

H２２ H２３ H２４ 

未入所 

児童数 

待機 

児童数 

未入所 

児童数 

待機 

児童数 

未入所 

児童数 

待機 

児童数 

東区 

３歳未満児 １３４ ６５ １９４ １０２ ２１２ １２６ 

３歳以上児 ５９ ２２ ９３ ５０ ８７ ４９ 

合計 １９３ ８７ ２８７ １５２ ２９９ １７５ 

博多区 

３歳未満児 １６７ ７９ ２１４ １０２ ２２９ １０９ 

３歳以上児 ３８ １４ ７４ ４２ ５８ ２５ 

合計 ２０５ ９３ ２８８ １４４ ２８７ １３４ 

中央区 
３歳未満児 １２８ ５７ １１２ ５４ ２０８ ９３ 

３歳以上児 ３６ ２０ ３９ １８ ５２ ２２ 
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合計 １６４ ７７ １５１ ７２ ２６０ １１５ 

南区 

３歳未満児 １０５ ３５ １７５ ７２ ２１８ １２２ 

３歳以上児 ２８ ３ ５９ ２４ ８４ ４１ 

合計 １３３ ３８ ２３４ ９６ ３０２ １６３ 

城南区 

３歳未満児 ３７ ２２ ６６ ３０ ９４ ５５ 

３歳以上児 １３ ７ ２５ １２ ３２ １７ 

合計 ５０ ２９ ９１ ４２ １２６ ７２ 

早良区 

３歳未満児 １１９ ４９ １５２ ７２ １５９ ６９ 

３歳以上児 ６３ ２８ ６９ ２７ ７４ ３０ 

合計 １８２ ７７ ２２１ ９９ ２３３ ９９ 

西区 

３歳未満児 １２７ ６４ １６４ ９３ １７４ ９６ 

３歳以上児 ５０ ２４ ５４ ２９ ６３ ３９ 

合計 １７７ ８８ ２１８ １２２ ２３７ １３５ 

 

上記のとおり，福岡市においては，保育園への入所を希望しているにもかかわらず

入所することができていない待機児童が平成２４年４月１日時点で８９３人おり，待

機児童の解消が喫緊の課題となっている。こうした待機児童の解消のための対応策の

一つが家庭的保育事業である。 

(ｲ)   福岡市における家庭的保育事業 

① 実施方法 

福岡市では，家庭的保育者は家庭的保育補助者と２名以上で保育を実施しなければ

ならないこととされており（福岡市家庭的保育事業実施要綱７条１項），対象児童は，

生後３カ月から２歳までの乳幼児で，保護者の仕事等で家庭での保育が困難と市が認

める児童である。定員は，1事業あたり乳幼児５人とされているが，１つの部屋で２

つの家庭的保育事業が行われている場合もあり，この場合には一つの賃貸物件等で１

０名の乳幼児を保育することが可能となっている（つまり，家庭的保育者１名と補助

者１名で，最大５名の乳幼児を保育する）。 

  利用者が負担する保育料は，保育園における保育料と同じく，世帯の所得に応じて

決定することとされており，各世帯は，家庭的保育者又は保育所に対して直接保育料

を支払う。なお，家庭的保育において各世帯が負担する保育料は認可保育園の７割程

度とのことである。 

家庭的保育を受ける際に世帯が負担する保育料は以下の表のとおりである。 

 

≪家庭的保育事業保育料表≫ 

利用児童の属する世帯の税額等による階層区分 料金月額 

生活保護法による被保護世帯 ０円 
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中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関

する法律による支援給付を受けている世帯 

Ａ階層及びＤ１～Ｄ１１

階層を除き，前年度分の市

町村民税の額の区分が次

の区分に該当する世帯 

非課税世帯 ０円 

所得割非課税世帯（均等割のみ課税世帯） １０，０００円 

所得割課税世帯 １１，９００円 

Ａ階層を除き，前年分の所

得税の課税世帯であって，

その所得税の額が右の区

分に該当する世帯 

１０，０００円未満 １３，９００円 

１０，０００円以上２０，０００円未満 １５，９００円 

２０，０００円以上３０，０００円未満 １７，８００円 

３０，０００円以上４０，０００円未満 １９，８００円 

４０，０００円以上６３，０００円未満 ２２，４００円 

６３，０００円以上８２，０００円未満 ２５，０００円 

８２，０００円以上１０３，０００円未

満 

２７，６００円 

１０３，０００円以上２５３，０００円

未満 

３１，３００円 

２５３，０００円以上４１３，０００円

未満 

３７，１００円 

４１３，０００円以上７３４，０００円

未満 

４４，８００円 

７３４，０００円以上 ５８，３００円 

 

② 福岡市からの補助金 

  家庭的保育事業には，本貸付金のほか，施設改修費，賃貸物件の賃料について補助

金が交付されている。 

補助対象 単位 上限額 

改修費 初年度 １か所あたり ２，０００，０００円（但し，公務員宿舎等は２，

２００，０００円） 

賃料 毎月 家庭的保育者

一人当たり 

５０，０００円(平成２３年４月１日以降の新規契約

分については８０，０００円) 

 

③ 家庭的保育事業委託料 

  このほか，家庭的保育事業の受託者である家庭的保育者又は保育所には，福岡市か

ら委託料が支払われることとされており（福岡市家庭的保育事業実施要領第２７条），

その内容は以下のとおりである（福岡市から受託者に対して支払われるのは，下記家

４－24



庭的保育事業委託料内訳表記載の「金額」欄記載の額から，利用者から受託者に対し

て支払われる保育料を差し引いた額である。）。 

 

≪家庭的保育事業委託料内訳表≫ 

 

 

④ 国から福岡市への国庫補助 

家庭的保育事業には，国からの補助金が交付されることとなっており，以下のとお
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りの基準により交付される。 

ⅰ 家庭的保育者経費 児童１人当たり月額５２，２００円 

ⅱ 家庭的保育支援者経費 

家庭的保育者６人以上に対し配置する場合家庭的保育支援者１人当たり 

年額４，５２９，０００円 

（ただし，事業期間が６カ月未満の場合は，２，２６４，０００円） 

家庭的保育者３～５人に対し配置する場合家庭的保育支援者１人当たり 

年額２，２６４，０００円 

（ただし，事業期間が６カ月未満の場合は，１，１３２，０００円） 

ⅲ 連携保育所経費又は実施保育所経費 

基本分  １か所当たり年額８００，０００円 

（ただし，事業期間が６カ月未満の場合は，４００,０００円） 

加算分 基本分に加え家庭的保育者１人につき次の年額単価を加算  

１２０，０００円 

（ただし，事業期間が６カ月未満の場合は，６０，０００円） 

ⅳ 家庭的保育補助者経費 

児童１人当たり月額２６，０００円 

 

イ 家庭的保育事業敷金貸付金について 

(ｱ)  本貸付金は，上記福岡市からの補助金の対象とされていない敷金にかかるもので

ある。担当課によれば，敷金が貸付の対象とされた趣旨は，家庭的保育事業を開始

するにあたり初期費用としてかかる経費が多額となるため，その一部である敷金を

貸し付けることにより家庭的保育事業の実施を促進することにあるとのことであっ

た。 

広報等に関しては，家庭的保育事業の利用者への紹介は，市ホームページなどで

行われている。本貸付金の利用者である家庭的保育実施者に対しては，直接市が実

施者に制度の説明を行うため，特に広報等は行っていない。また，家庭的保育者と

して認定されるには福岡市が実施する研修を受講する必要があり，この研修の募集

は市政だより等で行われている。 

 (ｲ)   貸付条件，各契約締結等の流れ 

      本貸付金は，事業実施に現に要する敷金額を貸し付けることとされており，敷金

額が要綱に定める上限額（１件につき２５万円）を超える場合には，限度額につい

て貸付が実施される。 

   福岡市は，家庭的保育事業実施者からの申請を受けて貸付決定を行い，貸付金を

家庭的保育事業者に交付する。貸付期間は「家庭的保育事業の廃止後，賃貸人と協

議の上，原状復帰・清算が終了するまでの期間」とされており（要綱１５条１項，
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家庭的保育事業に伴う敷金貸付に関する契約書２条２項），敷金は賃貸人から一旦

家庭的保育事業者に返還されたのち，家庭的保育事業者から福岡市に返済される。

この際，家庭的保育事業実施者が福岡市へ返済する額は，原状復帰にかかった費用

を差し引いた額で足りる（要綱第１５条２項）。  

 貸付実施等の流れは以下のとおりである。 

補助金・貸付金交付申請書提出，補助金・貸付金交付決定 

↓ 

 敷金貸付契約の締結（事業主・福岡市） 

 ↓ 

 請求書の提出，貸付金の支払 

 ↓ 

 賃貸借契約の締結（事業主・賃貸人） 

 ↓ 

 敷金の支払 

 ↓ 

 報告書の提出 

 ↓ 

 家庭的保育事業の廃止 

 ↓ 

 賃貸借契約の終了 

↓ 

原状復帰，明渡及び敷金の清算（事業主・賃貸人） 

 ↓ 

 本貸付金額から原状復帰費用を差し引いた額の返還 

 

(ｳ) 実施状況 

  本貸付金は，平成２２年度に開始された。平成２２年度は，個人実施型のみ，平成

２３年度は保育所実施型のみについて家庭的保育事業を実施したため，貸付について

も平成２２年度は個人実施型のみ，平成２３年度は保育所実施型のみについて行われ

た。家庭的保育事業受託者に本貸付制度の説明を行い，平成２２年度は３件，平成２３

年度は１２件の事業について貸付が行われた。貸し付けの詳細は以下のとおりである。 

 

 

 

  ≪平成２２年度貸付実績≫ 

保育室名 貸付額 
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≪平成２３年度貸付実績≫ 

保育室名 貸付額 

キッズルーム那珂１，２（１つの部屋で２つの家庭的保

育事業を実施） 

博多区 １６８，０００円 

キッズルーム竹下１,２（１つの部屋で２つの家庭的保育

事業を実施） 

博多区 ４５０，０００円 

てまり１,２（１つの部屋で２つの家庭的保育事業を実

施） 

中央区 ３５０，０００円 

わらべ１,２（１つの部屋で２つの家庭的保育事業を実

施） 

中央区 ３２０，０００円 

つつじＡ，Ｂ（１つの部屋で２つの家庭的保育事業を実

施） 

早良区 ２１０，０００円 

コスモスＡ，Ｂ（１つの部屋で２つの家庭的保育事業を

実施） 

早良区 １３０，０００円 

なお，敷金の定めがない賃貸借契約に基づいて施設を使用している家庭的保育室もあ

る。上記保育室の外，東区に３保育室（内２保育室は１つの部屋で実施），南区に４

保育室（２保育室ずつ１つの部屋で実施），城南区に４保育室（２保育室ずつ１つの

部屋で実施），早良区に１保育室がある。 

 

（2） 問題点 

ア 公益上の必要性について 

  本貸付金は，待機児童対策の一環として行われている家庭的保育事業の円滑な実施

を目的とするものであり，上述のとおり各種施策の実施によってもなお待機児童問題

が解消されていないのが現状であることから，本貸付金の公益上の必要性は認められ

る。 

  もっとも，上述のとおり，家庭的保育事業には個人実施型と保育所実施型があるに

も拘らず，福岡市においては，平成２２年度は個人実施型のみ，平成２３年度は保育

おはな 西区 １５６，０００円 

小戸 西区 １２０，０００円 

ファーストチャイルド 西区 ２８０，０００円 
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所実施型のみが貸付対象とされていた。要綱においては個人実施型と保育所実施型双

方が予定されており，待機児童の解消という家庭的保育事業の趣旨からも，家庭的保

育事業実施及び本貸付金申し込みの門戸は広く開いたほうが好ましいように思われ

る。２５万円程度の敷金の負担が事業実施の支障となるのは，どちらかと言えば保育

所よりも個人についてであると思われるし，家庭的保育事業の実施者として適当でな

いと評価される個人については，福岡市が家庭的保育者として認定しなければよいの

であるから，募集の段階で対象から外してしまうことには疑問もある。 

  もっとも，担当課によれば，個人事業主となることから経営的な助言を市に求められ

ること，現在そのような体制をとることは難しいこと，保育所実施型の方がより大規

模な家庭的保育事業（１部屋で２保育室を運営する等）が可能であり，待機児童の早

期の解消が期待できるためとのことであり，この理由には相当性が認められないともい

えないことから，本報告書では特に意見としては述べない。福岡市において待機児童

解消のために最良と思われる方法を検討して頂きたい。 

 

イ 貸付金として交付することの相当性（返還の対象とならない原状復帰費用について） 

  本貸付金については，家庭的保育事業が廃止され，賃貸借契約が終了した後，敷金

の清算後に本貸付金の返済が行われるが，この際に家庭的保育事業実施者が返済義務

を負うのは，原状復帰費用を差し引いた額である。 

この点，まず，返済時期についてであるが，本件は返済時期の定めがある金銭消費

貸借契約であるところ（返済時期の定めがない金銭消費貸借契約においては債権者の

返済請求から相当期間が経過した時が返済時期となる），返済時期については「原状

復帰・清算後，市長が貸付金の返還を命じた日」としか定められておらず，不明確な

期限となっている。また，現在，待機児童問題が解消される目途がついているとは考

えにくく，よって，家庭的保育事業が近い将来廃止される可能性はない。従って，家

庭的保育事業の廃止により本貸付金の返還を受けるということ自体，現実的には考え

がたい。 

  次に，返済額についてであるが，本来，金銭消費貸借契約では，貸付額全額につい

て返済されることが原則であり，貸し付けた額よりも返済額の方が少額であることは

ない。しかしながら，本貸付金については，原状復帰費用を差し引いた額についてし

か返済義務がないとされていることから，当初から返還義務の一部を免除した契約と

なっている。契約当初から返済が免除されているような金銭の交付については，通常

であれば，消費貸借契約ではなく，通常の契約で考えるところの贈与として扱われる

べきものであり，福岡市からの交付であることを考えれば，貸付金の交付時点から補

助的な意味合いを持っている。また，家庭的保育事業では，防護柵の設置等，通常の

賃貸物件には存在しない特殊な設備が必要とされていることから，これらの原状復帰

を行うにあたっては，高額の費用を要することになると思われ，原状復帰費用差し引
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き後に敷金が残ることはあまり期待できない。 

  以上のような本貸付の実態から考えれば，本貸付金は，返済時期，返済額の点から，

貸付額について返済を受けることを前提とした，金銭消費貸借契約としての性質を有

しているとは言えず，補助等によって交付すべき金員であると考えられる。この点，

福岡市は，「敷金」が返還される可能性のあるものである以上，福岡市としても貸付

金とすべきであるということで貸付金として制度を構築したとのことであるが，補助

金であっても，後に剰余が発生した場合には返還を受けることができるのであるから，

補助金として扱うことに大きな問題はないものと考える。 

 

☞意見２２ 

☆ 「貸付」は，貸付額の全額が返済されることを前提とするものである。

しかしながら，本貸付金においては，貸付金交付当初から一部の返還を

要しないことが予定されており，返還を要しない敷金額（少なくとも原

状復帰費用相当額）を貸付金として交付していることには問題があると

思われる。交付後に免除すべき事由が生じて免除するのであれば免除も

ありうるが，交付時から返済を予定していないことから，免除にもそぐ

わない。少なくとも原状復帰費用については，全額回収したうえで同額

を補助する形をとるか，当初から補助金を交付する等，実態に即した契

約形態にすることが望ましい。 

 

ウ 賃貸借契約内容の確認について 

  福岡市は，家庭的保育事業実施者に対し，賃貸借契約書を提出させているものの，

申請書類を確認したところ，実際に提出されているのは敷金額の記載があるページの

写しのみであった。 

この点，本貸付金を，現状どおり貸付金として取扱い，原状復帰費用を差し引いた

後の敷金を返還させるのであれば，賃貸借契約の条項如何によって，返還される金額

が大きく変わってくる。 

例えば，敷引特約についても，「消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付さ

れた敷引特約は，敷引金の額が賃料の額等に照らし高額に過ぎるなどの事情があれば

格別，そうでない限り，これが信義則に反して消費者である賃借人の利益を一方的に

害するものということはできない」（平成２３年３月２４日最高裁第一小法廷判決）

との最高裁判例が出されているところであり，特に家庭的保育事業については消費者

が居住用建物について賃貸借契約をする場合とは異なることから，消費者を対象とす

る場合と比べても敷引特約が有効と判断される可能性は高いものと考えられる。現在

の要綱上の定めからは，敷引特約により家庭的保育事業者に返還されなかった敷金に

ついても，家庭的保育事業者から福岡市には返済されなければならないことが原則で
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あろうが，この場合には，賃貸人と家庭的保育事業者との間で，原状復帰費用と敷引

特約がなければ返済されるべき敷金額について確認・協議を行わなければならないこ

ととなる。この場合，家庭的保育事業者としては原状復帰費用が高額である方が福岡

市への返済額は少額ですみ，福岡市としては原状復帰費用が少額である方が高額の返

済が受けられるという，利害が対立する関係にある以上，家庭的保育事業者に賃貸人

との間で確認・協議を期待することは難しい。したがって，現実的に，敷引特約があ

る賃貸借契約では，家庭的保育事業者から原状復帰費用を差し引いた敷金額の返還を

受けることは困難であると思われる。 

また，福岡市が返還を受けることができない「原状復帰費用」についても，賃貸借

契約書において，どの程度の原状復帰が賃貸人・賃借人のどちらの負担とされている

のかによって大きく変わってくるものと思われる。 

このように，賃貸借契約の内容によって，福岡市が返済を受けられる額が変わって

くる可能性が高いにも関わらず，現在は交付額の確認のためだけに賃貸借契約書を提

出されている状況である。実際に，申請書を確認したところ，福岡市に提出させてい

る契約書の一部に，「敷金３カ月のうち，敷引２カ月とする」旨の特約が記載されて

いるものも見受けられたが，これらについて福岡市が意見を述べたりはしていないよ

うである。 

上述のとおり，家庭的保育事業者は，賃料については福岡市から補助を受けている。

また，敷金については福岡市からの借入により支払い，原状復帰費用は返済を要しな

いこととされているため，事業者は賃貸借契約の定めのうち，賃料額や原状復帰に関

する部分について利害関係を有しない。利害関係を有しない事業者と賃貸人との契約

では，通常の利益の対立する当事者同士の契約と異なり，事業者による賃借人の立場

での確認・交渉が自発的に行われることは期待できない。このような事情があること

からも，民民契約とはいえ，福岡市が契約内容について，積極的に事業者に対して意

見を述べることが必要であると考える。 

 

☞意見２３ 

☆ 今後，本貸付を行うにあたっては，敷金額のみならず，敷引特約や原

状復帰にかかる約定等，本貸付金の返済を受けるにあたって重要となる

約定まで確認し，必要があれば家庭的保育事業実施者に対して賃貸人と

の協議を指示する等の対応をとるべきである。 

 

 

エ 契約書の不備について 

  本貸付金を交付するに当たっては，福岡市と家庭的保育事業実施者との間で，「家

庭的保育事業に伴う敷金貸付に関する契約書」という名目の金銭消費貸借契約書が作
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成されている。同契約書には，貸付金額，貸付時期，利子（無利息）等については記

載があるものの，返済額については記載がなく，本貸付金については，繰り返し述べ

ているとおり，家庭的保育事業実施者は原状復帰費用についての返済義務を負ってい

ないが，この点については契約書上，定めがない。本来は金銭消費貸借契約という契

約の性質上，「借りたものは返す」ことが原則であるのであるから，特別に定めがな

ければ，貸し付けた額の返済を受けなければならないこととなってしまう。 

 

☞意見２４ 

☆ 現状どおり，原状復帰費用について返済義務を負わない形の金銭消費

貸借契約を締結するのであれば，金銭消費貸借契約書にもその旨を明記

するべきである。 
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３ 福岡市私立幼稚園振興資金貸付金 

 

(1) 原状 

貸付金名 福岡市私立幼稚園振興資金貸付金 

貸付開始年度 昭和４９年度 担当部・課  子育て支援部子育て支援課 

根拠法律，条例，規則，要綱

等 

福岡市私立幼稚園振興資金貸付要綱 

 

マニュアル，手引き等 なし 

広報 なし 

貸付先（貸付金の対象者）  社団法人 福岡市私立幼稚園連盟 

保証人の必要性 有 ・ 無 物的担保の必要性  有 ・ 無 

利息の有無 有 ・ 無 利息の利率（年）     １％ 

貸付金の趣旨・目的  幼稚園教育の振興充実 

貸付金の概要 （千円） H19 H20 H21 H22 H23 

予算額  1,303,340 1,198,908  1,170,353 1,078,349 981,095 

当年度 

貸付実

績 

貸付金額  894,209 821388   738,764 630,835 443,335 

貸付件数  １ 
 1 

 
 1 1 1 

回収すべき金額（当年度分）Ａ  894,209 821388   738,764 630,835 443,335 

回収済み金額（当年度分）Ｂ  894,209 821388   738,764 630,835 443,335 

回収すべき金額（過年度分）Ｃ 0 0 0 0 0 

回収済み金額（過年度分）Ｄ 0 0  0  0  0  

回収率（（Ｂ＋Ｄ）÷（Ａ＋Ｃ））         

貸付残高総額 Ｚ         

貸付件数         

延滞債権（Ｘ＋Ｙ）        

未収金額 Ｘ           

長期延滞債権額 Ｙ           

延滞債権率 （（Ｘ＋Ｙ）÷Ｚ）           

不納欠損額            

不納欠損件数           

免除額  0  0 0  0  0  

免除件数  0  0 0  0  0  

備考  0  0 0  0  0  

免除件数  0 0 0 0  0 

単年度償還 
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備考 
社団法人福岡市立幼稚園連盟を通して各幼稚園への貸付を行って

いる。  

 

ア 福岡市私立幼稚園連盟について 

(ｱ) 対象団体の組織と活動 
    私立幼稚園連盟は，「幼児教育の重要性にかんがみ，私立幼稚園の公的役割と

公共性を高め文部科学省が定める教育課程並びに設置基準をもとに，教育内容の

向上と施設設備の改善充実をはかり，もって市民が要請する幼児教育の振興に寄

与すること」を目的として設立された特例社団法人である（定款３条）。私立幼

稚園連盟は，幼稚園教育に関する調査及び研究，私立幼稚園の経営・管理に関す

る調査研究，私立幼稚園教職員の資質の向上及び福利厚生に関する事項，私立幼

稚園の振興に関する事項等の事業を行うとされている。 
連盟には，福岡市内の１１８の私立幼稚園（全園）が加盟しており，主たる事

業は福岡市私立幼稚園教育センターの運営である。 
 (ｲ) 対象団体の財務 
      平成２３年度外部監査において取り上げられたとおり，私立幼稚園連盟には福岡

市から補助金が交付されており，その金額は平成２４年度予算で以下のとおりであ

る。 
   ①研修費補助      ９，１９２，０００円 
   ②運営費補助     ２２，４００，０００円 
   ③幼稚園運営費補助 ７１０，９８２，０００円 

（私立幼稚園連盟を通じて各幼稚園へ） 
 
    私立幼稚園連盟の平成２３年度の事業活動収入は６２８４万円（事業活動収入

約７億５９１１万円から幼稚園に支払われる幼稚園運営費補助金約６億９６２

７万円を差し引いた額）余りであり，そのうち補助金が３５７０万円を占めてお

り，収入の約半分を福岡市からの補助金が占めている。また，上述のとおり，幼

稚園連盟は福岡市私立幼稚園教育センターの運営を主たる事業とし，福岡市から

各幼稚園への貸付金・補助金の交付等の事務処理等を行っている組織であること

から，取り立てて自主事業によって利益を生む団体ではなく，福岡市私立幼稚園

教育センターの建物以外に目立った資産等も有してない。 
 
イ 本貸付金について 
(ｱ)   貸付金の内容 
    本貸付金は，幼稚園教育の振興・充実を図ることを目的として，私立幼稚園連盟

を通じ，私立幼稚園連盟に所属する福岡市内の各私立幼稚園に施設整備資金，経営
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安定資金を貸し付けるというものである。現在，福岡市に所在する私立幼稚園は，

すべて私立幼稚園連盟に所属しているため，福岡市内のすべての私立幼稚園が本貸

付金を利用することができる。 
  
 私立幼稚園連盟から各幼稚園への貸付の条件等は以下のとおりである。 
≪施設整備資金≫ 

貸付対象資金 幼稚園の施設の増築，改築，改造等の工事（「増改築等」）

及び園舎の敷地，運動場用地の買収（「用地買収等」）そ

の他必要と認められる施設整備 
限度額 ①増改築等の場合 

以下の表又は増改築等経費の３分の２のいずれか低い方 
②用地買収等 
用地買収経費の２分の１（上限は以下の表の上限額） 
③増改築等及び用地買収等を行う場合 
用地買収経費の２分の１の額及び増改築にかかる以下の

表又は増改築等経費の３分の２のいずれか低い額の合計

額（以下の表の上限額を超えてはならない） 
増改築等面積(㎡) 貸付の限度額（千円） 
７００以上 ８０，０００以下 
６００以上７００未満 ７２，０００以下 
５００以上６００未満 ６１，０００以下 
４００以上５００未満 ５０，０００以下 
３００以上４００未満 ３９，０００以下 
２００以上３００未満 ２８，０００以下 
２００未満 １７，０００以下 

 
いずれの場合にも，貸付金交付時の貸付金償還残金が上

記表最上段記載額（１６０，０００，０００円）を超え

てはならないこととされている 
交付時期 貸付対象事業の契約後速やかに。 

（例：用地の売買契約締結後速やかに） 
手数料（利息） 年２％ 
遅延損害金 年３．６５％ 
担保等 保証能力が確実な連帯保証人２名以上＋物的担保 

 
≪経営安定資金≫ 
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貸付対象資金 園児の減少等の原因により，経営困難な状態にある幼稚

園の経営安定のための資金。市中金融機関からの借り換

えも認める。 
限度額 １０，０００，０００円 

※貸付金交付時の貸付金償還残金が１０，０００，００

０円を超えてはならない 
（※貸付上限額の１０００万円は，貸付合計額ではなく

１回の貸付額） 
交付時期 貸付決定後速やかに 
手数料（利息） 年２％ 
遅延損害金 年３．６５％ 
担保等 ①私立幼稚園連盟会員１名を含む保証能力が確実な連帯

保証人２名以上 
②保証能力が確実な連帯保証人１名＋物的担保 
①又は②を借受人が選択する 

   
平成１９年以降の私立幼稚園連盟の幼稚園に対する貸付状況は以下のとおりであ

る。 
 平成１９年度・・・６件（施設整備資金２件，経営安定資金４件） 
 平成２０年度・・・１件（経営安定資金１件） 
 平成２１年度・・・３件（施設整備資金１件，経営安定資金２件） 
 平成２２年度・・・０件 
 平成２３年度・・・１件（施設整備資金１件） 
 

これに対し，福岡市から私立幼稚園連盟への貸付である本貸付金の条件等は以下のと

おりである。 
≪本貸付金の条件≫ 

交付金額 私立幼稚園連盟が各幼稚園に貸し付ける額（継続分＋新

規貸付額） 
手数料（利息） 年１％ 
遅延損害金 年３．１％（政府契約の支払い遅延防止等に関する法律

８条１項（「国が約定の支払時期までに対価を支払わない

場合の遅延利息の額は，約定の支払時期到来の日の翌日

から支払をする日までの日数に応じ，当該未支払金額に

対し財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する

率を乗じて計算した金額を下るものであつてはならな
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い。但し，その約定の支払時期までに支払をしないこと

が天災地変等やむを得ない事由に因る場合は，特に定め

ない限り，当該事由の継続する期間は，約定期間に算入

せず，又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとす

る。 」）を参考に遅延損害金の利率を決定している。） 
担保等 保証能力が確実な連帯保証人３名以上 
償還方法 年度末に一括償還 

   
このとおり，福岡市が本貸付金を貸し付けるにあたっては，連帯保証人が必要とさ

れている。現在は，私立幼稚園連盟の理事４人が連帯保証人となり，物的担保として

も，連帯保証人である各理事の個人資産を提供させている。 
(ｲ)   手続きの流れ 

本貸付金の交付・償還は，以下の図のとおり，毎年度，年度当初貸付額を福岡市

から私立幼稚園連盟に貸し付け，幼稚園から私立幼稚園連盟に申込みがあった都度，

そのための新規貸付額が福岡市から私立幼稚園連盟に貸し付けられる。当該年度当

初貸付額と新規貸付額の合計額に利息１％を付加した額が一括して毎年度末に償還

され，再び次年度には当該年度当初貸付額を貸し付けるという単年度償還の方法に

よっている。私立幼稚園連盟が福岡市に返済するための返済原資は，金融機関から

の短期借入によって調達されている。 
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※上記図の金額は例として記載したもの 
 
(2)   問題点 
ア 公益上の必要性・相当性 
  本貸付金は，私立幼稚園の経営の安定等を目的とするもので，昭和４９年に開始さ

れた制度である。制度目的には公益性が認められるが，現在，本貸付金の利用件数は

減少する傾向にある（たとえば，平成１８年度に継続中の契約件数は６２件あったが，

以降利用件数は減少を続けており平成２３年度には３２件まで減少している。）。本貸

付制度は開始後４０年近く経過していることもあり，現在においても本貸付制度が必

要であるか，検証する必要はあると思われる。 
  もっとも，平成１０年以前は，私立幼稚園連盟から幼稚園に対する貸付の利息が

３％で，福岡市から私立幼稚園連盟への本貸付金の利息は２％であったが，幼稚園か

らの利息引き下げの要望を受け，平成１０年に現在の利息に改定された。本貸付金を

利率等の条件をみると，現時点でも貸付条件が緩やかであるとは言えないが，利息引
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き下げ等，ある程度幼稚園の要望を反映した貸付制度となっていると考えられ，上記

(1)イ(ｱ)のとおり，平成１９年以降平成２３年まで１１件の新規貸付が行われている

ことから考えても，本貸付制度は未だ幼稚園にとって必要のない制度になっていると

までは言えないであろう。 
  後述のとおり，公益法人制度改革に伴って本貸付制度の抜本的な変更を余儀なくさ

れている状況であるため，本市においては，この機会に制度の必要性も含め，貸付制

度のあり方について検討することが必要であると考える。 
 
イ 私立幼稚園連盟が行う貸付事業について 

本貸付金については，私立幼稚園連盟を通した貸付の形をとっていることから，公

益法人制度改革の改正及びそれに付随する貸金業法の適用除外となる法人の範囲の

変更に伴い，私立幼稚園連盟が今後も貸付業務を継続することの是非について検討し

た。 
公益法人制度改革に伴い，貸金業法関係諸法令の一部が改正され，改正後の貸金業

法（施行令等含む）では，貸金業法の適用除外となる貸付は以下のとおり限定されて

いる。 
 

（貸金業法の適用除外となる貸付の一例） 
① 国又は地方公共団体が行うもの 
② 貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの 
③ 物品の売買，運送，保管等を業とする者がその取引に付随して行うもの 
④事業者がその従業者に対して行うもの 
⑤ 前各号に掲げるもののほか，資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認め

られる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの 
⑥国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員が構成する団体が行うも

の 
⑦一の会社等の役員又は使用人が構成する団体が行うもの 
⑧無利息の奨学金貸付けを行う団体が行うもの 
⑨その他 

  
これらの適用除外に当たらない貸付行為を行う場合，貸金業法に基づき貸金業とし

て登録を行っていなければ貸金業法違反として刑事処罰等の対象となる。そこで，本

貸付金が上記適用除外にあたるか否かが問題となるが，本貸付について根拠法令等が

存在しているわけではなく，会社構成員に対する貸付等にもあたらないため，現在の

スキームのまま貸付業務を継続すれば，貸金業法違反となる可能性が高い。 
  したがって，今後，私立幼稚園連盟において各幼稚園への貸し付けを継続する場合
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には，貸金業の登録を行わなければ，貸金業法に抵触することとなることから，貸付

金の実行方法を抜本的に変更することが必要となる。もっとも，既に貸付を実行して

いるものについてその回収業務を継続することは可能である。 
  この点について，今後は，適法性が確認できない場合，私立幼稚園連盟から幼稚園

への新規貸付は行わず，本貸付金についても継続貸付分についてのみ福岡市から私立

幼稚園連盟への貸付を実行することとなるようである（継続貸付分のみであれば，私

立幼稚園連盟は幼稚園に対して貸付は行わず，返済を受けるだけであるため貸金業法

の問題は発生しないと考えられる。）。以上のとおり今後貸付制度のあり方について検

討する必要性があるが，このことについて担当課は認識しており，既に貸金業法に抵

触しないように貸付額等についても検討されていたため，この点については特に意

見・指摘としては記載しないこととする。 
 
ウ 単年度償還 

 本貸付は，上記幼稚園貸付金イメージ図記載のとおり，毎年度，私立幼稚園連盟の

私立幼稚園に対する貸付残高と新規貸付額を福岡市が私立幼稚園連盟に貸し付け，年

度末に金融機関からの短期借り入れによって原資を調達して貸付額全額を返済させ

たうえで，翌年度に，再び私立幼稚園連盟の幼稚園に対する貸付残高と新規貸付額を

福岡市から貸し付けるという手法によっている。すなわち，福岡市と私立幼稚園連盟

との間では，毎年度，貸付と返済を繰り返しているものの，貸付の実質は福岡市が私

立幼稚園連盟を通して私立幼稚園に貸し付けをしているのと異ならない（福岡市が私

立幼稚園連盟に貸し付ける額は，私立幼稚園連盟が幼稚園に貸し付ける残高と新規貸

付額によって決定される）。そうであるとすれば，私立幼稚園連盟の私立幼稚園に対

する貸付残高が残っているにもかかわらず福岡市から私立幼稚園連盟への貸付をス

トップすることは現実的には困難であるから，実質的にみれば本貸付金も私立幼稚園

連盟から幼稚園に対する貸付と同じく，長期貸付として考えるべきである。 
 従って，本貸付金は，実質的には長期貸付であるにもかかわらず単年度で償還及び

貸付を繰り返していることとなり，その問題点については総論で述べたとおりである。

また，単年度償還とすることで，毎年度契約書を作成するため，印紙代等の経費がか

かるという問題もある。さらに，本貸付金については，貸付先の財政基盤がかならず

しも堅固でない団体であることから，金融機関からの短期借り入れが行えなかった場

合に福岡市が全額回収できる確実性はない。 
 

☞意見２５ 
☆ 単年度貸付については，できるだけ速やかに改めるべきである。 

 
エ 貸付方法について 
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現在行われている単年度貸付を前提としても，総論で述べたとおりの問題点がみら

れたことから，速やかに改善すべきである。 
 

☞意見２６ 
☆ 単年度貸付を前提にするとしても，貸付の終了時期を決めて行うべきであ

り，貸付の終了時期を含めて，貸付制度の内容が具体的に分かるような要綱等

に改正すべきである。 
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４ 福岡市賃貸分園貸付金 

 

(1) 現状 

貸付金名 福岡市賃貸分園貸付金 

貸付開始年度 平成 21年度 担当部・課 子育て支援部保育課 

根拠法律，条例，規則，要綱等 福岡市賃貸分園設置補助金及び貸付金交付要綱 ※１ 

マニュアル，手引き等 なし 

広報 なし  

貸付先 賃貸分園設置経営者 

保証人の必要性 有 ・ 無 物的担保の必要性  有 ・ 無 

利息の有無 有 ・ 無 利息の利率（年）     0％ 

貸付金の趣旨・目的 

 賃貸分園設置に伴い必要となる敷金相当額を貸付け，賃貸

分園設置にかかる費用負担を軽減することにより，賃貸分園に

よる保育所整備を推進するもの。 

貸付金の概要 （千円） H19 H20 H21 H22 H23 

予算額     38,880  9,800  7,350  

当年度 

貸付実

績 

貸付金額     25,313  1,400 0  

貸付件数     7  1 0  

回収すべき金額（当年度分）（Ａ）     0 0  0 

回収済み金額（当年度分）（Ｂ）   0  0 0 

回収すべき金額（過年度分）（Ｃ）   0 0 0 

回収済み金額（過年度分）（Ｄ）     0  0  0  

回収率回収率（（Ｂ＋Ｄ）÷（Ａ＋Ｃ））     0 0  0 

貸付残高総額（Ｚ）     25,313  26,713  26,713 

貸付件数     7  8  8 

延滞債権（Ｘ＋Ｙ）  ※２     0  0  0 

未収金額（Ｘ）      0  0  0 

長期延滞債権額（Ｙ）      0  0  0 

延滞債権率（＝（Ｘ＋Ｙ）÷Ｚ）      0  0  0 

不納欠損額      0  0  0 

不納欠損件数     0 0  0  

免除額      0 0  0  

免除件数      0 0  0  

備考      0 0  0  

免除件数      0  0 0  
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備考 

※１ 補助金と貸付金について一本の要綱となっている。  

※２ 償還開始時期は賃貸分園終了後であるため，期限到来

債権なし。 

 

 

ア 賃貸分園について 

  賃貸分園制度は，３歳未満の児童を対象として，おおむね２０人～３０人の定員で，

私立認可保育所が賃貸物件を利用して分園を設置するという制度である。本制度は，

待機児童解消対策として平成２１年に新たに開始された。同制度が開始された平成２

１年４月１日時点での福岡市における待機児童は，３歳児以上の児童数に比べて３歳

児未満の児童数が３．５倍程度と多く，３歳児未満の児童を対象とする待機児童解消

対策として，本制度のほか，家庭的保育事業等が存在する。これらの待機児童解消対

策は，平成２１年度に策定された「福岡市新待機児童解消プラン」にしたがって進め

られているところであるが，福岡市の保育需要の状況等については，本報告書４章２

家庭的保育事業敷金貸付金を参照して頂きたい。 

 

                  （平成２１年６月議会説明資料より） 

 

現在，福岡市内には，賃貸物件を利用した分園が９箇所設置されており，設置状況

は以下のとおりである。 

≪賃貸分園≫ 

地区 保育所名 分園名 定員 開所時期 
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東区 香住ケ丘保育園 香住ケ丘松香台分園 ２４人 平成２１年１２月 

東区 つぼみ保育園 第２つぼみ保育園 ３０人 平成２２年１月 

東区 まごころ保育園 まごころ保育園箱崎駅前分園 ３０人 平成２２年２月 

東区 光和保育園 光和保育園分園 ２０人 平成２３年４月 

南区 向野・玉川保育園 向野保育園・玉川保育園分園 ５０人 平成２２年４月 

南区 ひかり保育園 ひかりのこ保育園 ２０人 平成２２年４月 

城南区 荒江保育園 荒江保育園分園 ３０人 平成２２年４月 

城南区 きりん保育園 きりん保育園分園 １０人 平成２２年７月 

西区 内浜保育園 内浜保育園分園花のおさなご ３０人 平成２２年３月 

  

なお，賃貸分園に類似の制度として，学校分園という制度が存在する。これは，学

校の余裕教室を利用して保育所の分園を設置するという制度で。現在福岡市内にはこ

の制度を利用した 5箇所の分園が存在する。 

≪学校の余裕教室を利用した分園≫ 

設置地区 保育所名 分園設置場所 定員 開所時期 

早良区 こぐま保育園 有住小学校分園 ２０人 平成１５年４月 

南区 いずみ保育園 東花畑小学校分園 ２０人 〃 

早良区 こぐま保育園 賀茂小学校分園 ２０人 平成１６年４月 

早良区 ゆりか保育園 大原小学校分園 ２０人 平成２３年１０

月 

西区 観音寺保育園 愛宕浜小学校分園 ２０人 平成２４年１１

月 

 

イ 本貸付金について 

  上述の賃貸分園について，分園開設の際に必要となる賃貸物件の敷金を貸し付ける

のが本貸付金の制度である。貸付条件は以下のとおりである。 

≪貸付条件等≫ 

貸付額 賃貸借契約時に支払う敷金相当額（予算の範囲内で

市長が定める） 

貸付期間 賃貸分園廃止後，原状復帰・清算が終了するまで 

利息 なし 

担保等 不要 

償還額 原状復帰にかかった費用を差し引いた額 

   

 貸付額は各事案によって異なるがこれまでの交付額は以下のとおりである。 
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≪これまでの貸付額≫ 

・香住ケ丘保育園  ・・・２，３５２，０００円 

・つぼみ保育園   ・・・３，７９５，５２０円 

・まごごろ保育園  ・・・２，７００，０００円 

・光和保育園    ・・・１，４００，０００円 

・向野・玉川保育園 ・・・６，９８５，０００円 

・ひかり保育園   ・・・２，８８０，０００円 

・荒江保育園    ・・・  ５００，０００円 

・内浜保育園    ・・・６，１００，０００円 

 

  このとおり，各保育園への貸付額は少額とは言えず，小規模ではあるが類似の貸付

金である家庭的保育事業において貸し付けられる敷金額と比較しても高額である。ま

た，後述する通り，賃貸分園においては，賃料，改修費等の事業費は補助金として交

付されることとなっていることから，福岡市にとっては負担が重い事業であると考え

られる。 

  なお，担当課によれば，福岡市にとって負担が重いという理由もあり，賃貸分園は

平成２３年４月の光和保育園を最後に，今後新規で賃貸分園を設置することは予定し

ていないとのことであった。したがって，これまで９件の賃貸分園が設置されている

ことから，今後も賃料等の補助金の交付は継続されるが，貸付金については新たな貸

付は実施されないこととなる。 

 

ウ 手続きの流れ  

(ｱ)   全体の流れ 

本貸付金の申請・償還までの主な流れは以下のとおりである。賃貸分園設置場所

にかかる賃貸借契約は，建物所有者と賃貸分園設置保育所が協議して行い，福岡市

はこれに参加しない。もっとも，賃貸分園設置者が補助金及び貸付金の申請をする

際には，建物所有者・賃貸分園設置保育所間で締結した賃貸借契約書の写しを添付

しなければならないこととされている。 

≪手続きの流れ≫ 

 賃貸分園設置希望保育所と協議 

  ↓ 

 賃貸分園設置希望保育所より，賃貸分園設置申込書受理 

  ↓ 

 福岡市社会福祉施設整備費等補助金交付対象選定委員会を設置 

  ↓ 

 賃貸分園補助金申請書受理 
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  ↓ 

 賃貸分園設置希望保育所と賃貸物件所有者が協議の上，賃貸借契約 

  ↓ 

 貸付金を賃貸分園設置希望保育所に交付（銀行振り込み） 

  ↓ 

 賃貸分園設置希望保育所より賃貸人に敷金の支払い 

  ↓ 

 賃貸分園の設置 

  ↓ 

 賃貸分園の廃止 

  ↓ 

 賃貸分園設置者・賃貸人間の賃貸借契約解除・明け渡し 

  ↓ 

 賃貸物件の原状復帰・賃貸人から賃貸分園設置者の敷金返還 

  ↓ 

 賃貸分園設置者から福岡市へ，原状復帰費用を差し引いて貸付金返還 

 

(ｲ)   償還について 

上述のとおり，本貸付金が福岡市に償還されるのは，賃貸分園が廃止された後と

なる。本来，貸付金であれば，貸し付けた元本は返済されるのが通常であるところ，

本貸付金については，上述のとおり，当初から原状復帰費用にかかった額について

は返済を受けないことが前提とされている（福岡市賃貸分園設置補助金及び貸付金

交付要綱１４条２項によると「貸付金については，原状復帰・清算後，福岡市長が

その貸付金の返還を命じた日までに，原状復帰にかかった費用を差し引いた額を返

還するものとする。」とされている）。そのため，福岡市への返済が予定されていな

い原状復帰費用の処理が問題となるが，この点については，担当課によると，債務

免除を読み込むとのことであった。 

 

エ 補助金 

賃貸分園については，本貸付金のほか，補助金も交付されている。補助金の交付対

象となる経費は，賃貸物件の賃貸料，礼金及び施設改修費である。本制度開始後の補

助金交付状況は以下のとおりである。 

平成２１年 ２７５，３４７，０１２円 

平成２２年  ７０，１５５，５８８円 

平成２３年  ４８，６５４，５８８円 
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このとおり，賃貸分園については，賃料，改修費，礼金等，開設場所にかかる経費

のほとんどが補助金等でカバーされているが，更新料については対象になっておらず，

更新料が発生する場合には保育所の自己負担となるとのことであった。 

 

(2)   問題点 

ア 公益上の必要性・相当性 

 本貸付金は，３歳児未満の児童を対象とする待機児童解消のための緊急対策として

行われた賃貸分園にかかるものであり，保育園の負担軽減により児童の受け入れ先

確保を行うことを目的とするもので，公益上の必要性は認められる。また，実際に

賃借するにあたって賃貸人に支払う実費を貸し付けるものであり，交付額・交付方

法も相当であると考えられる。 

イ 貸付金として交付することの相当性 

上述のとおり，本貸付金については，要綱上，貸付額から原状復帰費用を差し引い

た額が返済されることとなっているが，返済にあたり原状復帰費用を差し引くには，

原状復帰費用相当額を補助金として交付する，返済を受ける時点で原状復帰費用につ

いて議会の議決を経た上で免除する等，何らかの手続きを行う必要がある。 

この点，担当課によれば，「原状復帰にかかった費用を差し引いた額を返還する」

という文言に，免除を読み込むとのことであった。 

しかしながら，上記要綱の文言解釈で債務の一部免除とするのは些か無理があるよ

うに思われるし，いずれにしても条例上の定め等がない場合に債務免除を行うには議

会の議決を経る必要がある。したがって，現在のままでは，いざ賃貸分園が終了し敷

金の返還を受ける時期になって，原状復帰費用相当額の処理に困難が生じることは明

らかである。  

そもそも，金銭消費貸借契約とは貸し付けた額を返済させることを前提とした契約

であり，利息の定めにより貸付額より返済額が増えることはあっても，返済額が貸付

額以下になることはない。契約当初から債務免除が予定されているような契約は，も

はや金銭消費貸借契約とは言えず，契約当初から免除を読み込んで貸し付けるのであ

れば，その免除部分については贈与にあたる。つまりは，相手方に返還の義務を負わ

せない，補助金又は助成金等の性質を有する金銭と言わざるを得ない。 

以上のとおり，現在の「敷金全額を貸し付け，原状復帰費用を差し引いた額を，賃

貸分園が廃止され，敷金の清算が完了した後に返済させる」という方法は，貸付金と

は言えないと思われるので，福岡市においては，例えば，全額を補助金として交付し

て賃貸人から返金された敷金額を償還させる，または，敷金全額を貸付金として交付

して全額について返済義務を負わせ，賃貸借契約終了時に原状復帰費用相当額を補助

金として交付する等，契約の性質に反しない方法を検討すべきである。 

なお，補助金として交付した上で清算後に返還された敷金については剰余金として
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償還させるという方法は，償還が当該年度に予定されていない点で，市の会計の単年

度主義という性質上処理が困難であるとは思われるが，現在のスキームでも返済は貸

付年度返済が賃貸分園終了後とされているため，同様にあてはまることである。 

☞意見２７ 

☆ 本来，「貸付」は，貸し付けた額全額の返済が予定されたものである。

しかしながら，本貸付金については，当初から全額の返済が予定されて

いない。当初から返済されない金銭の交付は貸付とは言えないことか

ら，補助金として交付したうえで，返還された敷金額は償還させるか，

もしくは，少なくとも当初から返済が予定されていない原状復帰費用に

ついては補助金として交付する等，条件に合致した契約・交付方法を検

討すべきである。 

 

ウ 賃貸借契約書の確認について 

  本貸付金の交付申請においては，賃貸人・保育園間で締結された賃貸借契約書全

文を提出させており，担当課においてこれをチェックしている。特に，賃貸分園に

おいては，賃料・礼金が補助金として保育園に交付され，本貸付金として貸し付け

る敷金のうち原状復帰費用については返済を受けられないことから，福岡市は，賃

貸借契約内容に大きな利害関係を有し，賃借人が負担する原状復帰費用を少なくし

て，より多くの返金を受けることが好ましいと言える。 

  この点，担当課によれば，民民契約であるため，三者間契約のような形はとって

いない。また，契約内容というよりも，認可保育所として整備が可能な物件である

かどうかということを中心に協議し，賃料等の契約内容については，地域の水準に

照らして適正な額であるかどうかを確認しているとのことであった。 

  確かに，本来であれば，賃借人と賃貸人は利害が対立する相当事者であることか

ら，民民契約をさせることにより，契約内容の公平性が一定程度担保されるものと

考えられる。 

しかしながら，先にも述べたとおり，賃貸分園において物件にかかる経費はほぼ

福岡市が負担するシステムとなっており，賃貸人との関係で賃借人が自己負担しな

ければならない費用は更新料くらいのものである。賃借人が賃料，礼金，敷金等の

額に利害関係がないために敢えて賃借人にとって不利な契約をするとまでは言わな

いが，一般に賃借人の立場の者が行う程度に，賃料や礼金，敷金等の額について賃

貸人と交渉することは期待できないため，費用の負担者である福岡市において賃貸

人の立場から詳細な検討を行うことが必要であると思われる。 

この点，賃料については適正妥当な額か否か確認されており，この点については

意見を述べられることもあるようである。もっとも，特に本貸付金について言えば，

原状復帰費用は返済されないことが前提となっている以上，原状復帰費用の賃借人
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負担部分と賃貸人負担部分のチェックを行って必要があれば保育園又は賃貸人に意

見を述べる等，積極的に賃貸借契約に内容に意見を述べられるべきであろう。 

☞意見２８ 

☆ 本貸付金は，賃貸借契約終了後に賃貸人から保育園に返済された額が保

育園から福岡市に返済されることになるため，保育園の負担となる原状

復帰の範囲等，福岡市の利害に関する部分については契約を確認した上

で積極的に意見を述べられたい。 

 

エ 敷引に対する対応 

  上述のとおり，福岡市においては，保育園から賃貸借契約書を提出させているもの

の，そのチェックは貸付金，補助金の金額との整合性チェックにとどまり，契約内容

自体にまで及んでいないものと考えられる。そして，担当課によれば，仮に賃貸借契

約において敷引特約が設けられていても，民民契約であるために通常は意見を言うこ

とはないとのことであった。 

  しかしながら，敷引特約について最高裁判所で賃料の３．５カ月分の敷引特約が有

効である旨の判決が下されたこともあり（平成２３年７月１２日最高裁第三小法廷判

決「賃貸人が契約条件の一つとしていわゆる敷引特約を定め，賃借人がこれを明確に

認識した上で賃貸借契約に至ったのであれば，それは賃貸人，賃借人双方の経済的合

理性を有する行為と評価すべきものであるから，消費者契約である居住用建物の賃貸

借契約に付された敷引特約は，敷引金の額が賃料の額等に照らし高額に過ぎるなどの

事情があれば格別，そうでない限り，これが信義則に反して消費者である賃借人の利

益を一方的に害するものということはできない」），特に賃貸分園においては賃借人は

事業者である保育園である上，高額の原状復帰費用を要することが想定される契約内

容であることから，敷引特約が有効とされる可能性は高いものと思われる。とすると，

現在の要綱上，「敷金全額を貸し付け，原状復帰費用を差し引いた額を返済させる」

とされていることから，仮に敷金額よりも原状復帰費用が低額であった場合には，賃

貸人から保育園には敷金の返還がなされなくとも，福岡市は保育園から敷金の返還を

受けなければならないこととなる。賃貸分園については，賃料・礼金等を補助金とし

て交付し，敷金を貸付金として交付することで賃貸物件にかかる負担を保育所に負わ

せないようにしていると思われるので，敷引で返還されない敷金額について保育所に

負担させるのは，バランスを失する。したがって，敷金が敷引特約によって返還され

ない場合には，保育園から福岡市にも返還されないことが自然と思われ，おそらく実

務上もそのように処理されることが予想される。今後は，判例の動きを踏まえ，敷引

特約等についても要綱上の整備が必要であると考える。あわせて，更新料についても

貸付金・補助金の対象となっていないため，この点も検討して頂きたい。 

  また，賃貸分園のための賃貸借契約は事業用賃貸借となるところ，現在，事業用建
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物の賃貸借において，敷金を必要とする契約はそれほど多くない。(1)イに記載した

とおり，賃貸分園において支払っている一件当たりの敷金額は７００万円近いものも

あり，決して低額とはいえないことから，賃貸借契約に敷引特約が含まれている場合

の保育園（福岡市が負担する場合には福岡市）の負う負担は大きい。したがって，賃

貸分園についても，相当な理由なく敷引特約が含まれた契約を結ばないよう，契約書

の確認を徹底すべきである。 

オ 申請書に，貸金返還方法等についての記載がないこと 

  本貸付金については，金銭消費貸借契約書は作成されておらず，補助金・貸付金の

交付申請書を提出させ，これに対して交付決定を行う方法により貸付が実施されてい

る。したがって，交付申請と交付決定の内容が約定の契約内容となる。 

  しかしながら，補助金・貸付金の交付申請書には，返済時期や返済額等についての

記載がなく，これらについては書面上不明確となっている。したがって，福岡市にお

いては，交付申請書の書式を改め，返済時期や返済方法等についての定めを規定する

か，金銭消費貸借契約書を作成し，必要事項を記載するよう，手続きを改めるべきで

ある。 
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５ 民間保育所施設整備資金原資貸付金 

 

(1) 現状 

貸付金名 民間保育所施設整備資金貸付原資貸付金 

貸付開始年度 昭和４５年度 担当部・課  子育て支援部保育課 

根拠法律，条例，規則，要綱等 
社会福祉法，社会福祉法人の助成に関する条例，社会福祉法人の助

成に関する条例施行規則 ※１ 

マニュアル，手引き等 なし  

広報 なし  

貸付先 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会 

保証人の必要性 有 ・ 無 物的担保の必要性  有 ・ 無 

利息の有無 有 ・ 無 利息の利率（年）     ％ 

貸付金の趣旨・目的 

  福岡市社会福祉協議会が行う民間保育所施設整備資金貸付金（建

物の修理，改造，改築，拡張及び土地の購入，備品の整備，災害復旧

のための資金）の貸付事業を補助するため，当該事業の貸付原資を貸

付けるもの。 

貸付金の概要 （千円） H19 H20 H21 H22 H23 

予算額 14,000 21,000  7,000 12,542 15,042 

当年度 

貸付実

績 

貸付金額 14,000 21,000 7,000 12,542 14,000 

貸付件数 1 １  1 1 1 

回収すべき金額（当年度分）（Ａ） 14,000 21,000 7,000 12,542 14,000 

回収済み金額（当年度分）（Ｂ） 14,000 21,000  7,000 12,542 14,000 

回収すべき金額（過年度分）（Ｃ） 0 0 0 0 0 

回収済み金額（過年度分）（Ｄ） 0 0  0 0 0 

回収率（（Ｂ＋Ｄ）÷（Ａ＋Ｃ））        

貸付残高総額（Ｚ）        

貸付件数         

延滞債権（Ｘ＋Ｙ）         

未収金額（Ｘ）         

長期延滞債権額（Ｙ）         

延滞債権率（（Ｘ＋Ｙ）÷Ｚ）         

不納欠損額         

不納欠損件数         

免除額  0 0  0  0 0 

免除件数  0 0 0  0 0 

備考  0 0  0  0 0 

免除件数 0  0  0 0 0 

単年度償還 
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備考 

※１ 社会福祉法人福岡市社会福祉協議会の要綱（「民間保育施設整

備資金貸付業務要綱」）がある。 

 各民間保育所への貸付事業は本貸付金の交付先である福岡市社会

福祉協議会が実施している。 

 

 

  本貸付金は，福岡市社会福祉協議会（以下，「社会福祉協議会」と言う。）が行う民間

保育所に対する貸付事業を補助するために，同事業の貸付原資を福岡市が社会福祉協議

会に貸し付けるというものである。 

 社会福祉協議会が実施する民間保育所に対する貸付は，待機児童の解消及び施設老 

朽化への対応を目的として，民間保育所の施設修理，改造，改築，土地購入資金等を貸

し付けるというものである。 

  なお，社会福祉協議会には，本貸付金のほか，各種補助金として合計６７６，６９２，

０００円が支出されている（平成２４年度予算）。 

  

ア  社会福祉協議会について 

社会福祉協議会は，地域に暮らす高齢者や をはじめ，市民の健康・福祉の増進を図

り，地域福祉を実現することを目的として昭和２６年に設立された団体であり，昭和４０年

に社会福祉法人となった。社会福祉協議会は，全国の都道府県・政令指定都市，市区町村に

それぞれ設置されている。 

     福岡市には社会福祉協議会のほか，各区に区社会福祉協議会が設置されている。社会福

祉協議会が実施している主な事業は以下のとおりである。 

   ①  障がい者高齢者に対するサービス事業 

・判断能力が不十分になった者に対する金銭管理サービス（利用料一日１，０００円），

通帳・証書等の預かりサービス（利用料年間３，０００円） 

・高齢者・障がい者の住宅相談支援サービス（賃貸借契約への同行等） 

・高齢者の見守りサービス（定期的な電話連絡や訪問） 

・他福祉器具リサイクル斡旋事業等 

   ②  子育て支援サービス 

  ・ファミリーサポートセンター運営事業 

   ③  貸付事業 

   ④  その他福祉施設管理運営等 

等で，貸付事業としては，民間保育所施設整備資金のほか，以下のような貸付事業を行

っている。 

①  生活福祉資金貸付事業 
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      低所得者の経済的自立と生活意欲の助長や在宅福祉，社会参加の促進を図ることを目

的として，低所得世帯，障がい者世帯，高齢者世帯等世帯単位を対象にそれぞれの世帯

の状況に合わせた資金の貸付を行う事業 

②  障がい者高齢者住宅整備資金貸付事業 

     高齢者と同居する世帯や高齢者及び障がい者等のための住宅の増改築に必要な資金の

貸付事業 

③  生活保護世帯等一時貸付事業 

      生活保護世帯や低所得世帯の緊急時の出費等に際しての貸付事業 

④  臨時特定つなぎ資金貸付事業 

      解雇等により，住居を喪失し，その後の生活維持が困難な離職者に対してその離職者

が住宅手当等の公的給付や就職安定資金融資等の公的貸付を申請した場合にその申請の

決定が出るまでの間の生活費を貸し付ける制度。平成２１年１０月に開始された。 

     各貸付金にかかる実施状況は以下のとおりである。 

 

各種貸付実施状況

件 金額 件 金額 件 金額 件 金額

民間保育所施設整備 0 0 0 0 1 7,000 0 0

生活福祉資金 209 1,104 630,762 2,082 1,063,465 1,531 799,747

障がい者高齢者住宅整備資金 1 0 0 0 0 0 0

生活保護世帯等一時貸付 2,027 3,985 53,975 4,029 54,602 3,884 54,011

臨時特例つなぎ資金 　　　 132 13,180 236 23,530 40 396,000

合計 2,237 5,221 697,917 6,348 1,148,597 5,455 1,249,758

貸付事業

担当課で
は確認不
可能との
ことで
あった

H20新規貸付 H21新規貸付 H22新規貸付 H23新規貸付

金額については単位；千円

 

※平成２２年度末に障がい者高齢者住宅整備資金貸付の新規貸付は終了（現在は償還のみ）。 

 

イ   民間保育所施設整備資金について（社会福祉協議会→民間保育所） 

上記貸付実施状況の「民間保育所施設整備」欄に記載したとおり，社会福祉協議会から保

育所への新規貸付は，ここ数年間ではあまり行われておらず，社会福祉協議会の業務として

は回収業務が中心となっているようである。現在，保育所から社会福祉協議会へ返済中の貸

付金は以下のとおりである。 

 

≪社会福祉協議会から保育所への貸付金（契約継続中のもの）≫                

       金額については，単位：円 

施設名 貸付年度 貸付額 平成２３年度末残高 平成２３年度に保育所から社会 

福祉協議会に支払われた利息 
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正法寺 平成９年

度 

２０，０００，０００ ７，０００，０００ ３１５，０００ 

松翠 平成１２

年度  

５，２９０，０００ ０  １９，９８０ 

和光 平成１２

年度  

２，３００，０００ ０  ０ 

いずみ 平成１２

年度  

４，７５０，０００ ０  ３９，１８０ 

エミール 平成１３

年度  

３，０００，０００ ０  ４９，５００ 

ナーランダ 平成１３

年度  

１０，３９５，０００ ５，４５７，２７０ １５９，８２０ 

博多 平成１６

年度  

７，０００，０００ ２，８００，０００  １１０，２５０ 

名島 平成１６

年度  

７，０００，０００ ０ ２２０，５００ 

板付 平成１９

年度  

１４，０００，０００ ０  ０ 

しあわせの

星 

平成２２

年度 

７，０００，０００ ４，６６６，６６８ １２２，５００ 

合計額  ８０，７３５，０００ １９，９２３，９３８ １，０３６，７３０ 

  

  この新規貸付件数低迷の原因の一つとして，民間保育所施設整備資金貸付の貸付条件が厳

しい点があげられると考えられる。民間保育所施設整備資金貸付の対象者，貸付条件等は以下

のとおりである。 

 

≪社会福祉協議会による民間保育所への貸付条件≫ 

貸付対象者 

福岡市内に所在する児童福祉法上の定めに基づく

民間保育所であって，建物の修理，改造，改築，

拡張及び土地の購入，備品の整備または災害復旧

のための資金を必要とするもの 

※社会福祉法人のみならず，学校法人，宗教法人

でも対象となる 

限度額 上限７００万円（１施設ごと） 
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但し，市建築費補助金を受けられない施設につい

て特に必要と認めるときは，同補助金相当額を限

度として貸付する。 

償還期間 

据置期間 ６カ月以内 

弁済期間 

１０年以内 

但し，貸付額が７００万円を超える場合は２０年

以内 

償還方法 

月賦，半年賦，または年賦（借主の選択による） 

元利均等償還 

据置期間中は据置期間中に発生する貸付利息相当

額を徴収する。 

担保等 
連帯保証人を２名以上つける必要 

（他に担保を求められる場合あり） 

利息 年３％ 

遅延損害金 滞納元金１００円につき１日１銭 

  

  

これに対し，社会福祉協議会から保育所への貸付金と類似の融資制度として，独立行政法人

福祉医療機構の福祉貸付の制度が存在するが，この福祉貸付の制度は，社会福祉協議会が行う

貸付の貸付条件等と比べると緩やかである。独立行政法人社会福祉機構が実施する貸付制度の

概要は以下のとおりである。 

≪独立行政法人福祉医療機構による福祉貸付（※保育所に関する貸付に限る）≫ 

貸付対象者 保育所，児童養護施設等の児童福祉施設 

※社会福祉施設に限る 

限度額 基準事業費から法的補助金等を控除した金額に，融資率（保育所につい

ては８０％）を乗じた額 

償還期間 

据置期間 １年～３年以内（融資金額によって異なる） 

弁済期間 

融資額 ５００万円以内・・・５年以内 

    ５００万円超１０００万円・・・１０年以内 

    １０００万円超１５００万円・・・１５年以内 

    １５００万円超２０００万円未満・・・１９年 

（但し，設備備品整備資金等については１５年以内） 

２０００万円以上・・・２０年以内 

（但し，設備備品整備資金等については１５年以内） 
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物的担保 ①融資の対象となる施設及び事業の運営に利用する敷地 

②その上に存在する建物及びその地上権 

保証人等 ①法人代表者等，個人の連帯保証人を立てる 

②オンコスト保証制度（貸付利率に一定の利率を上乗せする）を利用す

る 

①ｏｒ②のいずれかを借主が選択する 

利息 建築資金 １．２％   

※優遇措置で償還期間が２０年を超えるときには

１．５％になる 

 

施設備品整備資金 

土地取得資金 

経営資金 １．０％ 

 

上記社会福祉協議会による民間保育所への貸付条件等，独立行政法人福祉医療機構による

福祉貸付（※保育所に関する貸付に限る）の貸付条件等を比べてみると，利息，限度額，償

還期間等の面では独立行政法人福祉医療機構が行う貸付の方が借主にとって有利で，利用し

やすい制度となっている。一方，物的担保を要しない点では社会福祉協議会が有利であると

言える。もっとも，これらの貸付は施設取得や施設整備等を目的としたものであることから

すれば，物的担保を必要とすることが借入の障害になることはほぼないと言ってよいと思わ

れる。 

  貸付対象者という面からみれば，社会福祉協議会から保育所への貸付金については，上述

の貸付対象者に該当すれば貸付金の申請が可能であるが，独立行政法人福祉医療機構の福祉

貸付は，社会福祉法人でなければ貸付の申請をすることができないため，社会福祉法人以外

の保育所（学校法人等）は，条件の如何に関わらず独立行政法人福祉医療機構の貸付の申請

をすることができない。よって，独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付の範囲が，社会福祉

協議会の貸付対象者のすべてを包含しているわけではない。 

ウ 過去の監査 

本貸付金を原資とする社会福祉協議会から保育園への貸付について，平成１４，１５年度

行政監査において，「各貸付事業の社会福祉協議会における市民等への貸付利率は年３パー

セントとなっており，ここ数年，据え置かれている。近年の民間金融機関の貸付利率の状況

を考えると，この利率は高く設定されている。また，社会福祉協議会の要綱によると，これ

ら貸付金に係る３パーセントの利息については，各貸付金に係る事務費に充てることとされ

ている。社会福祉協議会によるこれらの各貸付に当たっては，原資の貸付者として，他の貸

付利率等の状況も勘案しながら，社会福祉協議会が行う福祉目的の貸付事業の利率がより適

切なものとなるよう，社会福祉協議会と協議を行われたい。」旨指摘されている。この点，

担当課によると，社会福祉協議会と協議を行ったが，社会福祉協議会が事務費として本貸付
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金の利息３％は必須であり利息の引き下げはできないとの意見を持っているとのことで，協

議は行ったがその結果利息の引き下げは実行できずに終わったようである。 

 

（2)   問題点 

ア 公益上の必要性・相当性（制度維持の必要性） 

  本貸付金は，保育所の施設整備等を目的とするものであり，待機児童問題が解消されて

らず，待機事業解消のため多数の方策がとられている現在，保育所の施設整備等を目的

とする貸付制度の必要性がないとは言えない。 

  しかしながら，上記(1)ア記載の貸付金内訳の表を見ればわかるとおり，ここ数年間，

本貸付金を利用した社会福祉協議会からの借入がほとんど利用されていないのが現状

である。（福祉貸付は保育施設のみならず介護施設等も対象としているため一概には言

えないが，）独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付の利用が増加していることから見れ

ば，貸付自体に対する需要が減っているとは思われず，待機児童対策のため受け入れ施

設の増加を図っている現状から考えれば，施設整備のための借入の必要性はむしろ高ま

っていると考えられる。 

そこで，本貸付金による貸付が利用されていない原因について考えてみると，独立行

政法人福祉医療機構による福祉貸付と比較して，本貸付金を利用した保育施設への貸付

金は，利息，返済期間等，もっとも借主の利益にかかる条件において厳しいものである

ことにあると思われる。担当課によれば，福祉貸付の方が本貸付金による貸付よりも手

続きが煩雑であるため，小規模な借り入れが必要な場合には本貸付が利用される場合が

あるとのことであったが，少額とはいえ数百万単位の金額にはなるであろうから，借り

手側としては，手続きの煩雑さよりも利息等の条件を重視して借入先を選択するのが通

常であろう。 

したがって，施設整備等のための資金を必要としている保育施設に本貸付金による貸

付の利用を促すためには，貸付条件の緩和は必須である。しかし，担当課によれば，現

在の貸付利息である３％が，社会福祉協議会が事務経費として必要とする最低限であり，

これ以上利率を緩和することはできないとのことであった。また，より低額の利率での

貸付の可能性が見込める金融機関等を通しての貸付の可能性についても，担当課によれ

ば，既に金融機関は同種の貸付制度を実施しており福岡市を通じて行う必要は認められ

ないとのことであった。 

以上のとおり，貸付目的に公益上の必要性が認められても利用されていなければ貸付

金の必要性はないと言わざるを得ない。上述のとおり本貸付金による社会福祉協議会の

貸付が利用されていない原因は他の期間が行う同様の貸付制度と比べて貸付条件が厳

しいことにあると思われるが，今後貸付条件を緩和する予定もないようであるから，本

制度の需要が高まるとも思われない。さらには，担当課によれば本貸付金類似の貸付は
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独立行政法人福祉医療機構が実施しているもの以外にも，存在するとのことであるから，

利用のないまま本貸付を維持する必要があるとは言い難い。 

 

☞意見２９ 

☆ 本貸付金は，現在の利用状況から考えれば，貸付制度の必要性について

疑問がある。また，条件緩和等による利用の増加も見込まれず，類似の，主

要な要件がより緩やかな貸付制度が存在することを考えれば，貸付制度の廃

止により保育施設の整備等に支障が生じるとも思われない。 

本市においては，本貸付金の必要性を再検討して頂きたい。 

   

イ 貸付金交付の必要性（貸付金を交付することの必要性） 

  概要表記載のとおり，本貸付金は，毎年社会福祉協議会に実際に交付されている。他

方で福岡市から社会福祉協議会へ貸し付けられた金銭が保育施設への貸付に利用され

ていないのは上述のとおりである。したがって，ここ数年間，福岡市が貸付金として実

際には不要な額を支出していたと言わざるを得ない。本貸付金は無利息であることから，

年度末に貸付額と同額が償還されるからと言って，福岡市への負担がないとは言えない。

不要な貸付額を支出することは厳に慎むべきである。上述のとおり，本貸付金について

は既に制度存続の必要性も認められないと考えるが，仮に貸付制度を存続させるとして

も，社会福祉協議会から保育施設への貸付が決定した時点で貸し付ければ十分目的を達

成できるのであり，必要性の不明確な現金を支出する現在の運用には大いに問題がある。 

  これに対し，担当課によれば，「本貸付金は福岡市社会福祉協議会が行う保育所への貸

付事業の原資を社協に貸し付けるものである。地方公共団体においては，各事業に係る

所要額を前年度中に予算要求し，当該年度当初から予算配分を受けて運用するのと同様

に，福岡市社会福祉協議会においても，当該貸付を受けて保育所への貸付事業を運用し

ていることから，年度当初に申請がなされているものである。」とのことであった。し

かしながら，予算はとっているものの実際に資金の支出はしていない貸付金は他に存在

するし，社会福祉協議会において貸付金の申し込みを受けるにあたって貸付金調達の見

込みが確実でなければならないというのであれば，福岡市・社会福祉協議会間で約定書

を作成した上で，貸付金の交付時期を，社会福祉協議会に貸し付けの申し込みがあった

ときとすれば足りると思われる。 

 

☞指摘１１ 

★ 本貸付金の目的は保育施設へ施設整備等に要する資金を貸し付けること

にあるのであるから，保育施設への貸付の必要性のない資金を支出するべき
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ではない。 

  本市においては，必要のない資金を支出する手法を改め，必要性の認め

られるものについてのみ貸付を実行できるような方法を検討する必要があ

る。 

 

☞意見３０ 

☆ 本貸付金については，社会福祉協議会からの貸付実績が減少しているに

もかかわらず，継続的に１０００万円以上の予算（平成２１年を除く平成１

９年度以降）を計上している。今後社会福祉協議会からの貸付が増加するこ

とは見込まれないと考えられることから，毎年度，必要と思われる金額につ

いてのみ予算編成をすべきである。 

 

ウ 単年度償還とすることの是非 

 本貸付金は，貸付金概要表記載のとおり，形式的には，毎年度，社会福祉協議会が行

う保育園への貸付に必要な額を貸し付け，同年度末に貸付額全額を償還させる，単年度

償還の方法をとっている。しかしながら，その実質は，実際に利用がないにも関わらず

福岡市から社会福祉協議会への貸付がほぼ予算額どおり継続されていることからも明

らかなとおり，福岡市としては継続的な貸付を想定している。貸付制度から考えても，

社会福祉協議会が行う貸付に必要な資金を貸し付けるものである以上，社会福祉協議会

の貸付制度が終了するまでは本貸付を実行することが前提とされていたものであり，福

岡市から社会福祉協議会への貸付をある年度に突然止めることは現実的には困難であ

ると思われる。このような点から考えると，本貸付金は，形式的には単年度償還の形を

とっているが，実質的には，長期貸付としてみるべきである。 
従って，本貸付金は実質的には長期貸付であるにもかかわらず単年度での貸付・償還

を繰り返しており，その問題点については総論で述べたとおりである。また，本貸付金

は，毎年度，金融機関からの借入によって福岡市へ返済されているが，仮に金融機関か

らの借入が実現されなかった場合，本貸付金については連帯保証人や物的担保も必要と

されていないため，福岡市が本貸付金の返済を受けられる確実性は不明である。 
 

☞意見３１ 
☆ 単年度貸付については，できるだけ速やかに改めるべきである。 

 
エ 貸付方法について 
現在行われている単年度貸付を前提としても，総論で述べたとおりの問題点がみられた

ことから，速やかに改善すべきである。 
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☞意見３２ 
☆ 単年度貸付を前提にするとしても，貸付の終了時期を決めて行うべきであり，

貸付の終了時期を含めて，貸付制度の内容が具体的に分かるような要綱等を作

成すべきである。 

  
 

オ 要綱等の不整備について 

  上述のとおり，形式的には単年度償還の方法をとっているものの，その実質は長期貸

付であると言える。また，本貸付金は，社会福祉協議会が保育園へ貸付を実施するため

の原資であるから，本貸付金の使途も保育園への貸付に限定される必要がある。 

このように，本貸付金は，一定期間継続することが想定されているにも関わらず，貸

付において指針となるような要綱等は定められておらず，毎年契約書を作成することで

貸付が実行されているのが現状である（なお，契約書には，「乙（社会福祉協議会）は，

貸付金を原資とし，下記内容により民間保育所に対する貸付事業に使用しなければなら

ない」旨の規定はある。）。本貸付については，目的や使途等も明確に特定できるもので

あるし，社会福祉協議会に貸し付けの実績がないにもかかわらず福岡市からの貸付金が

支出されているのも，貸付金交付の基準となるべきものが存在しないことが原因である

とも思われるため，福岡市においては，貸付金の交付時期・使途・返済時期等を定めた

要綱等を作成すべきである。 

  

☞指摘１２ 

★ 本貸付金においては，根拠となる要綱等がないまま，長年に渡って貸付

が実行されている。要綱は，貸付継続の可否を検討する基準ともなるもの

であり，本貸付金の運用にみられる問題点は，本貸付金に関して根拠・基

準となるべき要綱等の定めがないことが原因の一つとなっていると考えら

れる。本貸付金を継続する場合には，貸付の根拠・指針となるべき要綱を

作成すべきである。 
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	奨学生志望者は，保護者と連署した奨学生願書及び所得証明書（家族全員分）または保護受給証明書を在学学校長に提出して，その推薦を受けなければならない（奨学規程第４条第１項）。学校長が推薦をする場合は，奨学生願書とともに奨学生推薦調書を教育振興会に提出する（同条第２項）。採用の決定は，日本学生支援機構「高等専門学校（高専）奨学金予約」6F 基準に準じて行われ，採用された者は，連帯保証人と連署した誓約書に在学証明書を添付して教育振興会に提出し（奨学規程第５条第３項），奨学金貸与開始時に奨学金借用証書を提...
	(2) 　問題点
	ア　財団法人福岡市教育振興会貸付金（Ａ）について
	(ｱ)　単年度貸付について
	市は，本貸付金を教育振興会に対し，奨学金の原資として貸付を行っているが、教育振興会は奨学生への貸付金を長期にわたって回収していくのであるから，市が，「単年度貸付」として原資を年度内に一旦返済させているのは実態と整合していない。
	「単年度貸付」であるがために，毎年度末，教育振興会は，銀行から短期借入をして市への返済をしており，銀行に対する数日分の支払利息や借入契約の印紙代の発生という状態の恒常化には，合理的理由を見出し難い。また，奨学生らの返済，延滞の状況が，本貸付金の実施上は全く見えないということも，透明性の観点から疑問がある。
	さらに，貸付規模の拡大や滞納額の大きさからすると，このまま現在のやり方を継続できるのか，借入金返済のリスクについても懸念なしとしない。総論でも述べたとおり，総務省も，「第三セクター等の抜本的改革等に関する指針」（平成２１年６月２３日総財公第９５号）の中で，公的支援の考え方として次のような指摘をしているところである。
	この点，教育振興会からは，滞納を抑制し，市からの借入れを増やさない方向で努力したいとの回答があった。かかる努力はもちろんであるが，近年の貸付金額拡大の状況を見ると，そのような努力だけでは解消しがたい制度自体の根本的な問題かとも思われる。
	ゆえに，監査人としては，本貸付を長期貸付に移行し，平成１８年度の包括外部監査でも述べられているように，当年度における新規貸付実行に要する金額と当年度に回収できる金額に基づく予算へ変更することが望ましいと考える。
	この点，担当課からは，長期貸付金への変更は，変更初年度に銀行借入金相当の財源が必要であり，現下の財政状況では対応が困難であるとの説明もあった。しかし，本貸付金のあり方については，抜本的な対応をすべき時期にあると思われることから，取りうる措置について検討されることを求めたい。
	なお，上記懸念に対しては，担当課において，奨学金事業の直営化も含めた今後の運営のあり方について検討していくとの説明もあり，本監査においては，特に意見等は付さないこととした。
	(ｲ)　根拠規程について
	本貸付金については，根拠となる要綱等がないまま，市と教育振興会との間の協定締結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。また，本貸付金は、平成２３年度は５０億円を超えており，かかる規模の貸付について，これを規律する根拠がないというのはやはり問題と言えよう。
	イ　財団法人福岡市教育振興会奨学金（Ｂ）について
	(ｱ)　奨学生採用基準について
	(ｲ)　債権回収努力について
	債権回収業務に関しては，人員体制が十分に恵まれているとは言い難い中，教育振興会において地道かつ熱心な取り組みがなされているという印象であった。独立行政法人日本学生支援機構が，機関保証制度の利用や個人情報機関の活用といった手段を得ている中，（奨学金制度におけるそれらの利用，活用の当否はさておき）教育振興会にはこれら手段の利用が認められておらず，奨学生と連帯保証人への働きかけと法的手続の利用によって回収を図るしかない状況にある。
	延滞債権額は未だ増え続けている状況ではあるが，支払督促申立の利用等による回収強化も始められて間もないところであり，まずは今後の推移を見守るべく，本監査においては特に意見等は付さないこととした。
	(ｳ)　奨学規程について
	奨学金貸与の手続においては，実態が奨学規程に沿っていない取り扱いが見受けられた。
	具体的には，奨学生志望者は，志望に際し，保護者と連署した奨学生願書及び所得証明書（家族全員分）または保護受給証明書を在学学校長に提出する取り扱いとなっているが，奨学規程第４条第１項で定められているのは奨学生願書の提出のみであり，所得証明書や保護受給証明書の提出については何ら定められていない。奨学生採用にあたっては，収入基準を用いているのであるから，所得に関する証明書の徴求は必要であり，これに関する定めを欠いているのは規定の不備である。
	また，採用された奨学生からは，奨学金貸与開始時に奨学金借用証書を提出させているが，奨学規程第１５条は，奨学金借用証書提出時期を「卒業したとき，奨学金の貸与を取消されたとき，退学したとき，奨学金を辞退したとき」などと定めているのであり，
	現在の運用は，奨学規程に反しているといえる。もっとも，借用証書の徴求時期は貸与開始時が自然であるし，教育振興会でも，既に３０年以上にわたり，貸与開始時に借用証書を提出させているとのことである。奨学規程の改正が必要であろう。
	(ｴ)　期限の利益喪失について
	奨学生が操行不良等の理由で貸与を取り消された場合または，返還の支払いを怠った場合は，すでに貸与した奨学金の全部または一部について，即時に返還させ，または償還期限を短縮することができるとされているが（奨学規程第１５条第３項），教育振興会が奨学生から徴求している借用証書には，かかる期限の利益喪失に関する記載がされていない。
	総論でも述べたとおり，これを借用証書に明記すべきであるし，返還誓約を徴求する場合には，返還誓約書への記載も同様に行うべきである。
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	(1)　 現状
	(2) 　問題点
	ア　返還金債権の管理について
	事業経費実施要綱では，返還金債権の管理について，「市の定める債権管理に関する規則」にのっとり正確にこれを行うものとしているが（同第１１条），「延滞債権の管理」について何らかの規定が設けられているものとしては，担当課の作成した滞納整理事務処理要領があるのみである。滞納整理事務処理要領は，滞納状況の把握，返還免除の指導，返還指導，居所不明者の調査，猶予・保留の各手続に関する事項が列記されているものであり，その内容は，「市の定める債権管理に関する規則」に準ずるものとは言い難い。
	未だ市に債権管理条例がないこと自体，問題といえるかもしれないが，４９億円もの債権を管理するための規定がないという状況では，正確かつ適切な債権管理を担保することはできないと言わざるを得ない。
	本奨学金については，延滞債権が約２億４０００万円，今後返還期日が到来する債権が約１２億５０００万円あることからしても，「市の定める債権管理に関する規則」と言いうる程度に滞納整理事務処理要領を充実させる等の対応を早急に進めるべきである。
	イ　回収事務について
	担当課によると，地域改善対策事業は，同和地区や同和関係者が事実上一般対策の枠外に置かれていたという状況や，心理的差別と実態的差別の相互作用が差別を再生産しているという悪循環を断ち切り，生活実態の早急な改善を図るために実施してきたものであり，本奨学金制度も同和関係者の子弟が高校や大学への進学ができるように教育の充実を図ることによって，社会的，経済的地位の向上を不当にはばむ諸要因を解消することを目的とされたものとのことである。
	しかしながら，本奨学金に関しては，期限到来債権の８割強（約２９億７０００万円）が返還免除となっているという実態にあり，奨学金を借りて高校や大学における教育を受けてもなお，経済的自立へつなげることの難しさに，同和問題の根深さを思わずにはいられない。そして，そのような状況下において，債権回収にも困難が生じていることは，理解できると言えよう。
	だが，担当課の次のような回答からは，債権管理において，「回収」よりもむしろ「免除」に重点が置かれているように思われ，違和感を覚えた。
	返還指導として送付される「催告」書面には，「本書到達後，２週間以内に滞納額の全部又は一部を返還」することを催告する旨が記されはているものの，そのすぐ下には，「返還が困難な場合は，併せて返還免除の申請をされるようご案内します。」「返還免除とは，生活困窮等により奨学金返還が困難な場合に，所得等を審査のうえ，２０年間で返還しなければならない奨学金のうち５年間分について免除する制度です。５年経過後，引き続き返還が困難な状況であれば，再度申請することができます。」と記載されており，いかにして返還していくか...
	また，担当課の作成した「奨学金返還免除・猶予の手引き」においても，「奨学金返還債務免除申請書」記入例は，「貸与を受けた金額７０万３０００円，返還免除済額５２万７２５０円，返還済額０円，返還未済額１７万５７５０円，免除を受けたい金額１７万５７５０円」と，貸与金額の全額が免除となる例を載せている。
	貸与ということを考えれば，奨学生らに返還の義務を認識させる必要があるし，それができるのは,担当課の働きかけ以外にないように思われることから，本奨学金の目的に鑑み，一人でも多くの奨学生が，経済的自立を果たせることを願うとともに，関係部署や関係機関との連携による担当課の更なる努力を期待したい。
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