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第５章 保健福祉局の貸付金 

 

１ 災害援護資金 

 

貸付金名 災害援護資金 

貸付開始年度 平成 11 年度 担当部・課 総務部 総務課 

根拠法律，条例，規則，要綱等 

災害弔慰金の支給等に関する法律，福岡市災害弔慰金の支給等

に関する条例，福岡市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規

則 

マニュアル，手引き等 災害援護資金貸付償還事務取扱要領 

広報 あり 

貸付先 対象となる災害により被害を受けた世帯主（※備考参照） 

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 

自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して災害援助資金

の貸付を行うことにより，災害時における被災世帯の立直しがサポ

ートされ，市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。 

貸付金の概要 （千円） H19 H20 H21 H22 H23 

予算額 2,450  2,500 15,100 2,500 2,500 

当年度 

貸付実績 

貸付金額 0  0  15,100 0  0 

貸付件数 0  0  11   0 0  

回収すべき金額（当年度分）（A） 34,767 66,251  109,380 106,964 103,107 

回収済み金額（当年度分）（B） 24,008 42,422  52,421  46,897 39,437  

回収すべき金額（過年度分）（C） 12,182 22,350 45,372 100,387 157,344 

回収済み金額（過年度分）（D） 591  807 1,944  3,110  2,813  

回収率（＝〈B＋D〉÷（A＋C）） 52.4%                                   48.8% 35.1% 24.1% 16.2% 

貸付残高総額（Z） 764,102 720,873  666,508 616,501 574,251  

貸付件数 519  513  481  475 470 

延滞債権（X＋Y） 22,350 52,178 100,387 157,344 218,200 

未収金額（X） 10,759  23,829 56,959 60,067 63,669 

長期延滞債権額（Y） 11,591  21,543 43,428 97,277 154,531 

延滞債権率（＝（X+Y）÷Z） 2.9%  7.2% 15.1% 25.5% 38.0% 

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 
① 類似の制度として，福岡市災害援護臨時貸付金と，生活福祉

資金（福岡県社会福祉協議会）がある。生活福祉資金は，災害
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を受けたことにより緊急に必要となる経費を貸付けるものであ

るが，災害援護資金との重複は不可である。 

② 世帯＝生計を一にしている実際の生活単位  
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(据置期間含む)
元金+利子(年3％)

償還期間11年
無利子

償還期間12年
無利子

被災した日の
翌月から３ヵ
月以内に申請

償還期間10年

(据置期間含む)
元金+利子(年3％)

償還期間11年
無利子
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(1) 貸付金の現状 
ア 貸付金の概要 

(ァ)制度趣旨 
福岡県内で災害救助法が適用された災害 1により，世帯主（住民票上の世帯主

のこと）が概ね１か月以上の負傷，又は住居・家財に相当の被害を受けた世帯

に対して，その世帯の立て直しを目的に貸付を行うものである。被災したこと

により生活基盤が脆弱になった市民に対して，貸付による経済的支援を行い，

その立ち直りを図ることは，公益性があるといえる。 
(ィ) 制度の説明及び同種の制度の有無・内容 

①根拠規定は概要表記載のとおり。 
②対象者及び貸付要件は，対象となる災害により，㋐療養に要する期間が概ね１

か月以上である世帯主の負傷，㋑全家財の概ね１/３以上の損害のいずれかの被

害を受けた世帯主である。 
③利息の有無，④保証人の要否については，上記概要表のとおりである。 
⑤貸付取消または一括償還（いわゆる期限の利益喪失条項）の有無は，後記「償

還方法（福岡市災害弔慰金の支給等に関する条例第１５条第１項）」に記載して

いる。 
(ゥ) 貸付金の説明 

（ⅰ）貸付限度額 
住家・家財の損害の程度 世帯主の負傷あり 世帯主の負傷なし 
損害なし 1,500,000 円 ― 
家財の１/３以上 2,500,000 円 1,500,000 円 
住家半壊 2,700,000 円 1,700,000 円 
住家全壊 3,500,000 円 2,500,000 円 

（ⅱ）償還期間  １０年（据置期間３年） 
（ⅲ）利率  年３％（据置期間中は無利子） 
（ⅳ）遅延利息 年１０．７５％（条例第１５条第３項，災害弔慰金

の支給等に関する法律施行令第１０条） 
（ⅴ）所得制限  世帯の前年の総所得金額が次の基準未満の世帯 
   総所得金額  １人世帯 ２２０万円 
    ２人世帯 ４３０万円 
    ３人世帯 ６２０万円 
    ４人世帯 ７３０万円 

                                                   
1 災害救助法第 2 条，災害救助法施行令第 1 条 
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    ５人世帯以上 一人につき３０万円を加算 
  ※滅失の場合は，人数に関係なく１２７０万円 
（ⅵ）財源  貸付に必要な額の２/３を国が無利子で負担する。 

(ェ) 貸付金の広報の有無・程度 
  対象となる災害発生時に，市政だより，市ホームページ，記者発表などにより，

制度の詳細等について公表（広報）している。 
イ 貸付の実施状況 
  災害援護臨時貸付金と同じく，平成２３年度の貸付は実施されていない。 
ウ 貸付実行までの手続 
 （ⅰ）被災した日の翌日から３か月以内に，必要書類を提出して申請する。 

必要書類は，借入申込書，世帯全員の前年の所得証明書，各区総務課のり

災証明書である。 
※世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあっては，医師の療養見込期間及

び療養費概算額を記載した診断書が必要である。 
（ⅱ）その後，本市において，世帯の確認，所得要件の確認，被害状況の調査（り

災証明で把握が困難な場合），保証人への確認，貸付決定（口座振り込み）

がなされる。 
エ 償還方法（福岡市災害弔慰金の支給等に関する条例第１５条） 

・年賦払いまたは半年賦払い（同条例第１５条第１項）。 
・償還方法は，元利均等払い（同条第２項）。 
・償還免除（「災害援護資金の貸付けを受けた者が死亡したとき，又は精神若しく

は身体に著しい障害を受けたため災害援護資金を償還することができなくなっ

たと認められたとき」は，保証人が償還未済額を償還できる場合を除いて，償

還未済額の全部または一部の償還が免除できる（同条第３項で災害弔慰金の支

給等に関する法律第１３条第１項を準用。但し，災害弔慰金の支給等に関する

法律施行令１２条。免除手続に関し，福岡市災害弔慰金の支給等に関する条例

施行規則第１６条。））。 
・保証人（条例第１５条第３項，災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第８条）。 
・一時（一括）償還（偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき，または

償還金の支払いを怠ったときは，災害援護資金の全部または一部について，一

時償還の請求ができる（条例第１５条第３項，災害弔慰金の支給等に関する法

律施行令第９条）。 
・違約金（年１０．７５％。条例第１５条第３項，災害弔慰金の支給等に関する

法律施行令第１０条）。 
・償還金の支払猶予（条例第１５条第３項，災害弔慰金の支給等に関する法律施
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行令第１１条）。 
 

※  なお，一時（一括）償還に関しては，「災害援護借用書」に，期限の利益喪

失約款が存在しない。たとえ，条例や法律に一時（一括）払の条項があったと

しても期限の利益を喪失することについての合意が存在しないため，返済金

（割賦払い）の支払いを怠った場合に，期限未到来の返済分について期限の利

益を喪失させ一括払いの請求をすることができない。 
借主の信用状態が悪化したときに，合理的な回収事務を遂行するため，あ

るいは裁判上の請求ができるようにしておくためには，期限の利益喪失条項

を契約書に記載することが必要である。 
 

☞指摘１３ 

★ 合理的な回収事務を遂行するために，また裁判上の請求をするためには，貸付

金の根拠となる条例に期限の利益喪失条項の規定があるにも拘らず，借用証等に

おいても同条項の規定がないのであるから，同条項を明記することが絶対に必要

である。また，それまでの対応として，滞納債務者に対して，債務承認や履行延

期の特約合意をするときには，承認書や誓約書に期限の利益喪失条項を規定する

ことが必要である。 

 
 オ 貸付債権の管理状況 

・災害援護資金貸付償還システムによる一括管理 
災害援護資金も福岡市災害援護臨時貸付金も災害援護資金貸付償還システ

ムにより一括管理されている。 
具体的には，貸付当初の申請書や借用書等は，借受人ごとに書類で管理し，

貸付後に氏名変更等で書類の提出があった場合は，同じく借受人ごとに管理し

ている。併せて，借受人の情報や償還状況等，情報が変更された場合はすべて

償還システムに反映させ管理している。 
・消滅時効（１０年。民法第１６７条）対策 

分割による一部償還をさせるなど，できる限り，債務者に債務の存在を承認

させるようにしている。 
・貸付を受けた者の住所等の把握状況 

郵便物が宛先不明で戻ってきたりした場合などに住民票を取り寄せて調査し

ている。 
カ 貸付金の回収対策（債権回収対策） 

災害援護資金及び福岡市災害援護臨時貸付金は私債権であるが，概要表のとお
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り，延滞償還率は，年々上昇しており，回収が芳しいとは言えない状況である。 
もとより，貸付の対象が被災者であり経済的に困窮な状態であること，支援の

対象が生活基盤に対するものであって収入の増加に直結するというものではない

ことから，元来償還が厳しいという側面はぬぐえない。 
しかしながら，市民の税金が充てられていることからすれば，やはり，貸付金

の回収には全力を尽くすべきである。 
具体的な回収方法を確認したところ， 
①各償還期間の１～２か月前に通知を送付し，遅滞者には督促状を送付してい

る。督促をしても償還しない債務者に対しては，２回程度書面で催告をして

いる。 
②書面による督促・催告で支払わない債務者に対しては，架電したり，来庁さ

せるなどをして納付交渉も行っている。 
③納付交渉の過程で債務者が分納の申し出をしたときには，状況を聴取したう

えで，少額償還申請書を徴したうえで，少額償還を認めている。 
④債権の存否，内容または範囲に争いがある場合には，民法上の和解を試みる

ことになるが，和解する場合には，原則として議会の議決が必要となる。 
⑤履行延期の特約（地方自治法施行令第１７１条の６）は，利息，遅延損害金

の請求が必要で，手続が煩瑣であるため利用していない。 
⑥徴収停止措置（地方自治法施行令第１７１条の５）は採っていない。 
⑦督促や催告に応じない債務者に対しては，地方自治法施行令第１７１条の２

第１号に基づく保証人への請求を行っている。 
 キ 延滞金の取扱い 

・延滞金の請求はしていない。まずは元本・利息の請求を行っている。 
・一部入金があった場合，充当の順序は，履行期の古い債権から充当し，かつ，

元本，利息の順で充当している。 
・長期延滞金の処理については，特に新たな処理は開始していない。 

ク 保証人への請求 
保証人への請求については，借受人本人が死亡，自己破産等した場合，借受人

本人と連絡が取れない場合などに保証人に請求している。 
ケ 免除手続 

貸付金の償還未済額の全部または一部の償還の免除を受けようとする者（償還

免除申請者）は，借受人の死亡を証する書類，借受人が精神又は身体に著しい障

がいを受けて貸付金を償還することができなくなったことを証する書類を添付し

た上で，償還免除を受けようとする理由その他資料が必要と認める事項を記載し

た申請書を市長に提出しなければならない（条例施行規則第１２条）。 
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担当課によると，議会の議決が必要であるため，免除手続や債権放棄手続が執

られたことはないとのことであった。 
コ 不納欠損処理 

不納欠損処理はできていない。不納欠損処理をするためには，議会の議決によ

る債権放棄が必要になる。 
サ 過去の監査意見等 

特になし。 
 
（2） 問題点の有無・内容 
ア 本市は，貸付する際に，必ず連帯保証人を立てさせることとしており，保全措置

を講じるようにしているとのことであった。そして，これまでは，督促，催告を

した後に納付交渉がなされれば分納等の処理で回収を図ってきた。また，督促や

催告をしたにもかかわらずこれに応じない債務者に対しては，本市は地方自治法

施行令第１７１条の２第１号に基づく保証人に対する履行請求を行っている。 
問題となるのは，所在不明になっている債務者への対応である。 
しかし，そもそも，本市は，債務者の所在が不明にならないように，督促や催

告を続けていき，督促や催告に応答がなければ借受人の自宅を訪問し，借受人の

収入，家族状況などを確認し，所得証明書等を提出させるなどして，借受人の財

産情報を正確に把握しておくべきである。 
仮に，借受人の住居を訪問して同所に借受人が所在しないとしても，戸籍の附

表を取り寄せるなどなどして，転居先を確認すべきである。 
死亡している場合には，厳密に言えば相続人を探して返済依頼をするなどすべ

きである。 
さらに，期限を指定して督促（地方自治法施行令第１７１条）した後相当期間

を経過しても未履行のときは，訴訟手続による履行請求を行う必要がある（同施

行令第１７１条の２）から，費用対効果の点からの問題があるなどの特別の理由

がない限り，法的手続を執ることも必要であろう。 
このように，可能な限りに借受人の財産状況や家族環境等の情報集約に努め，

また，法的手続等の然るべき手続を行うなど可能な限りの方法を尽くした上であ

れば，極端な債務者の財産状況の悪化や所在不明などで，「事実上回収不能もしく

は徴収困難である」事情の説明はできるものと考える。 
したがって，このような手立てを講じていないのであれば，今後，担当局は，

借受人の財産情報の集約に努めなければならないし，他方，このような手立てを

講じて「事実上回収不能もしくは徴収困難である」との説明ができるのであれば，

速やかに議会の議決を経て債権放棄をすべきである。 
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なお，私債権管理条例が制定された場合には，これに基づいて債権放棄ができ

るようにはなると思われる。 
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２ 福岡市災害援護臨時貸付金 

 

貸付金名 福岡市災害援護臨時貸付金 

貸付開始年度 平成 15 年度 担当部・課 総務部 総務課 

根拠法律，条例，規則，要綱等 福岡市災害援護臨時貸付金要綱（平成 12 年 4 月 1 日施行） 

マニュアル，手引き等 福岡市災害援護臨時貸付金償還事務取扱要領 

広報 あり 

貸付先 
対象となる災害により，被害を受けた世帯の世帯主（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 

災害援護資金の貸付限度額の貸付を受けても復旧費用が貸付限

度額を上回る場合，所得制限により災害援護資金の貸付を受ける

ことができなかった場合または車の補修・買換が必要となった場合

に，貸付を行うことにより，当該世帯の生活の立て直しに資すること

を目的とする。 

貸付金の概要 （千円） H19 H20 H21 H22 H23 

予算額 （千円）  0  1，000  0 0  0 

当年度 

貸付実

績 

貸付金額  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） 59,157 124,031  165,182  157,174  153,421 

回収済み金額（当年度分）（B） 44,790  96,598  114,055 102,594  95,119  

回収すべき金額（過年度分）（C） 5,759 19,347 45,836 93,266 145,448 

回収済み金額（過年度分）（D） 779 944 3.697  2,398 4,025  

回収率（＝（B＋D〉÷（A+C）） 70.2% 68.0% 55.8% 41.9% 33.2% 

貸付残高総額（Z）  1,088,625 991,083  873,331 768,339  669,195 

貸付件数 1,217  1,174  1,149  1,131 1,114  

延滞債権（X+Y） 19,347 45,836 93,266 145,448 199,725 

未収金額（X）  14,367  27,433 51,127 54,580 58,302 

長期延滞債権額（Y） 4,980  18,403 42,139 90,868 141,423 

延滞債権率（＝（X+Ｙ）÷Z） 1.8%  4.6% 10.7% 18.9% 29.8%  

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 

福岡市災害援護臨時貸付金要綱では，第２条で次のとおり定義

している。①災害＝暴風，豪雨，洪水，地震，津波その他異常な自

然災害により生ずる災害（災害弔慰金の支給等に関する法律と同

じ），②市民＝本市域内に住居を有し，住民基本台帳に記載されて

いるもの（現住性），③世帯＝生計を一にしている実際の生活単位，

④住居＝市民が現実に居住のために使用している建物  

 

（1） 貸付金の現状 
ア 貸付金の概要 
(ァ) 制度趣旨 

 本市が災害救助法の適用を受ける大規模災害を対象とした国の災害援護資金

を補完する本市独自の貸付制度である。 
(ィ)制度の説明及び同種の制度の有無・内容 

① 根拠規定は概要表記載のとおりである。 
② 対象者及び貸付要件は，対象となる災害により，次の㋐～㋒のいずれかの被

害を受けた世帯の世帯主である。つまり，㋐災害援護資金の貸付を限度額ま

で借り受け，かつ限度額以上に復旧費用を要する世帯，㋑所得制限により災

害援護資金の貸付を受けることができなかった世帯，㋒自己の所有する車両

の補修または買替を必要とする世帯の世帯主である。 
③ 利息の有無，保証人の要否については，上記概要表のとおりである。 
④ 貸付取消又は一括償還（いわゆる期限の利益喪失）条項＝偽りその他不正な

手段により貸付を受けたとき，または故意に貸付金の償還を怠ったときに，

当該貸付金の全部または一部につき，一時償還を請求することができる（福

岡市災害援護臨時貸付金要綱第１４条）。 
(ゥ)  貸付金の説明 
（ⅰ）対象世帯  上記（イ）の②の「対象者及び貸付要件」参照 
（ⅱ）貸付限度額  １００万円（福岡市災害援護臨時貸付金要綱第４条） 
（ⅲ）償還期間  １０年（据置期間３年。同要綱第６条） 
（ⅳ）利率  年３％（据置期間中は無利子。同要綱第５条） 
（ⅴ）遅延利息 年１０．７５％（同要綱第１５条。福岡市災害弔慰

金の支給等に関する条例第１５条第３項と同じ。） 
（ⅴ）所得制限  世帯の前年の総所得金額が次の基準未満の世帯 
   総所得金額  １人世帯 ２８０万円 
    ２人世帯 ５７３万円 
    ３人世帯 ９２４万円 
    ４人世帯 １０１８万円 
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    ５人世帯以上 一人につき３０万円を加算 
（ⅵ）財源  市単費 

(ェ)  貸付金の公表の有無・程度 
災害援護資金と同じである。 

ウ 貸付の実施状況 
 災害援護資金と同じく，平成２３年度の貸付は実施されていない。 

エ 貸付実行までの手続 
 （ⅰ）被災した日の翌日から３か月以内に，必要書類を提出して申請する。 

必要書類は，借入申込書，世帯全員の前年の所得証明書（災害援護資金

を借受けしていない者），各区総務課のり災証明書（災害援護資金を借受け

していない者），車両の補修・買替の場合は，車検証と被害状況が分かる写

真・見積書も必要である。 
（ⅱ）その後，本市において，世帯の確認，所得要件の確認，被害状況の調査

（り災証明で把握が困難な場合），保証人への確認，貸付決定（口座振り込

み）がなされる。 
オ 償還方法（同要綱第７条）・貸付債権の管理状況 
・年賦払いまたは半年賦払い（同要綱第７条）。 
・償還方法は，元利均等払い（同条）。 
・償還金の支払猶予（同要綱第１８条） 
・償還免除の規定はない。但し，違約金の支払免除の規定がある（同要綱第１９

条）。 
・保証人（同要綱第９条） 
・一時（一括）償還（偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき，または

償還金の支払いを怠ったときは，災害援護資金の全部または一部について，一時

償還の請求ができる（同要綱第１４条）。 
・違約金（遅延損害金と同じ。年１０．７５％。同要綱第１５条。福岡市災害弔

慰金の支給等に関する条例第１５条第３項，災害弔慰金の支給等に関する法律第

１５条，同法律施行令第１０条と同じ。） 
・償還金の支払猶予（同要綱第１８条。災害弔慰金支給等に関する条例第１５条，

同法律施行令第１１条と同じ。） 
 
※  なお，一時（一括）償還に関しては，「福岡市災害援護臨時貸付金借入申込

書」に，期限の利益喪失約款が存在しない。たとえ，要綱に一時（一括）払の

条項があったとしても期限の利益を喪失することについての合意が存在しな

いため，返済金（割賦払い）の支払いを怠った場合に，期限未到来の返済分に
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ついて期限の利益を喪失させ一括払いの請求をすることができない。 
借主の信用状態が悪化したときに，合理的な回収事務を遂行するため，あ

るいは裁判上の請求ができるようにしておくためには，期限の利益喪失条項

を持契約書に記載することが必要である。 
 

☞指摘１４ 

★ 合理的な回収事務を遂行するために，また裁判上の請求をするためには，要綱

に期限の利益喪失条項があるにも拘らず，借用証等においても同条項の規定がな

いのであるから，借用証等においても同条項を明記することが絶対に必要である。

また，それまでの対応として，滞納債務者に対して，債務承認や履行延期の特約

合意をするときには，承認書や誓約書に期限の利益喪失条項を規定することが必

要である。 

 
 カ 貸付債権の管理状況 

災害援護資金も福岡市災害援護臨時貸付金も災害援護資金貸付償還システム

により一括管理されている。 
福岡市災害援護臨時貸付金の管理状況の問題点は，災害援護資金と共通して

いる。 
 キ 免除手続 

福岡市災害援護臨時貸付金が要綱に根拠を置くため，回収不能もしくは徴収

困難な事情があった場合であっても償還免除はできない。 
サ 不納欠損処理 

災害援護資金と同様，これが行われたことはない。 
シ 過去の監査意見等 

特になし。 
 
（2） 問題点の有無・内容 

両貸付金に共通の問題点があるが，この点については災害援護資金の「(2) 問

題点の有無・内容」を参照されたい。 
ところで，福岡市災害援護臨時貸付金は，法律や条例に根拠を有さず，議会議

決を経ていない要綱に根拠を有しているため免除ができないものとなっている。 
災害援護という趣旨を同じくする貸付金制度でありながら，災害援護資金は償

還免除ができ，福岡市災害援護臨時貸付金は償還免除ができないという結果は疑

問である。この不合理な結果は，両貸付金を借受けていずれの貸付金も滞納して

いる債務者の場合により顕著になるし，また，福岡市災害援護臨時貸付金の免除
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ができないことが，災害援護資金の不納欠損処理に支障をもたらすようにも思わ

れる。 
したがって，福岡市災害援護臨時貸付金については，条例を制定して，適切な

時期に適正に債権放棄をして不納欠損処理ができるようにすべきである。 
 

☞意見３３ 

☆ 福岡市災害援護臨時貸付金については，条例を制定して，適切な時期に適

正に債権放棄をして，不納欠損処理ができるようにすべきである。 
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３ 福岡市国民健康保険高額療養費貸付基金 

 

貸付金名 福岡市国民健康保険高額療養費貸付基金 

貸付開始年度 

昭和 53 年度 

（54 年 1 月 1 日

より） 

担当部・課 総務部 医療年金課 

根拠法律，条例，規則，要綱等 

福岡市国民健康保険高額療養費貸付基金条例，福岡市国民健康

保険高額療養費貸付事業要綱，高額療養費貸付事業事務処理要

領 

マニュアル，手引き等 高額療養費貸付事業事務処理要領 

広報 無 

貸付先 

本市が行う国民健康保険の被保険者で，高額療養費の支給の

対象となる療養をし，かつ，高額療養費の支給を受ける前に当該療

養に係る一部負担金の支払いを行うことが困難と認められる者が

属する世帯の世帯主。ただし，世帯主が死亡した場合は，法定相続

人（要綱第３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 

国民健康保険の被保険者の保健の向上と生活の安定に寄与す

るため，国民健康保険法第57条の2に規定する高額療養費の支給

対象者に対して，高額療養費の支給前において当該療養に係る一

部負担金の支払いに必要な資金として高額療養費貸付事業資金を

貸し付けるものである（要綱第１条）。 

貸付金の概要 （千円） H19 H20 H21 H22 H23 

基金枠 65,000  65,000  65,000  65,000 65,000  

基金の当年度 

貸付実績 

貸付金額 1,076,669  217,694 238,684  297,604 362,865  

貸付件数 7,778 1,887  2,111   2,633 3,358  

回収すべき金額（当年度分）（A） 1,076,669 217,694  238,684  297,604 362,865 

回収済み金額（当年度分）（B） 1,076,669 217,694 238,684   297,604  362,865 

回収すべき金額（過年度分）（C）      

回収済み金額（過年度分）（D）       

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      

未収金が発生しない制度である
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不納欠損件数      

免除額      
免除件数        

備考 

【意義・必要性】 

 年々外来における医療費の増加により，貸付額も増加傾向にあ

る。しかしながら，医療機関での窓口における負担額を限度額まで

とする限度額適用認定証の利用が，平成２４年４月１日から入院だ

けでなく外来でも可能となったことにより，今後，高額療養費貸付額

は減少する可能性がある。 

 
（1）貸付金の現状 

ア 貸付金の概要 
(ァ) 制度趣旨 

国民健康保険の被保険者の保健の向上と生活の安定を図るため，国民健康保

険法に規定する高額療養費の支給対象者のうち，高額療養費の支給前において，

当該高額療養費に係る一部負担金の支払いが困難な者に対して，高額療養費支

給見込額の貸付を行うものである 1。この貸付事業に関する事務の円滑かつ効

率的な執行を図るため，福岡市は高額療養費貸付基金（以下「基金」という。）

を設置している。基金を設けることにより，貸付金支出に対する高額療養費か

らの充当が可能となり，余分な予算枠を設ける必要がなくなり，また貸付の流

れも明確になる。 
国民健康保険の被保険者は，保険医療機関で診療を受けた場合，当該保険医

療機関の窓口において，一旦医療費の自己負担分 2を全額支払うこととなる。

ただし，所得区分ごとに定められた自己負担限度額を超える支払いを行った場

合においては，後日申請を行うことで，当該自己負担限度額を超える額につい

て，国民健康保険の保険者（福岡市）から高額療養費として支給を受けること

ができる 3。 
後から高額療養費の支給が行われるとはいえ，被保険者は，一旦は自己負担

額の全額を支払わなければならないので，その額が自己負担限度額を超える高

                                                   
1  当該貸付事業は，福岡市国民健康保険高額療養費貸付事業と称されている（福岡市国

民健康保険高額療養費貸付事業要綱第 2 条） 
2  ここでの自己負担分は総医療費から保険給付分を除いた一部負担金のことである。例

えば，就学後～70 歳未満の方であれば総医療費の 3 割分のことである。限度額適用認定

証を有すれば窓口での支払は限度額までとなる。一部負担金については国民健康保険法

第 42 条，高額療養費については施行令第 29 条の 2～第 29 条の 4 に規定されている。 
3 高額療養費制度の説明及び自己負担分の計算方法は，厚生労働省のホームページの「高

額療養制度を利用される皆様へ」

（www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou）参照。 
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額なものとなり，支払いが困難となった場合の救済措置として，高額療養費が

支給されるまでの間，当該一定額以上の自己負担額の支払いに必要な資金を貸

付基金から被保険者に貸付けるという形で，一旦立替払いをする制度である。 
(ィ)制度の説明及び同種の制度の有無・内容 

① 根拠規定 
福岡市国民健康保険高額療養費貸付基金条例（昭和５３年１２月１９日条例第

５９号），福岡市国民健康保険高額療養費貸付事業要綱（平成４年４月１日），

高額療養費貸付事業事務処理要領（施行日不明） 
なお，高額療養費支給対象者は，国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２

号）第５７条の２に規定されている。 
 

国民健康保険法 
第 57 条の 2 （高額療養費） 
１ 保険者は，被保険者の療養（食事療養を除く。次項において同

じ。）に要した費用が著しく高額であるときは，世帯主又は組合

員に対し，高額療養費を支給する。ただし，当該療養について

療養の給付，特定療養費の支給，療養費の支給，訪問看護療養

費の支給若しくは特別療養費の支給又は第五十六条第二項の規

定による差額の支給を受けなかつたときは，この限りでない。  
２ 高額療養費の支給要件，支給額その他高額療養費の支給に関し

て必要な事項は，療養に必要な費用の負担の家計に与える影響

を考慮して，政令で定める。 
  

② 対象者及び貸付要件 
・福岡市国民健康保険における被保険者資格を有すること 
・高額医療費の支給対象となる療養を受けていること 
・特別の理由もなく国民健康保険料の滞納がないこと 
・必要書類の提出 

③ 提出書類 
（ⅰ）国民健康保険高額療養費貸付事業資金貸付申請書関係書類 

被保険者の基金に対する高額療養費の貸付申請と保険医療機関の代理受

領に必要な書類である。 
・高額療養費貸付事業資金貸付申請書兼代理人届（様式第１号） 
・高額療養費貸付事業利用者に係る自己負担額の算定・受領等について 
・保険診療一部負担金請求書（様式第２号） 
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・借用証書（様式第３号） 
（ⅱ）国民健康保険高額療養費支給申請書関係書類 

被保険者の本市に対する高額療養費の支給申請に関する書類である。 
・国民健康保険高額療養費支給申請書（高額貸付用。様式第４号） 
（高額療養費貸付事業資金貸付金振替明細書） 
・代理人届（様式第５号） 

④ 利子の有無  無利子 
⑤ 保証人の要否  不要 
⑥ 物的担保の要否  不要 
⑦ 貸付取消又は一括償還（いわゆる期限の利益喪失条項）の有無 

区長は，対象者が，偽りその他不正の手段により資金の貸付を受けたとき，

又は資金を貸付の目的以外に使用したときは，資金の全部又は一部を繰上償

還させるものとする（要綱第１０条）。 
(ゥ)貸付の実施 

被保険者からの貸付申請がなされ，これが承認されると，被保険者の自己負

担額のうち自己負担限度額を超える分について，一旦区長が基金を用いて保健

医療機関に立替払いをし，その後，保険者である福岡市に対して高額療養費の

代理請求をし，福岡市が基金に対して高額療養費の支給（公金振替）を行うこ

ととなっている。 
(ェ)貸付事務処理の基本事項 

 国民健康保険高額療養費貸付申請書類等の関係書類の交付，受付，貸付決定，

資金貸付及び高額療養費支給による償還の一連業務は各区役所・西部出張所の

所管とし，高額療養費貸付基金の管理は保健福祉局の所管となっている。 
(ォ)貸付金の公表の有無・程度 

ホームページにより公表している。 
イ 貸付基金の拠出元 

貸付基金は，福岡市及び福岡県国民健康保険連合会から拠出することになって

いるが，現在は連合会からの拠出はなく，福岡市が拠出している。 
 
基金の金額（単位：千円） 

年度 平成 23 年度 平成 24 年度 対前年度増減額 
市基金 65,000 65,000 0 

国保連合会借入金 0 0 0 

運用資金計 65,000 65,000 0 
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ウ 貸付の流れ（詳細は，別紙の「○高額療養費貸付の流れ」参照） 
① 貸付申請書等の交付 
② 受付事務 

被保険者資格・自己負担限度額の支払いの確認，記載内容・押印の点検 
③ 貸付事務 

貸付額の算定，決裁，決定・不承認決定通知 
④ 資金交付（毎月１５日まで） 

貸付対象者が資金の請求及び受領を委任した保険医療機関の請求に基づ

き当該医療機関に基金より資金交付（振込日は診療月の翌月から４ヶ月目

の１５日） 
⑤ 振替事務（毎月２５日まで） 

高額療養費から基金への振替（貸付金の交付から１０日以内に処理） 
エ 償還方法（一括返済） 

基金から診療機関への高額療養費貸付金の振込日（取組日）は，診療月の翌月

から４か月目の１５日とされている。福岡市から基金への高額療養費相当額の振

替は，貸付金の振替日（取組日）から１０日以内に処理されることになっている。 
 オ 貸付債権の管理状況 

・貸付債権の管理 
→各区役所保険年金課及び西部出張所で管理を行っている。 

・消滅時効（１０年）対策 
→基金は，直ちに貸付金を回収しているので，対策は不要である。 

・住所等の把握状況 
→福岡市国民健康保険システムにおいて，住民基本台帳の情報が取り込まれて

いるため，それにより把握している。 
 カ 貸付金の回収対策（債権回収対策） 

(ァ) 基金の立場 
高額療養費貸付金は，福岡市から高額療養費として支給されるので，基金に

とって回収の事務はなく，回収上の問題はない。 
また，制度上，回収不能もない。 

(ィ) 福岡市（保険者）の立場 
本来は，高額療養費は福岡市が被保険者に対して支給すべきものであるから，

制度上被保険者からの返済（回収）が予定されていない。 
つまり，福岡市が被保険者から回収すべき金額はゼロである。 

 キ 延滞金の取扱 
    基金にとっては，上記のとおりに償還されるので，延滞金は発生しない。 
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 ク 徴収停止（地方自治法施行令第１７１条の５），履行延期の特約（地方自治法施

行令第１７１条の６），免除手続（地方自治法施行令第１７１条の７）等 
これらは，制度上観念できない。 

 ケ 不納欠損処理 
 不納欠損処理をすべき事情が，発生しない。 

 コ 同種別制度の有無・内容 
本貸付金制度と同様・類似の他の支援制度に関しては，国民健康保険制度内と

いう狭義の意味では，「ない」とも考えられる。 
しかしながら，より広く考えると高額介護サービス費の支給に伴う「福岡市介

護保険資金貸付事業」が該当する。 
なお，「高額医療・高額介護合算制度」は，高額療養費の支給及び高額介護サー

ビス費の支給後，年間の自己負担額を合算して一定の限度額を超えた分を支給す

るものであり，本貸付制度と同様・類似の趣旨・目的を有する制度には当たらな

いと考えられる。 
また，他都市における同様・類似の制度の有無は，本市としては把握していな

い。 
サ 過去の監査意見等 
【手続遅延＝平成１４・１５年度行政監査】 

「 貸付基金は，各区（東区，博多区，中央区，南区，城南区，早良区，西

区），今宿出張所に対して配分し，各区（出張所）において執行・管理して

いる（高額療養費貸付事業事務処理要領）。近年貸付基金からの貸付が増加

傾向にあるため，各区に配分された貸付金の資金不足が生じている。各区

に配分されている貸付基金の額が限られているため，区によっては，保健

医療機関への支払いが貸付申請から長期化（城南区が１０か月。最短の３

カ月は４区）することもあり，不適当である。 
各区における基金の運用状況を踏まえた，基金の総額，各区への基金の

配分額の見直し等の方策を検討されたい。」 
これに関しては，平成１８年度に措置発表がなされ，以下のように改善さ

れている。 
すなわち，平成１７年度から基金総額を増額し，各区の医療費，貸付実績

及び支払未済額を考慮して配分額を見直して，各保健医療機関への支払処理

を早める環境を整備した。 
現在は，高額療養費貸付基金（基金枠６５００万円）の運用としては，各

区（出張所）の前年度実績に応じて，各区（出張所）への配分を毎年検討し，

基金を適切に執行・管理している。 
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各区（出）の配分状況（単位：千円） 

 平成 23 年度 平成 24 年度 増減額 

東区 9,000 9,000 0 
博多区 7,000 7,000 0 
中央区 8,000 8,000 0 
南区 12,000 12,000 0 

城南区 6,000 6,000 0 
早良区 16,000 16,000 0 
西区 5,000 5,000 0 
西部 2,000 2,000 0 

全市 65,000 65,000 0 
 

シ 貸付予算額と貸付実績の乖離 
被保険者が一旦支払うべき高額医療費の自己負担分を，負担する資力がない人

に対して基金が貸付けるものであり，基金が貸付けた後福岡市から基金に当該金

額が組み入れられることから，貸付と回収が反復継続される。 
そのため，基金枠（６５００万円）と，貸付実績（貸付金額：３億６２８６万

４５８７円。貸付件数：３３５８件）が乖離している。 
高額療養の利用増加と自己負担分の負担できない人の増加に伴い，平成１８年

度以降基金枠の変更（増額）はないものの，貸付実績は増加してきた。 
 
（2） 今後の見通し 

年々，外来における医療費の増加により貸付額も増加傾向にある。しかしなが

ら，平成２４年４月１日から，医療機関の窓口における負担額を自己負担限度額

までとする（これを「高額療養費の現物給付化」という。）「国民健康保険限度額

適用認定証」の利用が入院のみならず外来でも可能となったことから 4，当該認定

証の利用の促進により，今後，高額療養費貸付額は減少する可能性がある。 
この場合，利用状況に応じて，基金の縮小・廃止等，貸付事業のあり方を再検

                                                   
4  高額療養費の現物給付化は，以下の経緯を経て拡張してきた。すなわち，最初に，平

成 14 年 10 月より 70 歳以上の被保険者について，「高齢受給者証」により入院時の高

額療養費の現物給付化が始まった。その後，平成 19 年 4 月より 70 歳未満の被保険者

についても「国民健康保険限度額適用認定証」の適用により入院時の高額療養費の現物

給付化が始まった。そして，平成 24 年 4 月には 70 歳以上，70 歳未満全ての被保険者

において高額療養費の現物給付化が入院のみならず外来にまで拡大された。 

５－21



討する必要がある。 
ちなみに，限度額適用認定証の制度とは，入院や通院治療を受ける場合にあら

かじめ「国民健康保険限度額適用認定証」の交付を受けておき，これを医療機関

に提示することで，医療機関の窓口での支払いが，自己負担限度額までに軽減さ

れるという制度である。 
限度額適用認定証には，有効期限があり，申請日（受付日）の属する月の１日

（初日）から毎年７月３１日までの最長で１年間となっている。 
限度額適用認定証の交付の対象となるのは，７０歳未満の者である。なお，７

０歳以上７５歳未満の者は，高齢受給者証を提示することにより，同じ給付を受

けることができる。但し，７０歳以上７５歳未満の者で，所得が低い方について

は，さらに低い上限額となるが，この場合は「国民健康保険限度額適用・標準負

担額減額認定証」の交付を受ける必要がある。 
 

（3） 問題点の有無・内容 
  特に見当たらない。 
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○高額療養費（国民健康保険法第５７条の２）

○高額療養費貸付

○様式

C 8/28

E 9/14

A 6/15 D 9/14

G 9/14

9/14

F B

8/28

A

C

D

E

G

B

F
9月14日

支出負担行為日

例

保険医療機関への支払日以降

6月15日

6月15日

8月28日

9月14日

9月14日

9月14日

様式第1号別紙

9月14日

貸付申請書兼代理人届

様式第5号

様式第1号

様式第3号

保険医療機関への支払日から10日以内の日

様式第4号の支給申請年月日

保険医療機関への支払日以降

保険医療機関への支払日

貸付申請書兼代理人届 申請日=委任日

振替年月日

日　　付様　　　　　　式

支給申請書兼振替明細書

（貸　付）

（振　替）

貸付事業資金借用証書

様式第4号

様式第1号の申請日

（貸　付）

項　　目

○高額療養費貸付の流れ

区長への委任日

申請・委任日

受付年月日

貸付承認年月日

借用年月日

　医療費の家計負担を軽減する目的から、療養の給付について支払われた一部負担金の額が一定の額を超えた場合にはその
超えた額を高額療養費として支給するもの。
　なお、支払方法は、世帯合算による償還払い（現金給付）が原則となっているが、被保険者被保険者の財政的負担の軽減を図
るため、窓口の支払いを自己負担限度額までにとどめる取扱い（現物給付化）が導入されている。

受付年月日

　　国民健康保険の被保険者の保健の向上と生活の安定を図るため、高額療養費の支給対象者に対し、その支給前に高額療
養費該当額の貸付を行うことで、医療機関窓口における被保険者の自己負担額を限度額までにおさえるもの。
※高額療養費の支給（償還払い）は一部負担金の支払後でなければ行えない。

（振　替）

様式第2号 保険診療一部負担金請求書

申請日

様式第4号別紙

代理人届

支給申請書兼振替明細書

区 長

国保保険者
（福岡市）

医療機関

基 金

被 保 険 者

②貸付
申請

①自己負担限度額
の支払い

③貸付

⑤高額療養費
の請求

⑥高額療養費
の支給

④貸付金の支払
(高額療養費相当額)

⑤'委任
（受領・弁済）

⑦弁済

区 長

国保保険者
（福岡市）

医療機関

基 金

様式第１
号

様式第２号
・・・請求

様式第１号別紙
・・・承認

様式第４号
・・・高額支給申請

様式第５号
・・・受領等委任

振替

②'貸付金
受領委任

被 保 険 者

様式第３号
・・・借用書

様式第４号別紙
・・・支給
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４ 福岡市立病院機構施設・設備事業資金 

 

はじめに 

１ 沿革（地方独立行政法人福岡市立病院機構設置の背景） 
平成１６年４月１日に施行された地方独立行政法人法は，住民の生活，地域社会及び地

域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施される必要のある事務・事

業のうち，地方公共団体自身が直接実施する必要はないものの，民間の主体に委ねては確実

な実施が確保できないおそれがあるものを効率的・効果的に行わせるため，地方公共団体が

設立する法人の設置を認めた（地方独立行政法人法第２条参照）。そして，同法においては，

目標による管理と適正な実績評価，業績主義に基づく人事管理と財務運営の弾力化，徹底し

た情報公開等が制度の柱である。 
 
ところで，福岡市立こども病院・感染症センターと福岡市民病院は，従前より患者サー

ビスの向上や経営改善に努めてきたが，当時の地方公営企業法一部適用という経営形態では，

大きく変化する医療環境に対応していくには，限界があった。また，当時は依然として赤字

が続いていた状況で，一層の経営効率化と財政健全化による経営基盤強化が求められていた。 
そこで，平成２０年１月，福岡市病院事業運営審議会に本市が担うべき医療を安定的・

継続的で効率的に提供していくための「経営形態のあり方」について諮問したところ，平成

２０年６月に「市が担うべき医療を安定的・継続的かつ効率的に提供していく経営形態とし

ては，両病院の現状を踏まえると，地方独立行政法人を選択することが望ましい」との答申

を受けた。 
この答申を踏まえ，平成２２年度に市立２病院を経営する地方独立行政法人を設立する

方針を決め，平成２１年３月議会で，「地方独立行政法人福岡市立病院機構定款」と「地方

独立行政法人福岡市立病院機構評価委員会条例」が議決された。 
 
独法化することは，地方公務員法の適用外になるため，現場の状況をもっともよく把握

している病院で迅速な意思決定を行うことが可能になり，医師，看護師等の増員などにより，

市民や患者のニーズに柔軟に対応した医療・サービスの提供ができるようになる。また，多

様な契約手法の導入などにより，より一層の経営効率化を図ることができる。さらに，学会

や共同研究など資質向上の機会への参加手続を簡素・柔軟化し参加の機会を拡大することに

より，モチベーションの向上と医療技術の向上が期待できるなどのメリットがある。 
こうしたメリットを活かし，医療環境の変化や市民の医療ニーズに応じて柔軟で弾力的

な病院運営を行うとともに，福岡市における医療施策として求められる救急医療，高度専門

医療等を提供すること等により，市内の医療水準の向上を図り，もって市民の健康の維持及

び増進に寄与するべく，本市が１００％出資して設立したのが，地方独立行政法人福岡市立

病院機構である（定款第１条）。 
 
２ 地方独立行政法人福岡市立病院機構の概要 
(1)  設立経過 
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定款制定（平成２１年当初議会議決） 平成２１年３月２５日 
設立認可申請（総務大臣） 平成２２年２月２５日 
設立認可（総務大臣） 平成２２年３月１８日 
法人設立（設立登記） 平成２２年４月 １日 

(2) 資本金 
６６２，８６６，３４３円 

(3) 事業内容 
福岡市が示した中期目標を達成するための医療の提供 
（福岡市立こども病院・感染症センター及び福岡市民病院の運営） 

(4) 施設（平成２４年５月１日現在） 
 

施設名 所在地 病床数 
福岡市立こども病

院・感染症センター 
福岡市唐人町2丁目5－1 一般病棟190床 

感染症病棟22床 

福岡市民病院 福岡市博多区吉塚本町13－1 一般病棟200床 
本部事務局 福岡市博多区店屋町4－1 ― 

 
（別紙「地方独立行政法人福岡市立病院機構 組織図」参照） 
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３ 福岡市立病院機構施設・設備整備事業資金の概要 

福岡市の病院事業が平成２２年４月に地方独立行政法人福岡市立病院機構へ移行したこ

とに伴い，民間の医療機関が持っている利益準備金などが全くない状態で設立されている

ため，法人の施設整備等に必要な資金は，地方独立行政法人法第４１条第５項により，設

立団体である市からの長期借入金で賄うことになる。 

この市の長期貸付金については総務省の「地方債同意等基準」により病院事業債を起こ

すことができる（なお，その運用要綱により特別会計の設置が求められている。）。 

そこで，地方債制度の転貸債を利用し，福岡市が，市立病院の施設・設備整備に必要な

資金を貸し付けるのが，福岡市立病院機構施設・設備整備事業資金である。 

また，地方独立行政法人法第６６条第１項により，既往の病院事業債の未償還分は法人

へは承継せずに市で管理することになるが，同法第８６条第１項により，債務は法人が負

担することとなり，市が法人からの返済を受けて償還することになる。 

 

    （市）             （市） 
市債                市立病院   移行前病院債償還 地方独立 

 管理 病院事業債償還 機構病院  行政法人 

 特別            事業債管理   借入金返済 福岡市立 

 会計 病院事業債 特別会計 貸付金 病院機構 

  

 
地方独立行政法人法第 41条第 5項 
地方独立行政法人は，長期借入金及び債券発行をすることができない。
ただし，設立団体からの長期借入金については，この限りではない。 

 
地方独立行政法人法第 66条第 1項 
移行型地方独立行政法人の成立の際，当該移行型地方独立行政法人が
行う業務に関し，現に設立団体が有する権利及び義務（当該移行型地
方独立行政法人の成立前に設立団体が当該業務に相当する業務に関し
て起こした地方債のうち当該移行型地方独立行政法人の成立の日まで
に償還されていないものに係るものを除く。）のうち政令で定めると
ころにより設立団体の長が定めるものは，当該移行型地方独立行政法
人の成立の時において当該移行型地方独立行政法人が承継する。 

 
地方独立行政法人法第 86条第 1項 
公営企業型地方独立行政法人は，設立団体に対し，第 66条第1項に規
定する地方債のうち当該公営企業型地方独立行政法人の成立の日まで
に償還されていないものに相当する額の債務を負担する。 

 
地方債同意等基準運用要綱 第一 - ７ 
（2）公営企業型地方独立行政法人に対するもの 
当該法人の事業について，事業開始から一定期間内において収支相
償することが明らかなものであり，原則として，設立団体において
特別会計を設置するものであること。 
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○福岡市立病院機構病院事業債管理特別会計条例 
平成22年3月29日 条例第12号（施行：平成22年4月1日） 

（設置） 
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定によ

り，地方独立行政法人福岡市立病院機構に係る病院事業債の円滑な管理

とその経理の適正を図るため，福岡市立病院機構病院事業債管理特別会

計を設置し，一般会計と区分して経理する。 
（歳入及び歳出） 
第2条 この会計においては，借入金，貸付金の償還金及び利子並びに

附属諸収入をもってその歳入とし，貸付金，借入金の償還金及び利子そ

の他の諸支出をもってその歳出とする。 
 
４ 同種の貸付金の存否，他の自治体での同様の制度の存否 

病院事業を地方独立行政法人に移行している自治体には，同様の制度があるが，

資料はないとのことであった。 
 

 

貸付金名 福岡市立病院機構施設・設備整備事業資金 

貸付開始年度 平成22 年度 担当部・課 保健医療部 病院事業課 

根拠法律，条例，規則，要綱等 
地方独立行政法人法第41 条第5 項，福岡市立病院機構事業債管理特別会

計条例 

マニュアル，手引き等 地方財政法，病院事業債 

広報 有（福岡市のホームページの特別会計の中で本件貸付金を公表） 

貸付先 地方独立行政法人福岡市立病院機構  

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） 備考の④ 

貸付金の趣旨・目的 

地方独立行政法人は長期借入金について，地方独立行政法人法第 41 条

第5 項の規定により，設立団体（福岡市）からの長期借入のみ認められてい

るため，地方債制度の転貸債を活用し，市立病院が施設・設備整備に必要

な資金を貸し付けるもの。 

貸付金の概要 （千円） H19 H20 H21 H22 H23 

予算額    586,000 402,000  

当年度 

貸付実績 

貸付金額    557,000 324,000  

貸付件数    1 1  

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 

５－28



貸付残高総額（Z）    557,000  881,000 

貸付件数    1 2  

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 

① 地方公営企業から地方独立行政法人への移行であったため，民間の医

療機関が持っている利益準備金などが全くない状態で設立されたことか

ら，資金調達のために必要不可欠であった。 

② 貸付決定の基準は，総務省の地方債同意等基準による。 

③ 平成24 年3 月31 日現在で，いずれの貸付金も返済期限未到来である。 

④ 貸付利率は，福岡市が資金を調達するために借入れる利率による。 

 

 
(1)貸付金の現状 
ア 貸付金の概要 
(ァ) 制度趣旨 
「福岡市立病院機構施設・設備整備事業資金の概要」に記載したとおりである。 

(ィ) 制度の説明及び同種の制度の有無・内容 
①根拠規定，②対象者は，概要表のとおりである。 
③貸付要件，④利息の有無，⑤（連帯）保証人の要否，⑥貸付取消または一括償還（い

わゆる期限の利益喪失条項）の有無については，下記の「貸付の条件」を参照されたい。 
(ゥ)貸付金の広報の有無・程度 

福岡市のホームページの特別会計の中で本件貸付金を公表している。 
イ 貸付の条件 
(ァ) 貸付決定の要件 

総務省に地方債（病院事業債）の協議を行い，総務省の同意を得ること（地方財政法

第５条の３）。 
同意基準は，毎年度に総務省が告示する「地方債同意基準等」である。 

 
【地方財政法第５条の３】 
第１項  
 地方公共団体は，地方債を起こし，又は起債の方法，利率若しくは

償還の方法を変更しようとする場合は，政令の定めるところにより，

総務大臣または都道府県知事に協議しなければならない。 
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但し，軽微な場合その他の総務省令で定める場合については，この

限りではない。 
第２項 
 前項に規定する協議は，地方債の起債の目的，限度額，起債の方法，

資金，利率，償還の方法その他政令で定める事項を明らかにして行う

ものとする。 
（以下省略） 

 
(ィ) 利息の有無 

貸付日における本市が財政融資資金等（病院事業債）から借入れる条件（利率）と同

じである。 
(ゥ) （連帯）保証人の要否 

不要である。 
(ェ) 償還条件 

元利金の償還期日，償還方法は，本市が資金調達をするための条件と同じである。 
据置期間有り。 

(ォ) 貸付取消または一括償還（いわゆる期限の利益喪失条項）の有無 
施設・設備整備事業資金貸付契約書第５条では，融資目的以外に利用した場合，本市

と福岡市立病院機構との金銭消費貸借契約を解除し，繰り上げ償還を求めることができ

るとなっているが，分割弁済を怠ったときの期限の利益喪失条項はない。 
そもそも，下記の「(2) 問題点の有無・内容」に記載したとおり，①本市は，法人

の運営に適切に関与し，同法人の経営状況も本市の特別会計において管理・公表されて

いること，また，②法人の業務実績についても，本市の附属機関である評価委員会にお

いて，専門的，客観的かつ中立公正に評価が行われ，必要に応じて業務運営の改善勧告

を行うなど，本市が適切に関与する仕組みとなっていることから，本貸付金が目的外に

使用されることは考えられず，分割弁済を怠るような事態はタイムリーに把握できるも

のと考えられる。 
こうした点からすれば，目的外使用に伴う期限の利益喪失条項は，そもそも必要ない

ものの念のために記載した趣旨とも考えられる。とすれば，ほぼ同趣旨で，上記契約書

に，分割弁済を怠ったときの期限の利益の喪失約款も追記し，改訂しておいた方が良い

と考える。 
(ヵ) 延滞金 

 償還期日までに元利金及び機構が負担する経費の全部または一部を償還しなかったと

きは，福岡市税外収入金の督促及び延滞金条例第４条の規定に基づく延滞金（年１４．

６％）を支払うものとされている。 
 但し，本市がやむを得ない事情があると認めたときは，延滞金の全部または一部を免

除することができる。 
(キ) 貸付の実施状況 
・ 平成２２年度は，こども病院の医療機器（２億６７００万円），市民病院の医療機器（２
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億１３００万円），市民病院の施設費（７７００万円）の合計５億５７００万円であっ

た（据置期間：平成２５年３月３１日。償還期間：平成３３年３月３１日）。 
・ 平成２３年度は，こども病院の医療機器（２億２５００万円），市民病院の医療機器（９

９００万円）の合計３億２４００万円であった（据置期間：平成２５年３月３０日。

償還期間：平成２９年３月３０日）。 
ウ 貸付の流れ 

① ５月～６月 総務省に病院事業債の協議手続届出 
② ９月末  総務省からの病院事業債同意等通達 
③ １０月～  病院事業債対象事業の失効 
④ 翌年３月  事業資金目的貸付契約（長期借入），銀行振込による貸付金支払 

エ 償還方法・貸付債権の管理状況 
公債台帳により管理されている。 

 オ 貸付金の回収対策（債権回収対策） 
   返済期限を知らせる通知を送付している。  
カ 回収不能見込額として計上する基準及び手続，あるいは，不納欠損処理をするための基

準及び手続 
特に規定されていない。 
現時点では，いずれの貸付金も据置期間中であるため，事故も発生していない。 

キ 徴収停止（地方自治法施行令１７１条の５），履行延期の特約（地方自治法施行令１７１

条の６），免除手続（地方自治法施行令１７１条の７）等 
現時点では，これらを適用する事態が発生していない。 

ク 不納欠損処理 
該当する事情は発生していない。 

ケ 運営費負担金の積算の考え方及び金額 
 公営企業型地方独立行政法人については，地方独立行政法第８５条の規定に基づき，

次の経費については設立団体（本件では福岡市）が負担することとなっている。 
 なお，法人移行前は，地方公営企業法の対象であり，同法第１７条の２に同内容の規

定があり，これらの経費等については，補助金，負担金，出資金，長期貸付金等の方法

により一般会計等が負担するものとされている。そして，この経費負担区分ルールにつ

いては，毎年度「繰出基準」として総務省より各地方公共団体に通知されている。この

ような経費負担区分により，一般会計等において負担すべきこととされた経費の所要財

源については，原則として「公営企業繰出金」として地方財政計画に計上され，地方交

付税等の基準財政需要額への参入又は特別交付税を通じて財源措置が行われている。 
本市は，地方独立行政法人法第８５条第１項に規定する経費については，機構に対し

て，総務省の繰出基準の例に倣い，運営費負担金として支払っている。 
  

地方独立行政法人法第85条第1項 
公営企業型地方独立行政法人の事業の経費のうち，次に掲げるものは，設立団体

が負担するものとする。 
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第 1 号 その性質上当該公営企業型地方独立行政法人の事業の経営に伴う収入

をもって充てることが適当でない経費 
第 2 号 当該公営企業型地方独立行政法人の性質上能率的な経営を行ってもな

おその事業の経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると

認められる経費 
 

なお，平成23年度の「運営費負担金積算の考え方及び金額」は，別添の「参考資料」

のとおりである。 
 コ 過去の監査意見等 

特にない。 
サ 本市と機構との関係 

本市は，法人に対して，３年から５年の期間で法人が達成すべき業務運営に関する目標

を中期目標として指示している。 
法人は，中期目標に基づき中期計画を作成し本市の認可を受けることとともに，毎年度

の年度計画を定め，計画に沿って運営を行っていく。 
また，本市の附属機関として設置する評価委員会において，法人の業務実績に関する評

価などを行っている。 
なお，中期目標や中期計画・年度計画，法人の財務諸表や業績評価の結果などの公表が

規定されており，透明性の確保が図られている。 
ちなみに，市（議会）と福岡市立病院機構の関係は，次の関係図のとおりである。 
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【市（議会）と地方独立行政法人の関係図】 
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（2） 問題点の有無・内容 

現時点では，機構の経営状況については，以下のとおり，適宜検証されており，特に

問題とすべき点はないといえる。 
すなわち，本市は，地方独立行政法人法に基づき，業務運営の効率化，住民に対して

提供するサービスの質の向上，財務内容の改善その他の業務運営に関する目標となる中

期目標を策定し，指示しており，この中期目標を達成するため，法人が作成する中期計

画を認可するとともに，運営費負担金を支出することなどにより，法人の運営に適切に

関与している。 
また，法人の業務実績についても，本市の附属機関である評価委員会において，専門

的，客観的かつ中立公正に評価が行われ，必要に応じて業務運営の改善勧告を行うなど，

本市が適切に関与する仕組みとなっている。 
不採算医療等の提供に必要な経費については，法律の定めに基づき，これまでどおり

本市が財政負担を行っていくこととなり，本市の責任において必要な医療を確実に提供

していくこととしている。 
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【別紙】 

（単位：千円）

こども病院 市民病院

17,360 212,457 医師等の待機経費 待機職員人件費

41,087 122,617 空床確保経費
空床確保することによる入院収益の損
失補填相当額

小　計 58,447 335,074

－ －

行政として行われる
健診・医療相談等に
かかる経費

人件費及び経費

－ －

29,407 14,851 収　支　差

（費用）リハビリに携わる職員人件費
看護師人件費※
共通職員人件費※
材料費、経費※
（収益）リハビリ関連収益

90,126 － 収　支　差

（費用）該当診療科職員人件費
麻酔科職員人件費※
看護師人件費※
共通職員人件費※
材料費、経費※
（収益）該当診療科の収益

47,017 － 収　支　差

（費用）該当診療科職員人件費
麻酔科職員人件費※
看護師人件費※
共通職員人件費※
材料費、経費※

（収益）・該当診療科の収益

24,469 229,913 収　支　差

【高度医療】
（費用）該当診療科及び
ICU、NICU、SCU職員人件費
看護師人件費※
共通職員人件費※
材料費、経費※

（収益）・該当診療科の収益

【特殊医療】
（費用）該当診療科職員人件費
看護師人件費※
共通職員人件費※
材料費、経費※
（収益）該当診療科の収益

21,486 17,052 所要額×1/2

研究研修費×1/2
（学会旅費、医学図書購入費、研修講師
謝礼等）

292,815 298,008
所要額×1/2

又は2/3

・企業債、国庫（県）補助金等を財源とし
ない建設改良費×1/2
・企業債償還元利金×1/2
（平成14年度までに着手した事業に係る
ものは2/3）

563,767 894,898

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
医　療

建　 設
改良費

合　　計

周産期
医　 療

小児医療

高度医療
・

特殊医療

研 　究
研修費

　　※看護師及び共通職員人件費、材料費、経費については、各診療科の収入按分で積算

運営費負担金積算の考え方及び金額（平成２３年度決算）

積算方法 積算方法詳細

行政からの要請により行ったものによる損失額

積　算　金　額
項　　目

救急医療

保健衛生

参考資料
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５ 福岡市障がい者高齢者住宅整備資金貸付 

Ａ（福岡市⇒社会福祉法人福岡市社会福祉協議会） 

福岡市障がい者高齢者住宅整備資金貸付 

Ｂ（社会福祉法人福岡市社会福祉協議会⇒最終借主） 

福岡市障がい者高齢者住宅整備資金貸付事業 

 以下，「社会福祉法人福岡市社会福祉協議会」を「福岡市社会福祉協議会」という。 

 

 

Ａ 福岡市⇒社会福祉協議会への貸付（福岡市障がい者高齢者住宅整備資金貸付） 

 

貸付金名 福岡市障がい者高齢者住宅整備資金貸付 

貸付開始年度 昭和 48 年度 担当部・課 

【高齢者分】健康福祉の

まちづくり部・地域福祉課

／【障がい者分】高齢者・

障がい者部・障がい者在

宅支援課 

根拠法律，条例，規則，要綱等 

①社会福祉法，②社会福祉法人の助成に関する条例，③社会福祉

法人の助成に関する条例施行規則，④福岡市障がい者高齢者住

宅整備資金貸付事業取扱要綱 

マニュアル，手引き等 福岡市障がい者高齢者住宅整備資金貸付事業取扱要領 

広報 広報あり（ただし，上記④を除く） 

貸付先 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） 0％ 

貸付金の趣旨・目的 

障がい者や身体機能が低下した高齢者のいる世帯に対し，住宅

の増改築又は身体状況に適するように改造する場合に，その費用

の一部を貸付けることで，障がい者や高齢者の自立の助長や介護

者の負担の軽減を図る。 

貸付金の概要 （千円） H19 H20 H21 H22 H23 

予算額 30,000  32,000  26,696  17,800 7,400  

当年度 

貸付実績 

貸付金額 16,884  20,000  17,000   13,500 2,100  

貸付件数 1  1  1  1 1  

回収すべき金額（当年度分）（Ａ） 16,884 20,000   17,000  13,500 2,100 

回収済み金額（当年度分）（Ｂ） 16,884 20,000  17,000   13,500  2,100 

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） 
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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 

備考 

（1） 市から福岡市社会福祉協議会への貸付は，平成２３年度で終

了している。 

（2） 福岡市社会福祉協議会から個人への貸付は，平成２２年度末

で廃止している。 

 

 

Ｂ 福岡市社会福祉協議会⇒最終借主（福岡市障がい者高齢者住宅整備資金貸付事業） 

 

貸付金名 福岡市障がい者高齢者住宅整備資金貸付事業 

貸付開始年度 昭和 48 年度 
外郭団体等 

（担当部・課） 

福岡市社会福祉協議会

（生活支援部生活福祉

課） 

根拠法律，条例，規則，要綱等 

①福岡市障がい者高齢者住宅整備資金貸付事業要綱，②福岡市障

がい者高齢者住宅整備資金貸付事業取扱要領，③福岡市障がい者

高齢者住宅整備資金償還業務処理要領 

マニュアル，手引き等 
①福岡市障がい者高齢者住宅整備資金貸付事業取扱要領，②福岡

市障がい者高齢者住宅整備資金償還業務処理要領 

広報 無 

貸付先 

障がい者等の年齢，身体状況，家族構成，家庭環境及び家屋構造

等から，住宅の増改築又は改造が必要であり，かつ，自力でその整

備を行うことが困難な世帯の生計中心者で本市内に居住し，かつ，本

市の住民基本台帳（外国人登録原票を含む。）に記載されている者  

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） 3％ 

貸付金の趣旨・目的 

住宅の増改築，又は改造（維持補修的なものは除く。以下同じ。）に

必要な資金を貸し付けることにより，高齢者と同居する世帯の良好な

家族関係を維持すること，又は，身体障がい者や知的障がい者及び

身体機能の低下した高齢者（以下「障がい者等」という。）の自立を助

長し，介護者の負担を軽減することを目的とする。  

貸付金の概要 （千円） H19 H20 H21 H22 H23 

予算額 8,684   8,000  8,000  8,000 0  

単年度償還 
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当年度 

貸付実

績 

貸付金額  7,540  600 0  0  0  

貸付件数 4  1  0  0 0  

回収すべき金額（当年度分）

（A） 
 2,624 2,959  3,073  1,986  1,652 

回収済み金額（当年度分）（B） 2,399 2,639 2,504  3,150   1,386 

回収すべき金額（過年度分）

（C） 
6,904 6,657 5,647 5,811 6,093 

回収済み金額（過年度分）（D） 700  1,459 474  212 1,730 

回収率（＝（Ｂ＋Ｄ）÷（Ａ＋Ｃ）） 32.5% 42.6% 34.2% 43.1% 40.2% 

貸付残高総額（Z） 23,492 21,308 16,906 16,087  10,425 

貸付件数 27  26  23  19 18  

延滞債権（X＋Y） 6,537 6,941 5,742 6,978 4,628 

未収金額（X） 1,339  1,743 569 1,379 265 

長期延滞債権額（Y） 5,198  5,198 5,173 5,599 4,363 

延滞債権率（＝（Ｘ＋Ｙ）÷Ｚ） 28%  33% 34% 43% 44% 

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 
 他施策（生活福祉資金貸付制度）で代替が可能であるため，貸付業

務は，平成２２年度をもって終了している。  

 

※上記一覧表における回収すべき金額，回収済み金額の内訳は以下のとおりである（単

位：円）。 

  平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 

回収すべき金額 

（当年度分） 

2,624,560 2,959,190 3,073,940 1,986,170 1,652,720 

高齢者 1,562,600 1,588,950 1,354,640 726,690 348,260 

障がい者 1,061,960 1,370,240 1,719,300 1,259,480 1,304,460 

回収済み金額 

（当年度分） 

2,399,920 2,639,180 2,504,290 3,150,570 1,386,810 

高齢者 1,284,660 1,215,640 954,930 606,610 325,590 

障がい者 1,115,260 1,423,540 1,549,360 2,543,960 1,061,220 

回収すべき金額 

（過年度分） 

6,904,210 6,657,470 5,647,580 5,811,790 6,093,870 
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高齢者 6,817,250 6,640,810 5,614,260 5,628,530 5,699,030 

障がい者 86,960 16,660 33,320 183,260 394,840 

回収済み金額  

（過年度分） 

700,020 1,459,000 474,070 212,680 1,730,820 

高齢者 613,060 1,442,340 440,750 174,360 1,650,880 

障がい者 86,960 16,660 33,320 38,320 79,940 

 

 

１ はじめに 

福岡市社会福祉協議会の最終借主への貸付業務は，平成２２年度をもって終了し

（要綱及び要領は平成２３年４月１日改正施行），また，本市から福岡市社会福祉

協議会への貸付は，平成２３年度の同協議会からの返済をもって完済となり終了し

ている。本市の同協議会への貸付金の平成２４年度の予算も計上されずゼロとなっ

ている。 
本制度も後記の「生活保護世帯等一時貸付金」と同様に，本貸付金が本市と同協

議会のいずれの本来業務であったかの問題もあったように思えるし，本市の福岡市

社会福祉協議会への貸付金が単年度償還であった点の問題もあったと思われるが，

本市の同協議会への貸付業務が平成２３年度をもって終了しており，また，同協議

会の最終借主への貸付金の滞納リスクは同協議会で負担することが確定している

ため，本稿では，本貸付制度の紹介に留めることとする。 
（1）根拠法令 

ア 福岡市⇒福岡市社会福祉協議会 
・社会福祉法（昭和２６年３月２９日法律第４５号。昭和２６年６月１日施行。

最終改正：平成２４年８月２２日法律第６７号） 
・福岡市障がい者高齢者住宅整備資金貸付事業要綱（平成２３年４月１日施行） 
・福岡市障がい者高齢者住宅整備資金貸付事業取扱要領（マニュアル） 
イ 福岡市社会福祉協議会⇒市民 
・福岡市障がい者高齢者住宅整備資金貸付事業要綱（平成２３年４月１日施行） 
・福岡市障がい者高齢者住宅整備資金貸付事業取扱要領（マニュアル） 
・福岡市障がい者高齢者住宅整備資金償還業務処理要領（マニュアル） 

（2） 沿革 
① 福岡市老人居室整備資金        昭和４８年４月１日施行 

② 福岡市高齢者住宅整備資金       昭和６３年４月１日施行 
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③ 福岡市障がい者高齢者住宅整備資金   平成５年４月１日施行 
④ 貸付業務終了             平成２３年４月１日 

（3） 制度趣旨・目的 
高齢者と同居する世帯の良好な家族関係を維持すること，または，身体障がい

者や知的障がい者，及び身体機能の低下した高齢者の自立を助長し，介護者の負

担を軽減することを目的とした住宅の増改築や改造（維持補修的なものは除く。）

をする場合に，必要な資金の貸付を行うものである。 
（4） 同種の貸付金の存否 

他施策（生活福祉資金貸付制度）で代替が可能であるため，貸付業務は，平成

２２年度をもって終了している。 
（5） 他の自治体の同種貸付金の存否 

不明である。 
 

２ 貸付金の説明 
（1） 貸付金の現状 

ア 制度の説明 
(ァ) 根拠規定 

上記のとおりである。 
(ィ) 貸付対象者 

次のいずれかに該当する世帯の生計中心者で，本市の住民基本台帳に記載さ

れている者である。 
・ ６０歳以上の親族と同居しているか，または居室等の整備後１か月以内に

同居を予定している者。 
・ 身体障がい者手帳の交付を受けた肢体障がい者１～６級，視覚障害１～４

級の身体障害者，または療育手帳の交付を受けた知的障がい者のいる世帯。 
・ 身体機能が低下した概ね６５歳以上の高齢者（歩行等に介護を要する程度

のほか，一定の要件を満たす者）の方がいる世帯 
(ゥ) 借受人の所得要件 

貸付金の償還ができる程度以上の所得があること 
(ェ) 貸付条件 

 
貸付限度額 2,000,000 円 
貸付利率 年 3％ 
償還方法 元金均等，利息割戻月賦償還 
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償還期限 10 年以内（貸付額により期限が異なる） 
 

(ォ) 連帯保証人 
１名（一定の職業又は相当の資産を有する者で，本資金の借受をしていない

者） 
(ヵ) 工事の対象となる住宅の規模 

増改築工事については，工事後の居住部分（店舗，事務所等以外の部分）の

床面積が２２０㎡（約６７坪）以下であること。 
(キ) 申込から資金交付までの流れ図 

 

 
 

(ク) 貸付決定の要件 
事業取扱要領第１項 

   「１ 貸付を受けようとする者は，福岡市障がい者高齢者住宅整備資金借受申込書

（様式 第 1 号）に次の書類を添えて申し込むものとする。 

（１）障がい者高齢者住宅整備計画書（様式第２号） 

（２）申込者及び申込者と同居する高齢者又は障がい者等，及び連帯保証人の住民

票の写し，又は外国人登録済証明書 

（３）整備工事見積書及び平面図 

（４）住宅整備をしようとする家屋及びその敷地の所有者を明らかにする登記簿謄

本等の写し。又は，住宅整備しようとする家屋及び敷地が申込者以外の者の

場合は，その所有者の承諾書。 

申込書、必要書類を

各区社協へ

申 込 み

①提出書類審査

②現地(申込者宅)事前調査

福岡市社会福祉協議会

貸付に関する可

否を決定

貸付審査委員会

福岡市社会福祉協議会
《

審

申込者
①

工

事
①工事完了確認の現地調査

②工事完了確認

福岡市社会福祉協議会

資金交付

《審査結果通知》

（決定通知書）

①工事着工届
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（５）申込者及び連帯保証人の所得証明書及び住民税課税証明書 

（６）障がい者高齢者住宅整備資金貸付に係る調査同意書（様式第２－２号） 

（７）その他必要な書類」 

(ヶ)貸付決定の基準 
事業取扱要領第３項 

「３ 貸付の決定は，障がい者高齢者住宅整備資金貸付審査委員会(以下｢審査委員

会｣という。)の意見により，社会福祉法人福岡市社会福祉協議会会長(以下｢会長｣

という。)が決定する。」 

(コ) 償還方法（繰上償還） 
要綱 

「第６条 貸付金の償還は，資金交付の月の翌月から起算して，償還期限（別表）

内に償還するものとする。 

第７条 貸付金の償還方法は，元金均等償還で，かつ，利息総額を償還回数で割

り戻して，利息額を均等にした月賦償還とする。ただし，障がい者高齢者住宅

整備資金貸付金繰上償還申出書（様式第２５号）の提出により，いつでも繰上

償還を行うことができる。」 

(サ) 貸付決定の取消又は貸付金の返還命令 
「障がい者高齢者住宅整備資金貸付決定通知書」の注意事項 

「４  次のいずれかに該当するときは，貸付決定の取消し又は貸付金の返還を命

ずることがあります。 

（イ） 決定通知書を受けた日から３ヶ月以内に整備工事に着手しない場合 

（ロ） 整備計画を届出なく勝手に変更した場合 

（ハ） 虚偽の申請その他不正な手段により貸付を受けた場合 

（ニ） 故意に貸付金の償還を怠った場合 

（ホ） 整備工事完了後１ヶ月以内に同居予定者と同居しない場合」 

との記載がある。 

(シ) いわゆる期限の利益喪失条項の有無 
 誓約書（借入金の適正使用および償還についての誓約書）の障がい者高齢者住

宅整備資金の貸付特約事項の第６項 

 「福岡市社会福祉協議会会長は，借受人等（包括外部監査人注：借受人と連帯保

証人）が次の各号の一に該当する場合に，貸付金の全部又は一部につき，一時

償還を請求し，もしくは貸付金の交付をやめることができる。 

（１） 他の借入金の返済へ充当等，貸付金の使途を変更，流用したとき。 

（２） 住所，氏名，世帯状況等の内容について虚偽の申込その他不正な手段に

より貸付を受けたとき。 
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（３） 故意に償還金の支払いを怠ったとき。 

（４） 貸付目的を達成する見込みがないとき」 
(ス) 貸付金の公表の有無・程度 

貸付業務は，平成２２年度をもって終了しているので，公表していない。 
イ 貸付の実施状況 

（単位：千円） 

  
1９年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

高齢者 障がい者 高齢者 障がい者 高齢者 障がい者 高齢者 障がい者 高齢者 障がい者 

件数 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 

金額 1,540 6,000 600 0 0 0 0 0 0 0 

 
貸付業務は，平成２２年度をもって終了している（要綱及び要領は平成２３

年４月１日改正施行）。 
本市から福岡市社会福祉協議会への貸付は，平成２３年度で終了している。 
福岡市社会福祉協議会の貸付業務終了の翌年度まで，本市から福岡市社会福

祉協議会への貸付期間が延びたのは，社会福祉協議会から本市への返済金が不足

したからである。 
 

※生活福祉資金貸付との関係 
平成２３年度 

貸付金名 予算額（円） 決算額（円） 所管課 

障がい者高齢者住宅整備資

金貸付 
7,400,000 2,100,000 地域福祉課・障がい者在宅支援課 

生活福祉資金貸付 
799,746,588 

※1 

799,746,588 

※1 
社会福祉協議会・地域福祉課 

            ※1 平成２３年度福岡市社会福祉協議会受付貸付額 

【生活資金貸付制度についての説明】 
○低所得世帯や障がい者・高齢者世帯に対し，必要な資金を低利で貸し付ける

とともに援助指導を行い，その世帯の経済的自立と生活意欲の助長促進を図り，

安定した生活が営めるようにすることを目的とする。 

○本貸付制度は，福岡県社会福祉協議会の委託を受け，福岡市社会福祉協議会

にて実施しているが，貸付の決定，貸付金の振込，貸付金の償還は福岡県社会

福祉協議会にて行われている。福岡市社会福祉協議会は申請受付などの事務手

続を行っている。 
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◎事業内容 

 ①対象者 

●低所得世帯 

 資金の貸付にあわせて必要な援助指導を受けることにより独立自活で

きると認められる世帯であって，そのために必要な資金の融通を他から受

けることが困難である世帯 

●障がい者世帯 

 身体障がい，知的障がいまたは精神障がいがあるため，長期にわたり日

常生活または社会生活に相当な制限を受ける方がいる世帯 

●高齢者世帯 

６５歳以上の高齢者の方がいる世帯 

※一部の資金については生活保護世帯も対象 

②内容 

●総合支援資金 

  生活支援費，住宅入居費，一時生活再建費 

●福祉資金 

生業を営むために必要な経費，技能習得に必要な経費，緊急小口資金等 

●不動産担保型生活資金 

不動産担保型生活資金，要保護世帯向け不動産担保型生活資金 

③実施方法 

福岡県社会福祉協議会より委託を受け，福岡市社会福祉協議会が実施する。

貸付決定・貸付金振込・貸付金償還は福岡県社会福祉協議会にて実施してい

る（福岡県社会福祉協議会より，人件費・事務費を福岡市社会福祉協議会に

補助されている。 
ウ 貸付債権の管理状況 

事業取扱要領抜粋 

「８ 償還通知及び台帳の整備 

（２）貸付及び償還の状況については，障がい者高齢者住宅整備資金償還台帳

(様式第１４号)を備えて，常にその状況を把握しておかなければならない。 

１４ 適正な債権管理のため，障がい者高齢者住宅整備資金債権管理推進本部（以

下「債権管理推進本部」という。）を設置する。 

（２）債権管理推進本部の構成及び業務は別に定める。」 

償還業務処理要領抜粋 

「８ 債権管理について 

取扱要領第１４項に規定する債権管理推進本部は，社協事務局長，総務部長，
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生活支援部長，生活福祉課長及び関係職員で構成し，以下の業務を遂行する。 

（１）償還状況の確認（年２回） 

（２）滞納ケースの対応協議（適宜） 

（３）審査委員会への債権管理に関する審議事項提出 

（４）その他，債権管理上必要な業務」 
 エ 貸付金の回収対策（債権回収対策） 

事業取扱要領抜粋 
「８ 償還通知及び台帳の整備 

（１）障がい者高齢者住宅整備資金残額のお知らせ（様式第１２号，１

２－１号）又は障がい者高齢者住宅整備資金最終償還期限到来のお知

らせ（様式第１３号，１３－１号）を送付する。 
１２ 償還督促の実施 

（１）毎年度１回，３ヶ月以上連続して償還実績のない債権の債務者の

うち，償還が計画より遅れている債務者に対し，償還督促文書１（様

式第１９号，１９－２号）を送付し，償還の指導及び滞納償還誓約書

（様式第２０号）の提出を求める。 

（２）前号に応じない債務者に対しては，償還督促文書２（様式第２１

号）を送付する。」 
 オ 延滞金の取扱 
   事業取扱要領１５条及び１６条に延滞金の取扱に関する規定がある。 

「（延滞利息） 

１５ 延滞利息は，延滞元金につき要綱第８条に規定する利率をもって，償還

期限の翌日から支払日までの日数により計算した延滞利息を徴収する。た

だし，当該償還期限までに償還しないことについて，災害その他やむを得

ない事由があると認められるときは，借受人等の申請により，社協会長は

延滞利息支払免除又は停止に伴う残元利金償還期間再設定をすることがで

きる。 

（２）延滞利息は貸付元金及び貸付利息の完済後に徴収するものとする。 

１６ 前項のただし書きに規定する災害その他やむを得ない理由による延滞

利息徴収免除又は停止に伴う残元利金償還期間再設定については，次の各

号のいずれかに該当する場合とする。 

（１）借受人が，火災その他の災害のため，償還金の支払期日までに納入する

ことができなかったと認められるとき。 

（２）借受人又はその同居する家族が，疾病又は負傷のため償還金の支払期日

までに納入することができなかったと認められるとき。 
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（３）借受人が償還金支払能力がなくなったため，連帯保証人又は関係者が借

受人に代わって償還金を納入している場合で，その者から延滞利息を徴収

することが困難であると認められるとき。 

（４）その他支払期日までに納入することができなかったことについて正当な

理由があるとき。 」 

また，誓約書（借入金の適正使用および償還についての誓約書）の障がい者高齢者

住宅整備資金の貸付特約事項の第４項に記載がある。 

「４  借受人等が償還金を定められた償還期限までに支払わなかった場合は，

未償還元金に対し年１０パーセントの率をもって，当該償還期限の翌日から支

払いの日までの日数により計算した延滞利息を徴収するものとする。なお，延

滞利息は貸付元金及び貸付利息の完済後に徴収するものとする。 

ただし，当該償還期限までに償還しないことについて，災害その他やむを得

ない事由があると認められるときは，借受人等の申請により福岡市社会福祉協

議会会長は延滞利息の徴収を免除等することができる。」 
 カ 償還方法の特例 

事業取扱要領抜粋 
「９ 借受人が，災害その他やむを得ない事情のため，元金および利息の支

払いが困難となったときは，障がい者高齢者住宅整備資金償還方法変更願

（様式第１５号）を提出させ，審査委員会の意見を聞いた上で会長が決定

するものとする。 」 
キ 期限を指定しての督促・条例の定めによる手数料・延滞金の徴収（地方自治法

２３１条の３，地方自治法施行令１７１），担保権実行等の法的手続に着手（地

方自治法施行令１７１条の２），繰上げ償還の通知（地方自治法施行令１７１条

の３），保全の必要あるときの保全処分措置（地方自治法施行令１７１条の４），

徴収停止（地方自治法施行令１７１条の５），履行延期の特約（地方自治法施行

令１７１条の６），免除手続（地方自治法施行令１７１条の７）等に準じた手続

の有無 
福岡市社会福祉協議会は，これらに準じた手続を執ってはいない。 

 ク 消滅時効（１０年。民法第１６７条）対策 
償還業務処理要領抜粋 

「７ 時効に関する取扱期間の経過により時効が完成する場合は，債務関係

者より時効援用の申立が内容証明郵便によりなされた場合とする。」 
ケ 回収不能見込額として計上する基準及び手続 

なし。 
コ 不納欠損処理 
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なし。 
 サ 別制度の有無・内容 
   あり（生活福祉資金貸付制度）。 
 シ 過去の監査意見等 

平成２１年度の事業仕分けにおいて，「他施策（生活福祉資金貸付制度）で代替

が可能である。」旨の指摘がなされたことから，貸付業務は平成２２年度で終了し

た。 
  
（2）問題点の有無・内容 

福岡市社会福祉協議会からは，「貸付中件数１７件のうち借受人及び連帯保証人

が死亡・行方不明又は破産手続等で滞納が発生しているものが９件となっている。

現在，法的手続の該当者はいないが，今後発生した場合は償還業務処理要領に基

づき速やかに法的手続を実施する。」との報告があった。 
これについては，上記キとの関係もあり，具体的な今後の対応が問題となるの

で，この点について照会したところ，次のとおり，事業取扱要領及び償還業務処

理要領に基づき対処するとのことであった。 
すなわち， 
事業取扱要領抜粋 
「１４ 適正な債権管理のため，障がい者高齢者住宅整備資金債権管理推進本

部（以下「債権管理推進本部」という。）を設置する。」 

償還業務処理要領抜粋 
「８ 債権管理について 

取扱要領第１４項に規定する債権管理推進本部は，社協事務局長，総務

部長，生活支援部長，生活福祉課長及び関係職員で構成し，以下の業務を遂

行する。 

（１）償還状況の確認（年２回） 

（２）滞納ケースの対応協議（適宜） 

（３）審査委員会への債権管理に関する審議事項提出 

（４）その他，債権管理上必要な業務 」 

上記に基づき，「債権管理推進会議」を年２回開催し，滞納ケースについて協

議し，決定事項に基づき督促業務を実施している。 
「法的措置への移行通知書」を発行したことにより償還完了したケースもあり，

現在法的手続を実施したケースはないが，発生した場合は債権管理推進会議に

諮り速やかに法的手続を実施する。 
また，償還業務処理要領抜粋では， 
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「３ 償還の通知と督促の要領 
５）その他償還督促について 
（１）電話等による償還指導の実施 
ア． 取扱要領第１２項第１号以外にも，償還が計画より遅れている債務者

に対しては必要に応じて電話等により償還指導を行う。 
イ． 前記ア．実施により償還を約束した債権について，その後の償還状況

について追跡調査を実施し，必要に応じて償還指導を行う。 」 
上記に基づき，計画どおりに償還されてない借受人に対し，毎月上旬に電話

による償還指導を実施することにより，現状では滞納が解消されている。 
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６ 福岡市介護保険資金貸付 

 

はじめに 

１ 介護保険制度の仕組みと加入者（福岡市ホームページより） 
介護保険制度のしくみ 

 

加入は 40 歳になったら 

介護保険は，４０歳の誕生日の前日が属する月から被保険者となります。介護保険

に加入するための手続きは，特に必要ありません。  
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２ 介護（予防）サービス利用者の負担軽減のしくみ 

介護保険のサービスを利用したときは，かかった費用の原則１割を利用者が負担

することとなっているが，自己負担が重くなったときや，所得の低い者には，負担

を軽減するしくみがある。①利用者負担が重くなったときの高額介護サービス費の

支給制度と，②医療と介護の自己負担が高額になったときの高額医療・高額介護合

算制度である。 
当該貸付金は，①の高額介護サービス費の支給制度に関する貸付金である。 
（※）高額介護サービス費の支給制度と当該貸付金制度との関係 

同じ月内に利用した介護サービスの利用者負担額（費用の１割）の合計が，

下表の上限額を超えたときは，申請によりその超えた額が支給される。 
 
利用者負担段階区分 利用者負担上限額（月額） 
◎一般世帯 世帯（37,200 円） 
◎世帯全員が市民税非課税の場合 世帯（24,600 円） 

 
 

 

●課税年金収入額及び合計所

得金額の合計が８０万円以下

の人 
●老齢福祉年金の受給者 

 
 
個人（15,000 円） 

◎生活保護の受給者等 個人（15,000 円） 
世帯（15,000 円） 

 
※ 住宅改修や福祉用具購入の１割負担及び施設での食費，居住費（滞在

費），日常生活費は対象外である。 
※ 利用負担額を１５，０００円または２４，６００円に下げることで生

活保護の対象とならない人は，上限額を下げることができる場合がある

（居住の区の保護課で相談できる。）。 
これは，介護保険の「境界層措置」という制度で，介護保険の利用者

負担額を軽減することにより生活保護を受給しなくても自立した生活

が可能な者に対して，本来の所得区分に応じた高額介護サービス費の利

用者負担上限額よりも低い利用者負担上限額を適用しているものであ

る。 
この措置の適用に関しては，生活保護の担当課（各区保護課）に対し

て保護の申請を行い，「却下通知」と共に「境界層該当証明書」を発行
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してもらうことによって，当該証明書に記載された区分に基づく軽減措

置が実施されることになる。 
※申請窓口 
 ・居住の区の福祉・介護保険課，入部出張所，西部出張所 

・申請に必要なもの（介護保険被保険者証，印鑑，本人名義の通帳の写

し）。 
・申請は，初回のみ（以後は，支給額がある場合に自動的に振り込まれ

る。）。 
介護保険の高額介護サービス費の支給対象となるサービスを利用した者が，高額

介護サービスの支給を受ける前に当該サービス利用に係る利用者負担金の支払い

を行うことが困難と認められる場合に，高額介護サービス費が支給されるまでの間，

本市が介護サービス事業者に立て替え払いする形で，福岡市介護保険資金貸付基金

より貸付を実施するのが，当該貸付金の制度である。 
 

 
福岡市介護保険資金貸付の詳細 

 

貸付金名 福岡市介護保険資金貸付 

貸付開始年度 平成 12 年度 担当部・課 
高齢者・障がい部  

介護保険課 

根拠法律，条例，規則，要綱等 
①福岡市介護保険資金貸付基金条例，②福岡市介護保険資金貸

付事業要綱 

マニュアル，手引き等 
区役所担当者向けの「給付事務マニュアル」の中に当該貸付事

業に関する事務取扱が定められている。 

広報 ①の条例につき有。②の要綱につき無 

貸付先 介護保険の高額介護サービス費支給対象者 

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 

介護保険のサービスを利用した場合，利用料金の１割の利用者

負担金が発生し，その額が利用者負担上限額を超えた場合は，後

日その超えた分が，「高額介護サービス費」として支給されるが，当

該利用者負担金の支払いが困難な者に対し，高額介護サービス費

支給までの間，利用者負担金から自己負担限度額を超えた金額を

立て替えるものである。 

貸付金の概要 （千円） H19 H20 H21 H22 H23 

基金枠 60,000  60,000  60,000  60,000 60,000  

基金からの

当年度貸付
貸付金額  330,154   367,392 405,154  480,144 98,644   
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実績 貸付件数 6,287  7,009  7,759  9,036 1,797  

回収すべき金額（当年度分）（A） 330,154 367,392  405,154 480,144 98,644 

回収済み金額（当年度分）（B） 330,154 367,392 405,154  480,144  98,644 

回収すべき金額（過年度分）（C）      

回収済み金額（過年度分）（D）       

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      
免除件数        

備考 

（1） 意義 

介護保険の自己負担額は，所得に関係なくサービス利用料金の

１割が必要となることから，皆保険制度における低所得者対策とし

て，重要な意義を保持していると考えられる。 

なお，9 割は国民健康保険団体連合会 1からサービス事業者に支

払われる。 

（2） 平成 23 年度から貸付実績が減少した理由 

貸付実績が平成 23 年度から大幅に減少している理由は，創設

当初に対象としていた 3 つの費目「住宅改修費」，「福祉用具購入

費」，「高額介護サービス費」のうち，「住宅改修費」，「福祉用具購

入費」の 2 つについて，平成 23 年度以降本市（区長）から事業者へ

の直接払い制度を創設し，当該貸付事業の対象から除外したこと

による。 

 
 
（1）貸付金の現状 

ア 貸付金の概要 
(ァ)制度の趣旨 

本市は，介護保険の被保険者の保険の向上と生活の安定に寄与するため，介護

                                                   
1  国民健康保険法第 83 条に基づき，会員である保険者（市町村及び国保組合）が共同し

て，国保事業の目的を達成するために必要な事業を行うことを目的として設立された公法

人である。 
 

未収金が発生しない制度である
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保険法第５１条に規定する高額介護サービス費及び同法第６１条に規定する高額

介護予防サービス費（以下「高額介護サービス費等」という。）の支給対象者に対

し，高額サービス費の支給前において，当該サービスにかかる利用者負担金の支

払いに必要な資金として資金貸付事業資金（以下「資金」という。）を貸し付ける

事業（以下「福岡市介護保険資金貸付事業」という。）を行っている（福岡市介護

保険資金貸付事業要綱第１条参照）。 
福岡市介護保険資金貸付事業の円滑かつ効率的な執行を図るため，本市は，福

岡市介護保険資金貸付基金（以下「基金」という。）を設置した（平成１２年３月

２７日制定の福岡市介護資金貸付基金条例第１条。施行は平成１２年５月１日）。

基金の額は，１０００万円である（同条例第２条）。 
当該貸付は，被保険者が介護保険のサービスを利用した場合に利用金額の１割

の利用者負担金が発生し，その額が利用者上限額を超えた場合は，後日その超え

た分が，「高額介護サービス費」として支給されるが，当該利用者負担金の支払い

が困難な者に対して，高額介護サービス費が支給されるまでの間，本市が介護サ

ービス事業者に立替払いする形で，貸付基金より貸付を実施する方式をとってい

る。皆保険制度における低所得者対策として，重要な意義を有している。 
福岡市介護保険資金貸付事業は，平成１２年の介護保険制度の創設と同時に開

始した事業で，制度の基本的な仕組みは，国民健康保険の高額療養費貸付制度を

参考としている。 
(ィ)制度の説明 

① 根拠規定 
・介護保険法（平成９年１２月１７日法第１２３号） 
・福岡市介護資金貸付基金条例（平成１２年３月２７日条例第３７号。最終改正

平成２４年３月２９日条例第９号） 
・福岡市介護保険資金貸付事業要綱（以下「要綱」という。） 
② 対象者  

本市が行う介護保険の被保険者で，高額サービス費の支給対象となるサービス

を利用し，かつ，高額サービスの支給を受ける前に当該サービス利用に係る利用

者負担金の支払いを行うことが困難な者である。但し，介護保険法施行令第３０

条に規定する特別の事情がある場合を除き，介護保険料滞納者は対象としない

（要綱第３条）。 
③ 貸付金額 

対象者に対する高額サービス費の支給見込額の範囲内において，区長が定める

金額（要綱第４条）。 
④ 利息   無利子（要綱第５条第１項）。 
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⑤ 保証人   不要 
⑥ 物的担保  不要 
⑦ 償還期間 

高額サービス費の支給日から１５日以内。但し，区長が必要と認めるときは

区長が定める日（要綱第５条第２項）。実際には，貸付日と同日に償還されるこ

ととなっている。 
⑧  繰上償還（要綱第１０条） 

区長は，対象者が偽りその他不正の手段により，資金の貸付を受けたとき，

又は資金の貸付の目的以外に使用したときに，資金の全部または一部を繰上償還

させることができる。 
(ゥ)貸付金の公表の有無 

福岡市のホームページ（福岡市の介護保険制度－介護保険制度の概要－介護保

険サービスの利用者負担について－介護保険資金貸付事業）に制度の概要を掲載

している。 
イ 貸付基金の拠出元 
  福岡市から基金に１０００万円が拠出されている。 

また，基金の運営者・管理者は，福岡市（保健福祉局介護保険課）である。 
ウ 貸付の実施状況 

概要表のとおりである。 
エ 貸付の流れ（詳細は，別添の「介護保険貸付事業（高額サービス費）の事務フ

ロー」参照） 
（ⅰ）貸付を受けようとする対象者が，介護保険被保険者証を提示の上，介護保険

資金貸付事業貸付申請書兼代理人届けに，介護保険法第８条第２２項に規定

する同法第５３条の代表者，同法第４１条第１項に規定する指定居宅サービ

ス事業者の代表者，同法第４２条の２第１項に規定する指定地域密着型サー

ビス事業者の代表者，同法第５４条の２第１項に規定する指定地域密着型サ

ービス事業者（以下「サービス提供機関の代表者」という。）の保険対象サー

ビス利用者負担金・費用請求書を添付の上，区長に申請する。 
（ⅱ）区長は，その申請書の内容を審査し，貸し付けることになった場合には，介

護保険資金貸付事業資金貸付決定通知書により，貸し付けないこととなった

場合には介護保険資金貸付事業資金貸付不承認決定通知書により，申請者に

通知する。 
（ⅲ）貸付決定を受けた対象者は，介護保険資金貸付事業資金借用書及び介護保険

高額サービス費支給申請書（貸付用）並びに代理人届を区長に提出する。 
（ⅳ）区長は，（ⅲ）に規定する書類を受理したときは，対象者が資金の請求及び受
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領を委任したサービス提供機関の代表者の請求に基づき当該サービス提供機

関の代表者に資金を交付する。 
貸付の実施は，毎月１０日までに受け付けた分を，翌月２１日（休日の場

合は翌営業日）に，本市がサービス提供機関の代表者に立替払する形で貸付

基金より貸付を実施している。そして，同日付で，本市が当該申請者の高額

介護サービス費を代理受領し，償還金として貸付基金へ振替を行い，弁済す

るシステムとなっている。 
⇒【※後記の「（2）問題点の有無・内容」参照】 

オ 貸付債権の管理状況等 
・貸付債権の管理状況 

各区の福祉・介護保険課が，毎月月初に前月分の財務データを確認し，各区

分の基金経理簿を作成して本庁介護保険課に報告している（エクセル形式）。 
そして，本庁介護保険課では，各区の基金経理簿を集約し，管理している。 

・消滅時効（１０年。民法第１６７条）対策 
貸付金の支給（サービス提供機関が代理受領）は，高額介護サービス費の支

給の確定後に行い，区長が当該高額介護サービス費を代理受領し，福岡市に返

還しているため，消滅時効対策は不要である。 
 カ 貸付金の回収対策（債権回収対策） 

(ァ) 基金の立場 
償還期間は，高額サービス費の支給日から１５日以内である。ただし，区長

が必要と認めるときは区長が定める日（要綱第５条）から１５日以内となって

いるので，基金にとっての回収上の問題はない。 
(ィ) 福岡市の立場 

消滅時効対策と同じである。つまり，貸付金の支給（サービス提供機関が代

理受領）は，高額介護サービス費の支給が確定後に行い，区長が当該高額介護

サービス費を代理受領し，福岡市に返還しているため，特段の回収対策は不要

である。 
(ゥ) 貸付と同じ日に，貸付対象者の高額介護サービス費を本市（区長）が代理受

領し，貸付基金に償還（返済に充てる）ことから，滞納のおそれがない。 
キ 延滞金の取扱 
  基金にとっては，上記のとおりに償還されるので，延滞金は発生しない。 

 ク 徴収停止（地方自治法施行令第１７１条の５），履行延期の特約（地方自治法施

行令第１７１条の６），免除手続（地方自治法施行令第１７１条の７）等 
これらは，制度上観念できない。 

 ケ 不納欠損処理 

５－55



  不納欠損処理をすべき事情は，発生しない。 
コ 他の自治体における類似の制度の有無 

不明である。 
サ 過去の監査意見等 

特になし。 
 
（2）問題点の有無・内容 

ア 本貸付金に関しては，福岡市介護保険福祉用具購入費受領委任制度や，福岡市

介護保険住宅改修費受領委任制度が，本市から直接サービス事業者に支払われて

いることから，本件貸付金もこれらと同様のシステムを採用することができない

かが問題となる。 
別添の「介護保険貸付事業（高額サービス費）の事務フロー」によれば，本市

（区）において高額介護サービス費の貸付決定がなされると，本来は，貸付基金

から本来は貸付対象者に支払われるべきところを，この貸付金はサービス事業者

が代理受領することとなっている。 
他方，本市（区）からの高額サービス費の支給決定がなされると，高額サービ

ス費を区長が代理受領するが，これと同日に区長から貸付基金に償還金の支給と

して返還（公金振替）される。 
しかも，サービス事業者への貸付金の送金（代理受領）の日と，福岡市の高額

介護サービス費の支給決定に基づく高額介護サービス費の区長の代理受領日，区

長の代理受領日の同日の貸付基金への公金振替日が，原則同日であることから，

被保険者（貸付金受領者）が実際に貸付金を受領することはなく，実態として，

貸付金といえるかの疑問が生じる。 
こうした点に鑑みると， 
① 福岡市がサービス提供機関の代表者に高額サービス費（本件の貸付金相当額）

を直接支払えば，当該貸付金制度は不要となるのではないか。 
② サービス事業者への高額介護サービス費の支払（代理受領）が，高額介護サ

ービス費の支給決定まで事業者に待って頂いているのであるから，支給開始

決定の翌日にサービス事業者に支払うこととすれば，高額介護サービス費を

そのままサービス事業者に支払うことができ，基金の１０００万円を預託し

たままにする必要がないのではないか。 
つまり，基金への貸付金１０００万円を預託しておく必要がなく，本市への返

還が可能となるのではないかの疑問がある。 
イ これに対して，担当課は，次のとおり回答した。 

すなわち，「高額介護サービス費は，被保険者が実際に支払った介護サービス
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の利用者負担額に応じて算定されるのが原則である。現状，事業者への貸付金に

よる自己負担額支払いと，高額介護サービス費の支給（代理受領）は同日になっ

ているが，貸付金による自己負担額支払の上で，高額介護サービス費を支給し，

貸付金への償還を実施する流れである。」と説明し，①や②のような制度設計は

「電算システムの改修に伴う費用が発生すること，且つ，住宅改修・福祉用具購

入と比較しても利用者が少なく，取扱額も少額であることから，電算システムを

改修しても，事務の効率化や利用者の利便性向上が図れるとは考えられなかった

ため，導入は見合わせ，貸付制度を継続することとした。」との回答をした。 
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介護保険貸付事業（高額介護サービス費）の事務フロー

被 保 険 者 サービス事業者 保険者（福岡市・区） 国 保 連

貸付基金

サービス提供、利用者
負担金（1割分）の請求

貸付制度利用相談

貸付制度利用承諾

貸付申請書

貸付金の受領代理

貸付申請書交付依頼 貸付申請書交付

保険給付（9割分）の
請求、レセプト提出

自己負担上限額支払 受領

・内容点検
・自己負担上限

額等の確認

給付情報の通知

保険給付（9割分）
の支払

貸付決定（不承認）

貸付決定通知書

送金通知書

レセプト点検

貸付金の支払
代理受領

高額介護サービス費
の代理受領（区長）

償還金の支給
（公金振替）

原則同日

貸付申請書受付

送付

請求内容・レセ
プトの審査

委任
受任

高額介護サービス
費支給申請書

提出

高額介護サービス費
の支給決定

高額介護サービス
費支給申請書受付

返還
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７ 生活保護世帯等一時貸付金 

Ａ（福岡市⇒社会福祉法人福岡市社会福祉協議会） 

生活保護世帯等一時貸付金 

Ｂ（社会福祉法人福岡市社会福祉協議会⇒最終借主） 

生活保護世帯等一時貸付金 

以下，「社会福祉法人福岡市社会福祉協議会」を「福岡市社会福祉協議会」という。 

 
 
はじめに（福岡市と福岡市社会福祉協議会との関係） 

本市は福岡市社会福祉協議会との間で，「生活保護世帯等一時貸付金の貸付に関する

契約書」を締結し，福岡市社会福祉協議会が行う，生活保護法による要保護者（以下

「要保護者」という。），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受給者（以下「支援給付受給者」という。）（申請中

の者も含む。），離職者及び低所得者に対する貸付事業を補助している。 
両者間の金銭消費貸借契約の骨子は，以下のとおりである。 
・貸付日と返済日（毎年４月１日頃に貸付をし，翌年３月末日頃までに返済する。） 
・貸付限度額（平成２２年度と同２３年度は３０００万円） 
・利子等（無利息・無担保） 
・遅延利息（契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２

４年法律第２５６号）第８条第１項の規定に基づき，財務大臣が決定する遅延利

息の率の割合による。） 
 

Ａ 福岡市⇒福岡市社会福祉協議会（生活保護世帯等一時貸付金） 

 

貸付金名 生活保護世帯等一時貸付金 

貸付開始年度 昭和 47 年度 担当部・課 総務部保護課 

根拠法律，条例，規則，要綱等 生活保護世帯等一時貸付金の貸付に関する契約 （※要綱なし） 

マニュアル，手引き等 無 

広報 無 

貸付先 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） 0％ 
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貸付金の趣旨・目的 

福岡市社会福祉協議会が行う生活保護世帯や低所得世帯等の緊

急時の出費に際し，必要な資金を無利子で貸付けることにより，その

世帯の生活を安定を図る貸付事業を補助するもの。 

福岡市社会福祉協議会が，他の金融機関等では貸付の対象とな

らない世帯に対し，必要な資金を無利子で貸付けることにより，その

世帯の生活の安定を図る。 

貸付金の概要 （千円） H19 H20 H21 H22 H23 

予算額 30,000  34,000  40,000  30,000 30,000  

当年度 

貸付実績 

貸付金額 29,000  34,000 39,000  29,000 29,000  

貸付件数 1  1  1  1 1  

回収すべき金額（当年度分）

（A） 
27,940 33,028  36,490 28,225 28,303 

回収済み金額（当年度分）（B） 27,940 33,028 36,490  28,225  28,303 

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）        

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 

備考 

① 単年度償還である。 

② 平成 15 年度より履行延期特約を適用しており，貸付金額と回収

済み金額の差額が発生している。 

③ 履行延期特約の金額は，平成 19 年度は 1,060（千円），平成 20

年度は 972（千円），平成 21年度は 2,510（千円），平成 22年度は

775（千円），平成 23 年度は 697（千円）である。 

④ 履行延期特約の金額の累計は，平成 15 年度から平成 23年度ま

でで 16,040（千円）である。  

 

 

 

 

 

単年度償還 
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Ｂ 福岡市社会福祉協議会⇒最終借主（生活保護世帯等一時貸付金） 

 

貸付金名 生活保護世帯等一時貸付金 

貸付開始年度 昭和 47 年度 
外郭団体等 

（担当部・課） 

福岡市社会福祉協議会

(生活支援部・生活福祉

課) 

根拠法律，条例，規則，要綱等 
生活保護世帯等一時貸付金要綱（平成 22 年 10 月 1 日施行），生活

保護世帯等一時貸付金事業事務取扱要領（平成 21年 2月 5日施行） 

マニュアル，手引き等 同上 

広報 無 

貸付先 要保護者，支援給付受給者，低所得者  

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 

他の金融機関等では貸付の対象とならない生活保護世帯や低所

得世帯等の緊急時の出費に際し，必要な資金を無利子で貸し付ける

ことにより，その世帯の生活の安定を図る。 

貸付金の概要 （千円） H19 H20 H21 H22 H23 

予算額 30,000  30,000  48,000  69,000 76,000  

当年度 

貸付実績 

貸付金額 28,460  37,365 53,975  54,601 54,011  

貸付件数 1,430  2,027  3,985  4,029 3,884  

回収すべき金額（当年度分）

（A） 
25,242 33,534 50,267 51,100 50,539 

回収済み金額（当年度分）（B） 23,826 31,323 48,151 48,819 47,628 

回収すべき金額（過年度分）

（C） 
26,751 27,951 29,713, 30,281 31,074 

回収済み金額（過年度分）（D） 3,434 4,220 5,285 4,989 4,466 

回収率（＝（Ｂ＋Ｄ）÷（Ａ＋Ｃ）） 52.4% 57.8% 66.8% 66.1% 63.8% 

貸付残高総額（Z） 24,733 25,941 26,572 27,112 29,518 

貸付件数 1,340 1,322 1,640 1,505 1,641 

延滞債権（X+Y） 23,317 23,730 24,457  24,831  26,607  

未収金額（X） 676 915 1,283 1,142 1,631 

長期延滞債権額（Y） 22,641 22,815 23,174 23,689 24,976 

延滞債権率（＝（Ｘ＋Ｙ）÷Ｚ） 94.3%  91.5% 92.0% 91.6% 90.1% 

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 

福岡市との間で，平成 15年度より履行延期特約を適用しており，貸

付金額と回収済み金額の差額が発生している。 

履行延期特約の累計は，平成 23 年度までで 16,040（千円）である。  

 

 
（1）貸付金の現状 

ア 沿革 
(ァ) 昭和４２年５月１日 公益質屋の廃止 
 この代替策として昭和４２年５月１日から 

① 生活つなぎ資金貸付制度 
少額不時の出費のため困窮する市民に対し生活つなぎ資金を貸付け，もって

緊急不測の事態に対応するとともにこれら市民の生活の安定と厚生を図ろ

うとするものである。 
 事業実施主体は，福岡市社会福祉協議会であった。 

② 民間質屋指定制度（福岡市民生質店制度） 
 昭和５７年３月３１日廃止。本市で行うこととなった。 

(ィ) 昭和４７年度  要保護者貸付資金の貸付開始 
生活保護法による要保護者向けの貸付を行うもの 

昭和５２年４月１日 「生活保護一時貸付金」に名称変更 
(ゥ) 昭和５４年８月１日 生活保護世帯一時貸付金，生活つなぎ資金貸付制度

を統合し，「生活保護世帯等一時事業貸付要綱」制

定 
イ 貸付金の概要（福岡市社会福祉協議会の貸付対象者への貸付） 
(ァ) 制度趣旨（同上） 

 本市に居住する生活保護法第６条による要保護者（以下「要保護者」という。），

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に関する法律による

支援給付受給者（以下「支援給付受給者」という。）及び低所得世帯の緊急時の

出費に際し，必要な資金を福岡市社会福祉協議会が貸付けることにより，生活

の安定を図ることを目的としている（要綱第１条）。 
(ィ)貸付方法（同上） 

（ⅰ）原資 
   原資として必要な資金を，市から福岡市社会福祉協議会に貸し付けている。 
（ⅱ）貸付窓口 

福岡市社会福祉協議会と各区社会福祉協議会で委託契約を締結し，配分さ
れた原資の範囲内で貸付事業を行っている。 

（ⅲ）貸付方法（要綱第４条） 
・  資金を借受けようとする者（以下「申込者」）は，生活保護世帯等一時
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貸付申込書（様式第１号）により連帯保証人１名をたて，申込者の居住
地を担当する民生委員の副申と同意書（様式第３－１号（生活保護世帯
用），第３－２号（低所得世帯用））を付して，当該区社会福祉協議会（以
下「区社協」）に申し込まなければならない。ただし，要保護者，支援給
付受給者が申し込むときは，連帯保証人及び民生委員に関する規定を省
略することができる（第１項）。 

・  支援給付受給者については，要保護者の規定を準用し，様式において
も同様とする（第２項）。 

・  生活保護世帯（支援給付受給世帯も含む）については，福祉事務所で
事情を聴取し，要綱第４条に基づき申込書・借用書・同意書を作成し，
その後，社会福祉協議会から貸付を行うが，連帯保証人も民生委員の副
申も不要としているのは，区保護課で世帯の状況を把握しており，貸付
の必要性や償還の確実性を把握できているからである。 

・ 離職者については，連帯保証人１名をたて，民生委員の副申を添えて社
会福祉協議会に申込みを行う。※ただし，新規貸付は停止している。 

(ゥ) 貸付の種類と限度額（同上） 
※生活保護世帯等一時貸付金要綱別表による。 

(ⅰ)生活保護世帯 

資金の種類 貸付限度額 

（ ）内は特別枠 
償還期間 

1 生活保護の新規開始・変更時，及 

  び一時扶助申請時の保護費立替金 
初回支給の保護費 

の範囲内 
初回支給日に一括

償還 
2 高校入学時に要する費用    ３０，０００円 

 （５０，０００） 
    ５ヶ月以内 

  （７ヶ月以内） 
3 保育所入所時に要する費用    １５，０００円 

 （３０，０００） 
    ４ヶ月以内 

  （５ヶ月以内） 
4 出産に要する費用    ２０，０００円 

 （３０，０００） 
    ４ヶ月以内 

  （５ヶ月以内） 
5 医療に要する費用   １５，０００円 

 （５０，０００） 
    ５ヶ月以内 

  （７ヶ月以内） 
6 住宅維持に要する費用    ２０，０００円 

 （５０，０００） 
    ５ヶ月以内 

  （７ヶ月以内） 
7 就職等に要する費用    ２０，０００円 

 （３０，０００） 
    ４ヶ月以内 

  （５ヶ月以内） 
8 転居に際し，敷金等に要する費用    １５，０００円 

 （３０，０００） 
    ４ヶ月以内 

  （５ヶ月以内） 
9 冠婚葬祭に要する費用    ２５，０００円 

 （５０，０００） 
    ５ヶ月以内 

  （７ヶ月以内） 
10災害及び不測の事故等の発生によ 

 り生ずる費用 
   ３０，０００円 

 （５０，０００） 
    ５ヶ月以内 

  （７ヶ月以内） 
11その他上記事由に準ずると認めら 

 れる事情のもの 
 上記に相当する事項額を準用する。 

 

(ⅱ)低所得世帯 

1 福祉資金（一時的かつ緊急に必要 

 な生活資金） 
   ５０，０００円 

 （８０，０００） 
    ５ヶ月以内 

  （７ヶ月以内） 
2 災害の罹災，及び不測の事故によ 

 る経費に充てるための資金 
   ７０，０００円 

（１３０，０００） 
    ３ヶ月据置 

  １２ヶ月以内 
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離職者支援は，第３条で定める貸付対象者の他に，本市内に居住している
離職者で，かつ，資金の貸付を受けていない者で次の各号のいずれかの貸付
制度の申込者等を対象とし，その者の生活の安定に寄与するために，その初
回貸付までに必要な資金を緊急かつ一時的に貸し付けるものである。 
① 離職者支援資金の貸付申込者で資金貸付までに生活費や就職活動に資金

が必要な者。但し，離職者支援資金の貸付申込者のうち，離職後１年以内
の離職者。 

② 就職安定資金融資相談者で資金貸付までに生活費や就職活動に資金が必
要な者。但し，職業安定所で就職安定資金融資を相談し，その条件を満た
して確認書類の交付を受けた者に限る。 

(ェ) 福岡市社会福祉協議会からの貸付対象者（要綱第３条） 
(ⅰ)生活保護世帯の世帯主（生活保護開始予定世帯も含む。） 
(ⅱ)支援給付受給世帯の世帯主（支援給付受給開始予定世帯も含む。） 

※支援給付受給：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（第２条，第１４条）による支援給付受給者のこ

と（平成２０年４月１日から対象） 
(ⅲ)低所得世帯の世帯主（世帯の所得が生活保護基準の１．７５倍以内であるこ

と） 
※ただし，区社会福祉協議会事務局長が生命の危険に関わる等必要がある

と判断したときは，この限りではない。 
のうち，次のいずれにも該当する者とする。 

㋐福岡市内に居住していること→住民票で確認（世帯全員，本籍地，続柄及

び筆頭者記載）。ただし，要保護者のうち住所不定者は，現在地をもって居

住地とみなす。 
㋑償還の見込みがあること→課税証明書で確認 
㋒要綱別表に定める資金の種類に基づく借入申込であること 

※ただし，現に本貸付の借受人で償還中の者，その連帯保証人となってい

る者は，対象外である。 
(ⅳ)離職者で就職安定資金又は離職者支援資金の申込者（要綱第１２条特例） 

・離職者支援資金：福岡県社会福祉協議会が実施主体である生計中心者であ

る離職者の就職までの生活資金の貸付制度 
・就職安定資金：ハローワークで住居喪失となる離職者（解雇や雇用期間満

了による雇止め等に伴い，それまで入居していた社員寮等からの退去を

余儀なくされた離職者）に対する住宅入居初期費用等の貸付制度 
これらは，平成２１年２月５日から平成２２年３月３１日まで（ただし，

新規の貸付は，平成２１年９月末日まで）の時限的なものであった。 
(ォ) 連帯保証人（同上。要綱第５条） 
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・本市内に居住し，かつ資金の貸付を受けていない者（特例第１２条の離職者へ

の貸付の場合は，２親等以内の親族が保証人になる場合は，福岡県外居住でも

認めていた。） 
・保証能力を有する者→健康保険証で確認 

※ただし，区社協会長が不適当と認める場合は除く。 
※また，生活保護世帯は連帯保証人は不要である。 

(ヵ) 利息の有無（同上） 無利息 
(キ) 貸付取消または一括償還 （同上） 要綱に規定なし。 
(ク) いわゆる期限の利益喪失条項（同上） 要綱に規定なし。 
(ヶ) 貸付金の広報の有無・程度（同上）   無 
ウ 貸付の実施状況（福岡市社会福祉協議会の貸付対象者への貸付） 

平日９時～１７時までの時間帯に当該区社会福祉協議会窓口で申込みを受付

け，即日貸付を決定し，生活保護世帯等一時貸付金借用書を徴収し，資金を窓口

において現金交付する。 
 

 年   度  区 分 生活保護世帯 低所得世帯 つなぎ資金      計 
 件数(件)        3,881          3  3,884 
23年度 金額(円) 53,936,000     75,000  54,011,000 
 

22年度 
件数(件)        4,022          7      4,029 
金額(円)   54,455,500    146,000      54,601,500 

 

21年度 
件数(件)        3,968          4        13 3,985 
金額(円)   53,220,000    105,000    650,000 53,975,000 

 

20年度 
件数(件)        2,000         18          9 2,027 
金額(円)   36,360,600    555,000    450,000 37,365,600 

 

19年度 
件数(件)        1,412         18  1,430 
金額(円)   27,892,145    568,000  28,460,145 

 ※２０年度からの支援給付世帯の貸付分は生活保護世帯に含む。 
 ※つなぎ資金は平成２１年９月まで貸付実施。 

 
平成２３年度の貸付実績は，別添資料の「平成２３年度 生活保護世帯等一時貸

付事業実績報告書」のとおりである。 
エ 「貸付申込→貸付決定→償還（貸付債権の管理状況）→督促」の流れ 

別添資料の貸付から回収までのフローチャート図を参照されたい。 
オ 貸付債権の管理状況（福岡市社会福祉協議会の貸付対象者への貸付） 
・業務委託契約及び事務取扱要領に基づき，区社会福祉協議会は，生活保護世帯

等一時貸付金借受人名簿により貸付金を管理している。 
・また，区社会福祉協議会事務局長は，毎月末当該月の収支状況を生活保護世帯

等一時貸付金収支月報により，また，毎月末当該月の低所得世帯の未償還者の

状況を生活保護世帯等一時貸付金未償却者名簿（低所得者）により，福岡市社
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会福祉協議会に提出する。 
 カ 消滅時効（１０年。民法第１６７条）対策 

(ァ) 福岡市と福岡市社会福祉協議会との関係 
地方自治法施行令第１７１条の６により履行延期の特約を行い，それでも回

収できなかった滞納額については，地方自治法施行令第１７１条の７により免

除を行う予定である。 
(ィ) 福岡市社会福祉協議会と借受人との関係 

なし。 
キ 借受人の住所等の把握状況（福岡市社会福祉協議会の貸付対象者への貸付） 

事務取扱要領抜粋 

「７ 償還督促 

 (2) 要保護者，支援給付受給者以外の借受人及び連帯保証人の償還督促に

ついては，事務取扱担当者は滞納したものにつき電話・生活保護世帯

等一時貸付金の償還滞納に対する督促について（様式第７号）・誓約書

（様式第１０号）等により償還に努めさせるものとする。ただし，要

保護者，支援給付受給者である借受人が要保護者，支援給付受給者で

はなくなった（取り下げ・却下を含む）場合は区役所保護課より本籍

地等の情報収集を行う。 

(3) 転居先不明者については，住民票又は戸籍の附票の写しによる住所

調査（様式第１３号）を実施し，同意書がある場合は必要に応じて連

帯保証人・民生委員・勤務先等に情報収集を行う。 

また，生活保護要保護者，支援給付受給者ではなくなった（取り下げ・

却下を含む）借受人については，再度要保護者，支援給付受給者とな

っているかを区役所保護課に確認するなどして，債権回収に努める。」 
ク 延滞状況 

・生活保護世帯等一時貸付金の滞納状況及び督促状況に関しては，福岡市社会福

祉協議会において，滞納になった理由別とこれに対する督促状況として，各区

別に仔細に把握しており，かつ，相応に督促等も行っていたことが確認できた。

ただし，借受人の個人情報が記載されていたため，本報告書での仔細な資料の

添付は差し控えた（別添資料の「生活保護世帯等一時貸付金滞納状況資料」の

うち，「（2）滞納となった理由別での督促状況【別紙】」の添付を省略している。）。 
・昭和４８年以降の借受人の福岡市社会福祉協議会への滞納額合計が２９４９万

６８７４円（平成２４年７月末日）と，毎年滞納額が増加している。本市に対

して，貸付から２０年を経過したもの及び債務者死亡により弁済の見込みがな

い滞納額については，履行延期の特約（地方自治法施行令１７１条の６ 第１
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項第５号）を申請し，償還期限の延長を要請している。 
 ケ 延滞金の取扱 

(ァ) 福岡市の福岡市社会福祉協議会に対する貸付については，「生活保護世帯等一

時貸付金の貸付に関する契約書」に定めがある（第４条）。 
「福岡市社会福祉協議会（乙）が，支払期日，もしくは返還を命じられた日ま

でに，乙が自らの責に帰する事由により貸付金を返済しないときは，その翌

日から支払の日までの日数に応じ，その遅延した額につき，この契約の締結

の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２

５６号）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率の割

合で計算した額の遅延利息を福岡市に支払わなければならない。ただし，市

長が特別の事情があると認めたときは，これを減免することができる。」 
 

政府契約の支払遅延防止等に関する法律 
（昭和二十四年十二月十二日法律第二百五十六号） 
最終改正：平成一四年一二月一三日法律第一五二号 
（支払遅延に対する遅延利息の額）  
第八条  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。  
２  前項の規定により計算した遅延利息の額が百円未満であると

きは，遅延利息を支払うことを要せず，その額に百円未満の端数が

あるときは，その端数を切り捨てるものとする。 
 

〇政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率 
（昭和 24 年 12 月 12 日大蔵省告示第 991 号） 

最終改正 平成 23 年２月 24 日財務省告示第 52 号（平成 23 年

4 月 1 日適用） 
 
政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和二十四年法律第二

５－67



百五十六号）第八条第一項の規定に基づき，政府契約の支払遅延に

対する遅延利息の率を次のように定める。 
昭和二十四年十二月十二日 

大蔵大臣 池田 勇人 
年三・一パーセント 

 
(ィ)福岡市社会福祉協議会の借受人に対する貸付については，延滞金の定めはない。 
コ 免除手続（地方自治法施行令第１７１条の７），債権放棄（地方自治法第９６条

第１項第１０号） 
(ァ)福岡市と福岡市社会福祉協議会との関係 

免除手続や債権放棄手続を実施したことはない。 
地方自治法施行令１７１条の６により履行延期の特約を行い，それでも回収

できなかった滞納額については，地方自治法施行令第１７１条の７により免除を

行う予定となっている。 
(ィ)福岡市社会福祉協議会と貸付対象者との関係 

免除手続や債権放棄手続が執られたことはない。 
サ 不納欠損処理・・・・福岡市と福岡市社会福祉協議会との関係 
(ァ)福岡市と福岡市社会福祉協議会との関係 

不納欠損処理をしたことがない。 
(ィ)福岡市社会福祉協議会と貸付対象者との関係 

不納欠損処理をしたことがない。 
 シ 別制度の有無・内容 
    なし。 
 ス 過去の監査意見等 

特になし。 
 

(2) 問題点の有無・内容 
 ア 現状 

「はじめに」に記載したとおり，本市は，福岡市社会福祉協議会が実施する生

活保護世帯等へ緊急不時の出費の際の無利子無担保による資金の貸付事業（例え

ば，生活保護申請時において，手持ち資金が少額のため初回保護費支給時までの

生活費の立替としての貸付）の貸付財源を同協議会に貸付けている。 
そして，福岡市社会福祉協議会の当該貸付事業は，生活保護世帯や低所得世帯

等の緊急不時の出費に対応できている点で市民が社会生活を営む上で必要不可欠

なサービスといえる。また，当該事業の提供により，市民福祉・生活の向上に寄
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与するものと思われ，公益性も認められる。さらに，当該事業を廃止した場合，

生活保護世帯や低所得世帯等の緊急不時の出費の際の資金調達方法がなくなって

しまう点で継続する必要性も認められる。 
他方，当該貸付事業は，生活保護世帯や低所得世帯等の緊急不時の出費のため

に無利子無担保で貸付を行うというものでもあるから，所在不明となるなどによ

る回収不能のリスクは否定できない。 
平成２３年度は，同協議会の延滞債権額は，貸付残高総額２９５１万８０００

円のうち，延滞債権額が２６６０万７０００円と延滞債権率が９０％を超えてい

る。また，同協議会から生活保護世帯等に貸付けた貸付金は，平成２３年１２月

末時点で滞納金が約２８６２万円となり，本市の同協議会への貸付金（２９００

万円）の約９５%を占める状況となっており，貸付窓口の各区社会福祉協議会で

は資金不足が慢性化し新規貸付にも支障が生じており，生活保護者等で構成する

団体等からも貸付原資を増額するよう要望が出ているとのことである。 
新規貸付に支障を来さないようにするためにも滞納分の処理を適正に行う必要

があるが，本市は同協議会への貸付金に関して，同協議会の生活保護世帯等の滞

納状況を踏まえて，平成１５年から実施している履行延期特約により最大限２０

年間猶予し，履行延期特約の適用から１０年を経過してもなお弁済されないもの

については，同協議会が借入人への債権を免除することを条件に本市への返済を

免除し，その後不納欠損処理しているようである。しかし，滞納者の多くを占め

る所在不明者については，滞納金が累積しており，現在も貸付けてから３０年以

上経過した滞納分も整理されていないということである。 
イ 問題の所在 

滞納金の処理が解決しない理由は，生活保護世帯等一時貸付金事業の考え方に

起因するところがあると思われる。 
この点に関しては，生活保護世帯等一時貸付金事業は，社会福祉協議会の事業

実施目的から何ら外れておらず，福岡市社会福祉協議会の事業として当然に実施

するものであり，滞納者の対策についても福岡市でも協力する必要はあるが，最

終的には福岡市社会福祉協議会で管理をするべきものであるという考え方もある。

しかし，生活困窮者に対する援助は行政に本来の責務があると考えられ，生活保

護世帯等一時貸付金事業については，福岡市社会福祉協議会が実施しているもの

の，実質的には本市からの依頼にて福岡市社会福祉協議会で実施してもらってい

る事業であり，滞納による損害を同協議会に（同協議会には本市から多額の補助

金が支払われているという事情があるとはいえ）被らせる筋合いのものではない

と考える。 
ところが，本市の福岡市社会福祉協議会への貸付事業や同協議会の生活保護世
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帯等への貸付事業の開始にあたって，本来この事業が本市の事業なのか，同協議

会の事業なのかを要綱を作成するなどして明記せず，また，仮に，同協議会の業

務とするのであれば本制度の終期（貸付金の償還期限）を確定しておくべきであ

るにも拘らずこれを明記しなかったため，本件貸付事業の本来の主体が明確でな

く，不納欠損処理の方針も決定できない状況に陥っているように思われる。 
そうすると，生活保護世帯等への貸付制度は本来は誰（どこ）が主体となって

実施すべき事業なのか，生活保護世帯等への貸付制度が現行のままで良いのかな

ど制度の根幹にかかわる部分，いわば，制度のあり方自体についての検討と整理

が必要であり，そして，この点については，福岡市社会福祉協議会との協議も必

要になると思われる。 
福岡市の同協議会への貸付金については，滞納金の処理（不納欠損処理）の問

題のみならず，要綱の不存在，単年度償還を繰返している点の問題もあるが，上

記のことから，そもそも本件貸付制度のあり方自体を整理することが先行される

べきと考えるに至ったので，ここではこれらの問題点をあえて記載しないことと

した。 
 

☞指摘１５ 

★ 本市は，生活保護世帯等一時貸付制度について，福岡市社会福祉協議会と

も協議しながら，本件貸付事業の主体（福岡市社会福祉協議会への貸付制度

としておくことが適切かであることを含め），制度設計等，本貸付制度のあり

方を早急に検討し整理すべきである。 
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１ 事業名 生活保護世帯等一時貸付金事業

２ 借受金及び精算額

① 平成２３年度　福岡市借入金 円

② 平成２３年度　福岡市返還金 円
円

③ 平成２３年度　福岡市借受金未返還額 円

３ 事業の実施状況

① 貸付状況 （単位：円）

件数 金額

3,881 53,936,000

0 0

3 75,000

0 0

3,884 54,011,000

平成２３年度　生活保護世帯等一時貸付事業実績報告書

※未返還額は平成２４年３月２３日付保護第１６２２号において履行延期の特約
承認を受けたもの。

内訳:平成23年度の借入金から履行延期の特約承認を受けた額を差し引いた額 28,303,000

697,000

29,000,000

28,303,000

区分

離職者緊急支援つなぎ資金

合計

生活保護世帯

支援給付

低所得世帯
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①－２ 貸付理由別貸付状況 （単位：円）

区
分

件数 金額

1 2,810 39,243,000

2 8 171,000

3 9 146,000

4 2 27,000

5 81 974,400

6 15 232,000

7 96 1,295,000

8 27 489,000

9 72 1,090,000

10 381 4,966,500

11 380 5,302,100

3,881 53,936,000

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 0 0

9 0 0

10 0 0

11 0 0

0 0

1 3 75,000

2 0 0

3 75,000

1 0 0

2 0 0

0 0

3,884 54,011,000

② 償還状況 （単位：円）

件数 金額

4,182 51,934,395

0 0

18 137,000

8 23,000

4,208 52,094,395合計

計

保育所入所時に要する費用

冠婚葬祭に要する費用

医療に要する費用

冠婚葬祭に要する費用

離職者緊急支援つなぎ資金

生
活
保
護

就職時に要する費用

医療に要する費用

低所得世帯

支
援
給
付

合計

離職者支援資金

就職安定資金

福祉資金（一時的かつ緊急に必要な生活資金）

住宅維持に要する費用

低
所
得

計

罹災及び不測の事故等の発生による経費に充てるための資金

計

支援給付

生活保護世帯

離
職
者

その他上記の事由に準ずると認められる事情のもの

保育所入所時に要する費用

住宅維持に要する費用

就職時に要する費用

その他上記の事由に準ずると認められる事情のもの

出産に要する費用

災害等不測の事故等の発生により生ずる費用

転居に際し、敷金等に要する費用

生活保護の新規開始・変更時及び一時扶助申請時の保護費立替金

計

高校入学時に要する費用

出産に要する費用

災害等不測の事故等の発生により生ずる費用

区分

転居に際し、敷金等に要する費用

貸付の理由

生活保護の新規開始・変更時及び一時扶助申請時の保護費立替金

高校入学時に要する費用
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③ 収支計算書 （単位：円）

項目 金額 備考 項目 備考

市借受金 29,000,000 市返還金

生活保護世帯 生活保護世帯

20,137,000 19,789,000

低所得世帯 低所得世帯

8,863,000 8,514,000

離職者 離職者

0 0

経理区分間借入金 28,303,000 経理区分間繰出金

生活保護世帯 生活保護世帯

19,789,000 19,638,000

低所得世帯 低所得世帯

8,514,000 8,581,000

離職者 離職者

0 0

償還金元金 52,094,395 貸付金

生活保護世帯 生活保護世帯

51,934,395 53,936,000

支援給付 支援給付

0 0

低所得世帯 低所得世帯

137,000 75,000

離職者 離職者

23,000 0

前年度繰越金 12,993,381 次年度繰越金

生活保護原資残 生活保護原資残

6,286,387 4,284,782

低所得原資残 低所得原資残

4,399,800 4,461,800

離職者原資残 離職者原資残

-461,000 -438,000

履行延期特約額（生） 履行延期特約額（生）

2,116,403 2,615,403

履行延期特約額（低） 履行延期特約額（低）

421,000 703,000

履行延期特約解除額（生） 履行延期特約解除額（生）

-67,000 -67,000

履行延期特約解除額（低） 履行延期特約解除額（低）

-193,000 -193,000

市返還金区分借入差 市返還金区分借入差（離）

0 0

預金利子 預金利子

490,791 490,791

計 122,390,776 計

28,219,000

金額

28,303,000

収入 支出

54,011,000

※市補助金収入及び運営費支出は、保健福祉局地域福祉課所管の市社協補助金で精算

122,390,776

11,857,776
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貸付
【生活保護世帯】

　　　　①申込み

        ②書類送付(保護課長決裁後)

　　　　　　　　③決裁(事務局長)
　　　　　　　　⑤貸付台帳作成
　　　　　　　　⑥仕訳伝票作成
        ④資金・借用書控交付
　　　　　(事務局長決裁後)

【低所得世帯】

　　　　①申込み

                 ③決裁(事務局長)
　　　　　　　　 ⑤貸付台帳作成
　　　　　　　　 ⑥仕訳伝票作成

　　　  　  　 ②電話確認

 　　  ④

    　　④資金・借用書(控)交付
　　　　　(事務局長決裁後)

償還
【生保・低所得共通】

　　　　①償還

　　　　　　　③貸付台帳記載
　　　　　　　④仕訳伝票作成

　　　　②領収書発行

【完済時】

　　　　　　　    ①借用書返還決裁
                    (月末)

　　　②借用書返還
                    ②借用書返還
                    　(配達記録)

　　　　　　　　　　　　　　　

申込者 

区社協 

区保護課 

申込者 

・申込書(様式第1号) 
・同意書(様式第3-1号) 
・借用書(様式第2号)2枚 

・申込書(様式第1号) 
・同意書(様式第3-1号) 
・借用書(様式第2号)2枚 
※添付書類省略可 ・貸付台帳（様式4号） 

・仕訳伝票 

・借用書(様式第2号)控 

貸付金 

貸付金 

申込者 

連帯保証人 

区社協 

申込者 

・申込書(様式第1号) 
・同意書(様式第3-2号) 

・借用書(様式第2号)2枚 

・申込書(様式第1号) 
・同意書(様式第3-1号) 

・借用書(様式第2号)2枚 
・貸付台帳（様式4号） 
・仕訳伝票 

※添付書類 
・申込者 
 課税証明書、住民票 

 (世帯全員、本籍地、

続 
   柄、筆頭者記載） 

・借用書(様式第2号)控 

貸付金 

貸付金 

借受人 

区社協 

借受人 

・領収書 

・領収書 

・貸付台帳（様式4号） 
・仕訳伝票 

償還金 

償還金 

区社協 

借受人(生) 

区保護課 

借受人(低) 

・借用書(正) 

・借用書(正) 

・借用書(正) 
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【住所変更によるケース移管の場合】

　　　　　①償還

　　　　　　　　　　③貸付台帳記載
　　　　　　　　　　④仕訳伝票作成

　　　　　　②領収書交付(別冊)

　　　　③入金連絡
　　　　④送金(手数料移管先負担）

　　　　　　　⑤領収書発行
　　　　　　　⑦仕訳伝票作成
　　　　　　　⑧貸付台帳記載

　　　　⑥領収書送付(移管先区社協)

　　　　　　　　　⑦仕訳伝票作成
　　　　　　　　　⑧領収書控添付

　

償還督促
【生活保護世帯】

              ①毎月19日締
　　　　　　　　借受人名簿決裁
　　　　　　　④督促状況記録

　　　②借受人名簿提出
　　　　(毎月20日まで)

　　　③償還指導

　　　⑤償還

【生活保護世帯以外の世帯】 　　　　　　　　　

              ①借受人名簿決裁
　　　　　　　④督促状況記録

　　　　　　①電話督促(適宜)
　　　　　　②書面督促(年2回)
　　　　　　③自宅訪問督促(年1回)

　　　　　　④償還

　

借受人 

借受人 

貸付 
区社協 

移管先 
(住所変更先) 

移管先 
(住所変更先) 

・領収書(代) 

・領収書(代) 

・領収書(正) 

・領収書(代)控 

・領収書(代)控 
・領収書(正) 

償還金 

償還金 

償還金 

区社協 

区保護課 

区社協 

借受人 

・借受人名簿 
 (様式第6号) 

・督促状況記録 

  （様式12号） 

・借受人名簿 

償還金 

償還金 

区社協 

借受人・連帯保証人 

区社協 

・借受人名簿 
・督促状況記録 

  （様式12号） 

・督促状(様式第7号) 

・借受人名簿 ・誓約書（様式10号） 

・誓約書（様式10号） 

・誓約書写 
償還金 

償還金 
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【転居先不明の借受人・連帯保証人】

              ①住所調査
　　　　　　　　住民票・戸籍附票写

　　　　　　　　　　　②判明

　　　　　　　①書面督促(年2回)
　　　　　　　②自宅訪問督促(年1回)

　　　　　　④償還

【生活保護世帯から外れた借受人】

         ①現ケース調査

　　　　　　　②情報提供

　　　　③償還指導

　　　　　　④償還

区社協 

区市民課 

区社協 

借受人・連帯保証人 

区社協 

・督促状(様式第7号) 

・督促状(様式第7号) 

・督促状況記録 

・誓約書（様式10号） 

・誓約書（様式10号） 

・誓約書写 
償還金 

償還金 

・依頼状(様式第13号) 

・依頼状(様式第13号) ・住民票写 

・住民票写 

区社協 

区保護課 

区社協 

借受人 

区社協 

区保護課 

償還金 

償還金 

・借受人名簿 

・借受人名簿 

・督促状況記録 

  （様式12号） 

・借受人名簿 
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第６章 経済観光文化局の貸付金 





第６章 経済観光文化局の貸付金 

 

１ 福岡市商工金融資金制度 

 

貸付金名 福岡市商工金融資金制度 

貸付開始年度 昭和２４年度 担当部・課 産業振興部経営支援課 

根拠法律，条例，規則，要綱等 
福岡市中小企業振興条例，同施行規則，同取扱要綱，福岡市商工金融

資金制度要綱 

マニュアル，手引き等 福岡市商工金融資金制度融資事務の手引 

広報 ＨＰ，「融資のご案内」（リーフレット） 

貸付先（最終借主） 金融機関※1 （中小企業者） 

保証人の必要性 有 ・ 無 ※2 物的担保の必要性  有 ・無 ※３ 

利息の有無 有 ・ 無 利息の利率（年） 0％ 

貸付金の趣旨・目的 

福岡市経済を支える中小企業の経営安定化を図るため，市，県保証協

会及び金融機関が連携して運用する融資制度。保証協会の保証制度を

活用し，地場中小企業者等に，長期，低利・固定の事業資金を融資する

ために，市が金融機関に融資原資の一部を預託する。 

貸付金の概要 （千円） H19 H20 H21 H22 H23 

予算額（補正予算を含む） 72,804,000 76,717,000 98,583,000 123,018,000 127,040,000 

当年度 

貸付実績 

貸付金額 64,197,000 76,717,000 98,593,000 113,018,000 117,040,000 

貸付件数 18 36 36 32 39 

回収すべき金額（当年度分）（A） 64,213,892 76,734,415 98,593,000 113,018,000 117,040,000 

回収済み金額（当年度分）（B） 64,213,892 76,734,415 98,593,000 113,018,000 117,040,000 

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）） 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

貸付残高総額（Z）※４      

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。ユーザー（中小企

業）に対する金融機関からの融資の状況については（1）エを参照。なお

信用保証協会に対する損失補償制度がある。  

※２ 金融機関からユーザーへの融資については，原則として個人事業

者は不要，法人は代表者を保証人とする。 

※３ 金融機関からユーザーへの融資については，必要に応じて求めら

れる。 

※４ 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 本制度の沿革と趣旨  

   商工金融資金制度は昭和２４年度から実施されているが，同４８年に条例（福岡市

中小企業振興条例 以下単に条例という）が制定された。条例は次のように規定して

いる。 

      第１条 この条例は，福岡市の産業に重要な位置を占める中小企業者等の自

主的な努力を助長することにより，本市産業の高度化と中小企業の健全

な発展を図り，あわせて産業の適正再配置による都市機能の維持及び増

進に資することを目的とする。 

      第９条 前各条に定めるもののほか，市長は，中小企業者等の金融の円滑化

を図るため，必要な資金について，規則で定めるところにより，融資の

あっせんを行うことができる。 

   担当課によれば，次のようにより具体的に説明されている。 

      「本市経済を支える中小企業の経営安定を図るため，保証協会の保証制度を

活用し，長期，低利・固定の事業資金を融資する。」 

      「経営基盤が脆弱で，信用力，担保力に乏しい中小企業の資金調達を支援し，

経営の安定を図る。」 

   本制度において中小企業者等とは，中小企業者及び協同組合等を指し，中小企業者

とは中小企業基本法第２条に定めるものを指している（条例第 2条）。 

 

 イ 商工金融資金の種類 

   福岡市金融資金制度要綱（以下単に要綱という）第３条によれば，同制度によりあ

っせんされる資金は以下の１２種である。福岡市（福岡市中小企業サポートセンター）

のＨＰにおいてそれぞれについて詳細に説明されている。 

  （1）商工業振興資金 

  （2）小口事業資金 

  （3）災害復旧特別資金 
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  （4）設備対応資金 

  （5）ワールドビジネス振興資金 

  （6）共同事業資金 

  （7）公害防止資金 

  （8）新事業開拓資金 

  （9）創業支援資金 

  （10）特別資金 

  （11）経営安定化特別資金 

  （12）東日本大震災緊急保証特別資金 

 

ウ 貸付金制度の内容 

   本制度は，福岡県信用保証協会の信用保証制度を利用して，市が金融機関に対して

融資原資の一部を預託することにより，中小企業者等への長期，低利・固定の事業資

金の融資を行わせようとするものである。制度の概念図を以下に示す。 

 

 

  中小企業者等 

                             融資 

         信用保証料  信用保証 （融資原資の残りを負担） 

  回収金 

   

  日本政策  保険料 

  金融公庫      信用保証協会  代位弁済    金融機関 

        保険金 

   損失補償 預託 

     （代位弁済・信用保証料）           （融資原資の一部） 

                    福岡市 

  商工金融資金 

                

  金融対策費 

  

 福岡市は，金融機関に対して融資原資の一部を預託する（福岡市中小企業振興条例

施行規則第１０条 以下単に規則という）。具体的には毎年度初めに金融機関の融資残

高の一定割合（資金によって異なり，預託額と金融機関負担額の比は１：４．７６～

１：１ 平均は１：２．６１）を預託し，その後は金融機関からの「運用状況報告書」
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（要綱第１３条）にもとづいて追加預託を行う。金融機関はこれに自己資金を加えて

融資を行う。預託金は全額を年度末に返還を受ける（単年度預託）。預託は，従来金利

がつく定期預金等で行っていたが，平成１７年のペイオフ全面解禁に伴い，段階的に

ペイオフ対象外の決済用預金（無金利の普通預金）に移行し，同２１年度以降はすべ

て決済用預金となっている。なお，規則によれば，預託先は「福岡県信用保証協会及

び指定金融機関又はそのいずれか一方」とされているが，現在の預託先は指定金融機

関のみである。毎年度初めに，各金融機関との間に「福岡市商工金融資金の預託に関

する約定書」を交わしている。 

   本制度の融資を受けようとする中小企業者等は，福岡市に所定の用紙で市長に融資

のあっせんを申し込む。申込み先は，市の経営支援課のほか，資金によっては商工会

議所ないし商工会（志賀，早良）や指定金融機関である。あっせんの対象となる者の

資格については要綱第５条１項が定めている。 

市が融資のあっせんの申込みを受けたときは，申込書と添付資料を審査し，必要に

応じて調査，診断を行ってあっせんの可否を決める（要綱第８条１項）。あっせんすべ

きものと決定したときは，指定金融機関に融資のあっせんを行い（申込者が金融機関

に融資申込みをする），金融機関で調査を行い，福岡県信用保証協会に対して保証依頼

をする（一部を除き保証付きが原則である）。保証協会が審査のうえ保証を承諾すれば

金融機関が申込者に対して融資を行う。保証協会の信用保証料は，市からの損失補償

制度があるため，通常より低く抑えられている（毎年市と保証協会が「福岡市商工金

融資金信用保証料の特別料率適用に係る損失補償契約書」を結んでいる）。 

信用保証協会の保証は，株式会社日本政策金融公庫が行う中小企業信用保険法によ

る信用保険（再保険）に付される。同公庫は保証協会の代位弁済額の約８割を保険金

として保証協会に支払う。残額（約２割）の半分を市が保証協会に対して損失補償す

る（毎年市と保証協会が「福岡市商工金融資金損失補償契約書」を結んでいる）。金融

機関は融資についての信用リスクを負っていなかったが，平成１９年には，金融機関

にもリスクを一部（２割）負担させる（８割は信用保証協会が負担）「責任共有制度」

が導入された。このため，代位弁済に伴う市の負担は，責任共有制度による融資につ

いて約８％（０．８×０．２×１/２），責任共有制度外の融資について約１０％（０．

２×１/２）となる。 

なお，リーマン・ショック（２００８年）が起こり，本貸付金に係る融資も急増す

る一方，国の緊急保証制度（信用保証協会が全額について代位弁済する）が設けられ

た。現在では同制度の利用が増えているとのことである。 

 

 エ 商工金融資金の利用状況 

   各資金の平成２３年度末における融資残高と同年度中の新規貸付は以下のとおりで
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ある。 

 

資金名 融資残高 新規貸付 

件数 金額(千円) 件数 金額(千円) 

商工業振興資金(長期･短期) 4,377 42,577,556 1,658 21,473,545 

小口事業資金 5,615 11,865,567 1,943 6,231,679 

不況対策特別資金（一般枠・特例

枠・経営支援緊急融資） 

2,916 32,919,230 － － 

経営安定化特別資金（一般枠・特

例枠・緊急景気対策特別資金）（緊

急経営安定化特別資金を含む） 

18,419 240,326,432 4,354 75,799,560 

東日本大震災緊急保証特別資金 110 3,375,218 113 3,631,188 

災害復旧特別資金（旧：倒産防

止・災害復旧資金） 

20 120,942 0 0 

創業支援資金(分社化資金･独立

開業資金･新規開業資金) 

588 1,875,241 219 914,110 

新事業開拓資金(新製品商品化等

資金・事業(業種)転換･多角化資

金) 

52 259,442 14 66,800 

ワールドビジネス振興資金（旧：

貿易振興資金） 

14 235,279 15 263,000 

公害防止資金 0 0 0 0 

低公害車買換等資金 1 1,600 0 0 

設備対応資金 22 325,087 3 94,694 

共同事業資金 10 98,505 0 0 

地震災害復旧特別資金 281 874,042 － － 

集中豪雨復旧特別資金 1 231 － － 

合計 32,426 334,854,372 8,319 108,474,576 

  ※「－」は当該資金の貸付制度がないことを示す。 

 

  ここ１０年間の福岡市商工金融資金の利用状況の推移を次表に示す。これをみると，

平成１４年度から同１７年度までは新規貸付額及び年度末融資残高は減少していたが，

同１８年度には増加に転じ，同２０年秋のリーマン・ショックの影響で同年度には激

増した。その後新規貸付額は減少傾向にあるが、年度末融資残高は高止まりの状況で
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ある。 

                                 （単位千円） 

年度 前年度末融資残高① 新規貸付額② 回収額③ 年度末融資残高①+②-③ 

Ｈ14 140,191,904 79,444,459 80,354,888 139,281,475 

15 139,281,475 71,865,162 75,404,517 135,742,120 

16 135,742,120 65,383,206 69,221,692 131,903,634 

17 131,903,634 52,917,652 59,608,412 125,212,874 

18 125,212,874 62,548,620 60,677,471 127,084,023 

19 127,084,023 78,478,468 64,927,361 140,635,130 

20 140,635,130 214,093,711 88,695,873 266,032,968 

21 266,032,968 186,248,578 135,842,629 316,438,917 

22 316,438,917 181,103,439 145,182,598 352,359,758 

23 352,359,758 108,474,576 125,979,962 334,854,372 

   

   これにともなって，冒頭の概要表に示したように，市から金融機関への預託額も増

加している。また，以下のとおり，融資残高の増加を追うように損失補償額も増加し

ている。とくに代位弁済は急増しており，中小企業者等の経営が悪化していることが

伺える。 

 

 

 

年度 

損失補償額 

保証料 代位弁済 

金額（千円） 件数 金額（千円） 

Ｈ15 514,081 722 318,235 

16 505,521 646 293,315 

17 541,325 558 253,560 

18 481,331 478 243,106 

19 430,512 442 244,524 

20 525,776 586 289,063 

21 1,034,298 501 307,657 

22 1,219,937 597 515,939 

23 1,384,218 809 723,986 

 

 オ 類似制度 

   各都道府県，他の政令指定都市，一部の中核都市においては，本制度と類似の制度
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が設けられている。福岡県においても，福岡県中小企業融資制度があり，本制度とと

もに多くの中小企業に利用されている。いずれも指定金融機関に預託を行い，金融機

関が貸付と回収を行うものである。以下の８種が用意されている。 

       (1)緊急経済対策資金 

       (2)新規創業資金 

       (3)経営革新支援資金 

       (4)自動車産業振興資金 

       (5)アジアビジネス展開支援資金 

       (6)小口事業資金 

       (7)長期経営安定資金 

       (8)短期運転資金 

 

 カ 過去の内部監査等の指摘 

   平成１７年度の包括外部監査の対象となっている。指摘を受けたのは次の４点であ

る（いずれも要約）。 

① 信用保証協会等における審査内容の妥当性についてさらに注意を払い，

より有効な制度の構築に注力することを期待する。 

② 金融機関の預貸率は低下しており，預託制度がなくても制度融資の政策

目的を達成することは可能と考えられる。預託金の必要性を再検討すべ

きではないか。 

③ 新規融資がまったくない資金や利用の少ない資金がある。状況の変化に

応じて，廃止を含めて制度の見直しを行うべきである。同じような制度

を福岡県と重複して設ける必要があるかについて県と調整する必要があ

るのではないか。 

④ 保証料率が一律であることは問題であり，経営状況に応じて対応するな

ど適切に対応すべきである。 

   これについて担当課は次のように説明している。 

① について  

市が審査内容に個別に介入することは適当でない。適正迅速な処理は従

来から要請している。平成１８年度以降は協会に代位弁済案件について

調査を行っている。責任共有制度の導入によって金融機関もリスクを負

担するようになった。 

② について 

市場金利を参考に制度融資の金利の引き下げを行っている。 

③ について 
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中小企業者にとって有効な資金調達手段となっており，県の制度と類似

しているからといって廃止等をすべきではない。県の制度とは量的補完

のメリットがある。 

④ について 

平成１８年４月から，一律の補填から企業の経営状況に応じた補填に改

正している。 

   必要な対応はなされていると評価できよう。③の点も少なくとも現状では肯定され

よう。 

   

（２）問題点 

 ア 必要性 

   本貸付金は，福岡市の貸付金の中でも，金額的に圧倒的な比重を持っている。 

本制度は私企業に対して事業資金が円滑に供給されることを目的としており，もと

もと企業の営利活動という「私益」に奉仕するものである。しかし，福岡市における

経済活動に大きなウエイトを占め，雇用の場としてきわめて重要である中小企業の経

営の安定という利益は単に「私益」にとどまらない。企業経営には安定した事業資金

の確保が重要であるが，大企業に比べて中小企業においては資金の余裕が十分ではな

く，資金不足に陥ることが少なくない。その際金融機関からの融資が有効であるが，

中小企業者等においては金融機関に対する信用や担保力が乏しいことが多い。したが

って，市の介入によって中小企業に対する金融機関の融資を積極的に行わせる施策は

重要であり，公益上の必要性が肯定される。市場金利より優遇されるため多数の利用

実績があり，中小企業者等にとって重要な資金調達手段となっていることが認められ

るから，福岡県に類似の制度があることは必要性を否定する理由とはならないであろ

う。 

   私企業の事業資金の供給という内容から，貸付制度であること，それも直接貸付で

はなく金融機関に預託を行う方法によっていることについて，手段としての相当性も

肯定される。 

 

 イ 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。本制度における預託は金融機関に対するものであり，年度末

日から年度初日に行われる，いわゆるオーバーナイト借入金は発生しないこと，信用

保証協会に対する損失補償など市の経費負担については，金融対策費として予算・決

算において議会のチェックを受けていることなどを考慮しても，望ましい形態とはい

えないのではないかとの疑問を禁じ得ない。とくに本制度はその貸付（預託）金額に
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おいて約１１７０億円（平成２３年度）に上っており，年度末には残高が０になるた

めに貸借対照表上に反映されないことは，市の財政を正しく報告するという点で問題

があるのではないだろうか。たしかに年間１０００億円を超える預託金について，早

急に長期貸付に変更することには予算編成上困難を伴うかもしれないが，少なくとも

将来的には長期貸付（預託）にすることができないかについて，検討が望まれる。 

 

☞意見３４ 

☆ 単年度預託である点については，その必要性及び長期預託への変更について

検討すべきである。 

 

ウ 預託方法 

   なお，預託型の貸付金については，いつまで預託を行うのかについて定められてい

ないことが多く，金融機関のエンドユーザー（本件では中小企業者等）に対する融資

が完済されるまで，毎年預託が行われるという問題点がある。この点本貸付金におい

ては，福岡市商工金融資金制度要項第１２条において，融資期間の延長を３年間しか

認めておらず，それを超えて返済がない場合には金融機関は代位弁済を受けると考え

られる。したがって，代位弁済が速やかに行われる限り，「資金ごとに定められる融資

期間の上限プラス３年」以上に預託を行うことは事実上ないであろう。しかしそうで

あれば，預託期間は融資期間または代位弁済までと要綱で定めておけばよいと考えら

れる。市と金融機関の間の預託期間を定めるものは毎年締結される預託に関する約定

書だけであるが，これでは預託の終期は明らかにはならない。市が預託を行うについ

て，要綱や基本協定書において，その終了時期を定めておくことはやはり必要ではな

いだろうか 

またそもそも，代位弁済を求めるかどうかはあくまで金融機関の判断であり，なぜ

融資期間の満了（延長の場合を含む）ではなく代位弁済による金融機関のエンドユー

ザーに対する債権の消滅まで，市が金融機関に預託を行わなければならないのかは必

ずしも明らかではない。協調融資であるという考え方によるものであるかもしれない

が，法的には預託は市から金融機関への貸付であり，ユーザーへの融資の債権者は金

融機関のみである。 

 

☞意見３５ 

☆ 単年度預託を前提とするとしても，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や基

本協定書を定めるべきである。 
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２ 九州労働金庫貸付金 

 

貸付金名 九州労働金庫貸付金 

貸付開始年度 昭和２７年度 担当部・課 産業振興部雇用労働課 

根拠法律，条例，規則，要綱等 なし 

マニュアル，手引き等 なし 

広報 していない 

貸付先 九州労働金庫 

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） ０．０４％ 

貸付金の趣旨・目的 

 

 

労働者及び労働団体を対象に金融業務を行う九州労働金庫に対し運営

資金の貸し付けを行うことで，労働者の生活の安全と福祉の向上を図

る。 

貸付金の概要 （千円） H19 H20 H21 H22 H23 

予算額  300,000  300,000  300,000 300,000  300,000  

当年度 

貸付実績 

貸付金額  300,000  300,000 300,000   300,000 300,000 

貸付件数 １  １  １   １ １  

回収すべき金額（当年度分）（A）  300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

回収済み金額（当年度分）（B） 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

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） 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

貸付残高総額（Z） ※1      

貸付件数  ※1      

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 

備考 単年度貸付のため，形式上の貸付残高総額，貸付件数は 0 となる。  

 

 

単年度償還 
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（１）現状 

 ア 労働金庫 

   労働金庫（略称労金）は，労働金庫法（昭和二十八年八月十七日法律第二百二十七

号）にもとづいて設立された非営利（同法 5条 1項）法人であり，労働組合，生活協

同組合その他労働者の団体が協同して組織，運営する労働者を対象者とする金融機関

である。もともと労働組合などを単位に団体加入制を原則として出発したが，その後

加入基準を緩和して，現在では団体の構成員でない一般勤労者の加入も認められてい

る。会員である団体の構成員は「間接構成員」と呼ばれている。 

 

 イ 九州労働金庫 

   九州労働金庫（略称九州ろうきん，以下九州労金と呼ぶ）は，平成１３年１０月１

日，九州各県の７労金が合併して設立された。出資金は９０億９１００万円，団体会

員数６２４３，間接構成員数８２５，４５５人，預金残高１兆６７３１万円余り，融

資残高１兆６６５億円余り，８３店舗（インターネット支店を含む）である（いずれ

も平成２４年３月末現在）。 

 

 ウ 貸付金制度の趣旨  

   要綱等は存在しないが，担当課によれば，本貸付金は福岡市内で働く労働者および

労働団体等に対する金融業務を行う九州労金に対して運営資金の貸付を行うことによ

って，労働者の生活向上と福祉の増進を図るものである。金融機関の融資原資の一定

割合を市が負担する，いわゆる協調融資（例 福岡商工金融資金制度）と異なり，金

融機関の運営資金一般にあてるための金融措置である。市と九州労金の約定書（エ参

照）によれば以下のとおりである。 

 

       （目的）第１条 甲（包括外部監査人注：福岡市）は，福岡市内の企業に 

働く労働者の生活向上と福祉の増進を期するための金融措置とし 

て，市費を乙（同：九州労金）に貸し付けるものとする。 

 

 

 エ 貸付金制度の内容 

   九州労金に対して，その運営資金を供給するものである。要綱等は定められていな

い。年度末近くに貸付金申請書によって借り入れの申し込みを受け，内部審査と決裁

を経て次年度の期首（４月１日）に約定書を締結して貸付が実行される。貸付利率は

申し合わせにより，貸付日における市中銀行の大口定期預金（１年）の利率に準じて

定められる。平成２３年度は０．０４％であった。貸付金は返済期限である年度末に
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元利一括返済される。 

   貸付後は二か月に一回，福岡市居住者取引状況が提出され，預金については流動性

預金，定期預金それぞれの件数と残高が，融資については証書貸付（住宅関連の内数

を含む），手形貸付，カードローン，当座貸越それぞれの件数と残高が報告される。 

  これまで返済が遅滞したことはない。 

   担保，保証人は求めていない。 

   担当課によれば，貸付先である九州労金の経営状態は，そのディスクロージャー誌

である「ろうきんディスクロージャー」（ＨＰでもその内容が公開されている）で確認

しているとのことである。 

 

 オ 類似制度 

   なお，福岡県では，九州労金と提携した独自の融資制度を有している（県が労金へ

原資を預託する）。県と九州労金のＨＰによれば次のようなものがある。 

 中小企業従業員生活資金等融資制度 

   生活資金等融資 （ さわやかローン ）  

賃金遅払資金融資 

育児休業者生活資金融資（ すくすくローン ） 

介護休業者生活資金融資 （ ぬくもりローン ） 

教育訓練受講資金融資 （ チャレンジローン ） 

   福岡県求職者支援資金融資 

求職者支援資金融資 （ ホッとローン ） 

 

 カ 貸付金制度の経過 

   下表のとおり，昭和２７年度の貸付以来毎年度貸付が行われ，経済情勢の変化に伴

う重要の増加に対応して，貸付金額も増加してきたが，昭和６３年度からは毎年度３

億円の貸付が続いている。利率は文書保存年限（５年間）が経過しているので不明で

あるとの担当課の回答であった。 

 

年度 貸付金額（千円） 貸付利率（％） 

昭和 27～39   3,000 不明 

同 40～43   5,000 不明 

同 44～45  10,000 不明 

同 46  15,000 不明 

同 47  30,000 不明 
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同 48  50,000 不明 

同 49～52 100,000 不明 

同 53～62 150,000 不明 

同 63～平成 18 300,000 不明 

同 19～20 300,000 0.4％ 

同 21 300,000 0.3％ 

同 22 300,000 0.1％ 

同 23 300,000 0.04％ 

 

 キ 過去の内部監査等の指摘 

   ＨＰで公開されている平成２１年の事業仕分けにおける評価調書には次の指摘があ

る。 

「九州労働金庫における福岡市居住者に対する融資（住宅・教育・生活資金）

額は，前年度と比較して１，１６９，９８２千円（３．１％）増加している

が，全体の貸出金額に対する福岡市居住者の貸出金額の割合（平成２１年１

月末）が４．２４％であり，人口割合から考えると福岡市居住者の利用者が

少ないと考えられる。」 

   もっとも貸付金の必要性についての所轄部署の総合評価は， 

      「労働者の生活の安全と福祉の向上のため，独自の融資を行わず，労働金庫

に対し，運営資金を貸し付けることで代用している。」 

とされており，「Ｂ」（Ａが最も高くＤが最も低い）評価となっている。事業の「今後

の方向性」についても「Ⅰ 拡充・継続」としている。「今後の全体計画」にも次のよ

うに記載されている。 

       「平成 20年度以降の経済情勢の悪化に伴い，労働者にとっては，失業や年

収の減少がでており，市中の銀行より有利な条件で融資を受けることがで

きる労働金庫は，労働者にとって必要であることから，今後も事業を継続

する。」 

   ところが，ＨＰには掲載されていないが事業仕分けの「内部評価結果」には次のよ

うに記載されている。 

      「・かつて，一般の銀行が労働者に対する生活支援，個人融資に注力してい

なかった時代における労金の存在意義は高かったと思われるが，現在で

は一般の銀行でも個人向けローン商品の開発が進んでおり，労金の存在

意義がかなり薄れていると考えられる。 

・九州労金の預貸率（預金残高に対する貸出残高の比率を指す。包括外部
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監査人注）が６３．４２％（預金１兆５４０９億円，貸出９７７３億円）

（２０/３末現在）という状況に鑑みれば，同庫に対する本市の３億円

の貸付金がなくても同庫は労働者に対する融資業務に支障をきたすこ

とはないと思われる。 

・また，本貸付については，年度当初の貸付実行のため，資金調達コスト

が発生している。 

・以上のことから，本事業について事業継続の意義を見出しにくいことか

ら事業の廃止を検討する必要がある。」 

   そして「内部評価結果」では，事業の必要性を「Ｄ」（事業の統廃合や民間での代替

実施等の見直しを要する），評価結果を「廃止」としている。さらに「参考意見」とし

て次のように指摘している。 

       「・外部評価者からも本事業継続の必要性が乏しいとの見解であった。今

回，外部評価の対象とならなかったのは，議論の余地が乏しいとの見

解によるものであるため，担当課におかれては外部評価者の意見を踏

まえた検討をお願いしたい。」 

   

（２）問題点 

 ア 必要性 

   九州労金が行う融資事業の対象者は九州一円におり，福岡市内居住者に対する融資

はその一部である。３億円の貸付原資を融資しても，福岡市民への融資に充てられる

のはそのごく一部にすぎない。担当課は，市内の利用者への貸付額が福岡市からの貸

付額以上に多いことを，貸付制度を維持すべき理由の一つにあげているが，必ずしも

説得的とは思われない。とはいえ，福岡市による貸付がなければ九州労金による融資

が困難なのであれば，福岡市民の生活の安全・福祉の向上という公益上の必要性も認

められるかもしれない。 

しかし，実際はそうではない。事業仕分けで指摘されたように，預貸率が低いこと

に鑑みれば，同庫に対する本市の３億円の貸付金がなくても同庫は労働者に対する融

資業務に支障をきたすことはないと考えられるのである。 

全国的にも，金融機関の預貸率は１９９０年代には１００％を超えていたがその後

低下の一途をたどり， 銀行１１４行の平成２４年９月期単独決算ベースの預貸率は、

平均６８．３％（前年同期６８．５％）となっている。九州労金においても同様の状

況であり，むしろ預貸率は銀行の平均よりさらに低い。同庫のＨＰにおけるディスク

ロージャーによれば，平成２４年３月末と９月末においては次のような状況である。 

 

 Ｈ24．3末 Ｈ24.9末 
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預金残高 1兆 6731億円 1兆 7116億円 

貸付残高  1兆 665億円 1兆 599億円 

預貸率 63.74％ 61.92％ 

 

 このように九州労金においては，平均的な金融機関以上に預貸率が低く，預金は

集まるがそれに見合う貸付先がない状況にある。もっともこの点については，担当

課は九州労金から，「預貸率については，営利を目的としない労働金庫については，

普通銀行と異なり，原資調達や事業者への貸付が制限されており，６０％でも適正

である」との説明を受けているとのことである。しかしいずれにしても，公金をも

って貸付原資を供給しなければ労金が労働者等への融資が円滑に行えないと評価

することは困難である。 

さらに，福岡市居住者にかぎって九州労金の取引内容を見ると次のとおりである

（平成２４年９月末現在）。 

 

預金  件数   残高（円）  融資 件数 残高(円) 

流動性預金 46,253 18,889,954,348  証書貸付 6,671 38,245,859,016 

定期性預金 26,299 49,067,325,288  (住宅関連) (2,530) (34,701,447,435) 

預金計 72,552 67,957,279,636  手形貸付 129 339,616,000 

    (ｶｰﾄﾞﾛｰﾝ) (10,636) (1,900,699,640) 

    当座貸越 2,872 1,984,611,672 

   預貸率 59.70％   融資計 9,672  40,570,086,688 

                ※(住宅関連)は証書貸付の内数，融資計はカードローンを含まない。 

 

   このように，福岡市居住者については，預貸率は５９．７０％と九州労金全体の預

貸率をさらに下回っている。 

   これに対して担当課は次のように説明している。 

      「市内の利用者が貸付額以上に多いこと，生活補てん・勤労者生活支援の融

資制度など民間にはない制度を有する金融機関への融資であること，収益

（コスト不明）をともなう事業であり，効果は高い。また本市を始め多くの

自治体の融資・貸付により原資の安定を図っており，県や他都市（北九州市

など）との協議を要する。」 

   しかし，労金という金融機関が必要であることと市が公金を貸し付ける必要がある

ことは別である。労金の貸出利率は市中銀行より若干（０．０１～０，０２％）安い

ようであり，労働者等にとってその存在意義が認められよう。しかし融資の原資は労
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金への預金で賄えており，これを公金で供給する必要性はない。他自治体との関係も

本質的な問題ではなく，横並びである必要はないと考えるが，他都市との付き合いも

あるというならすみやかに協議をすべきである。 

また，収益を伴うといっても，３億円の０．０４％（市中銀行の１年もの大口定期

預金の金利に準じる）は１２万円であり，コストもゼロではない。余剰資金があれば

定期預金として運用することも合理的だといえるが，金利がつくから貸し付けてよい

というのは順序が逆であって，毎年決まった額を貸し付ける（預金する）ことを正当

化することはできないであろう。 

   また本貸付金は，福岡市商工金融資金制度などの金融機関に対する貸付金（預託金）

にみられるように，融資原資の一定割合を貸付という形で供給するもの（いわゆる協

調融資）ではなく，融資原資に充てられる場合でも，市が貸付を行うことにより労金

の他の融資より金利が優遇されるという関係もない。単に九州労金の運営資金の貸付

に尽きるといえる。公開された九州労金の財務内容によれば，本貸付金がなければ運

営資金に破綻をきたす恐れがあるとはとうてい言えない。もともと本貸付金は労金の

財務内容を勘案して金額が決まられているわけではないし，そもそもそのように破綻

に瀕した金融機関を，市が貸付金という形で救済しなければならないわけでもない。 

   以上より次のように考える。 

労働者の生活向上と福祉増進を図るという労働金庫の存在意義が，現時点で否定さ

れるわけではない。若干なりと市中銀行等より有利な融資制度の存在は労働者の生活

向上と福祉増進に有益である。 

しかし，そのために必要な貸付原資は，本貸付金をまたずとも預金によって十分に

供給されている。預金の約６割しか貸付に回っていない状況で，さらに貸付原資を供

給する必要性は乏しいと言わざるを得ない。少なくとも，預貸率が１００％を超えて

いた時代（貸付額を３億円に増額した昭和６３年当時はそうであったか少なくともそ

れに近い状態であったと思われる）と同じ金額の貸付を継続することには，合理性を

見出しがたい。本貸付金がなければ九州労金が福岡市民への融資に支障をきたすとは

考えられない以上，公金をもって貸付原資や運営資金を供給しなければならない必要

性を肯定することは困難である。 

返済が確実であるから必要性が認められるということにはならないのも当然であ

る。貸付をする以上その分の予算を組まなければならず，必要な施策への予算配分の

少なくとも事実上の制約となりうる。 

必要性に乏しい以上本貸付金制度は廃止すべきである。 

 

☞意見３６ 

☆ 本貸付金は必要性に乏しいので廃止を検討すべきである。 

６－16



 

  ところで，ここで指摘するのは不適切かもしれないが，事業仕分けの結果のうち，

以上のような部分がＨＰで公表されていないことは，公開の趣旨にもとり改善されな

ければならないと考える。公表された部分は担当課の意見にもとづくものであり，仕

分けの眼目は公表されていない部分にある。 

  

 イ 手続き 

   本貸付金は，要綱やマニュアル等を定めることなく，年度ごとに貸付金申請書と約

定書を作成して貸付条件等を決めている。これは総論（第２部第２章第２の１）で述

べたように問題がある。金利等の定め方について，その都度の合意によるだけでなく，

実際に依られている基準（市中銀行の１年もの大口定期の金利）を含めて基本協定書

なり要綱なりを定めるべきである。 

 

☞指摘１６ 

★ 金融機関に対する預託について，その内容を要綱で定めるか基本契約を締結

し，各年度の預託契約はこれらにもとづいて行うべきである。 
 

   もっとも本貸付金についてはアで述べたように大きな問題があり，それに比べれば

手続きの問題は二次的な問題ともいえよう（ウも同様）。 

 

 ウ 単年度貸付 

   本貸付金は年度末に一括返還を受け，すぐ年度初めに貸付を行う。単年度貸付金の

問題点については総論（第２部第２章第２の３）で述べた。本貸付金も福岡市の資金

が年度末以外は九州労金に渡っているにもかかわらず，年度末の貸借対照表にはその

存在は記載されない。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３７ 

☆ 単年度貸付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。 
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３ 空港周辺整備機構貸付金 

 

貸付金名 空港周辺整備機構貸付金 

貸付開始年度 昭和５２年度 担当部・課 空港対策部空港対策課 

根拠法律，条例，規則，要綱等 独立行政法人空港周辺整備機構事業資金貸付要綱 

マニュアル，手引き等 「福岡空港周辺整備機構に対する地方公共団体の財源負担について」 

広報 なし 

貸付先 独立行政法人空港周辺整備機構 

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） ※2 

貸付金の趣旨・目的 

福岡空港周辺の航空機騒音・環境対策として，対象団体に「公共用飛行

場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律」第 28 条

第 2 号に規定する事業を実施させること 

無利子貸付金 

貸付金の概要 （千円） H19 H20 H21 H22 H23 

予算額 0 0  9,792 0 0 

当年度 

貸付実績 

貸付金額 0 0 9,792 0 0 

貸付件数 0 0 1 0 0 

回収すべき金額（当年度分）（Ａ） 13,904 13,904 13,904 13,904 13,904 

回収済み金額（当年度分）（B） 13,904 13,904 13,904 13,904 13,904 

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） 160,288 146,385 142,273 128,369 114,465 

貸付件数 9 9 10 10 10 

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（Y） 0  0 0 0  0 

延滞債権率（＝（X＋Ｙ）÷Z） 0％  0％ 0％ 0％  0％ 

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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特別転貸債貸付金 

貸付金の概要 （千円） H19 H20 H21 H22 H23 

予算額 0 0  36,000 0 0 

当年度 

貸付実績 

貸付金額 0 0 36,000 0 0 

貸付件数 0 0 1 0 0 

回収すべき金額（当年度分）（Ａ） 124,198 118,565 112,931 103,759 324 

回収済み金額（当年度分）(Ｂ) 124,198 118,565 112,931 103,759 324 

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） 334,950 216,385 141,634 37,875 37,551 

貸付件数 3 2 ２ 1 1 

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） 0％  0％ 0％ 0％  0％ 

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 
※1，2 無利子貸付金は無利息，特別転貸債は市が発行に伴い財務省

から借り入れた際の利率（財政融資資金貸付金利）による。 

 

（１）現状 

 ア 本制度の趣旨と種類 

   対象団体が，「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法

律」（以下単に法律という）第２８条第１項第２号に規定する事業を実施するために必

要な資金の一部を貸し付けるものである（独立行政法人空港周辺整備機構事業資金貸

付要綱第１条，第２条 以下単に要綱という）。 

   本制度を構成する貸付金には，無利子貸付金と特別転貸債貸付金の２種がある（要

綱第３条）。後者は有利息である。特別転貸債とは，特別の公共事業の資金を確保する

ための地方債であり，本件では原資が国の財政投資であって直接機構に貸し付けるこ

とができないため，福岡市が起債して貸付（転貸）を行うものである。 
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 イ 対象団体 

   独立行政法人空港周辺整備機構は，周辺整備空港（福岡空港）の周辺地域において

航空機の騒音により生じる障害の防止及び軽減を図り，あわせて生活環境の改善を図

ることを目的とする法人である。ＨＰを参照のこと（http://www.oeia.or.jp/）。 

   法律にもとづき，大阪空港に続いて昭和４７年福岡空港が特定飛行場（航空機の頻

繁な離着陸から生じる騒音等による障害が著しい空港）に指定された。翌年環境庁は

航空機騒音に関する環境基準を定め，法律が改正されて空港周辺対策の実施主体とし

て空港周辺整備機構の設立等が盛り込まれた。福岡空港は昭和５１年に周辺整備空港

に指定された。これを受けて福岡県知事は「福岡空港周辺整備計画」を策定し，同年

計画の実施主体として福岡空港周辺整備機構が発足した。同機構は同６０年に解散し

て大阪国際空港周辺整備機構と統合して空港周辺整備機構が発足し，両空港に事業本

部が置かれた。その後特殊法人等整理合理化計画において独立行政法人化が決定され，

平成１５年１０月に独立行政法人空港周辺整備機構が発足した。同２４年には大阪国

際空港事業本部の業務は新関西国際空港株式会社に継承した。 

   機構の資本金は４億円で，そのうち国が３億円を，福岡県と福岡市が５０００万円

ずつを出資している。 

 

ウ 空港周辺整備機構の業務と財源 

  空港周辺整備機構（以下単に機構という）は，空港周辺環境対策として，①民家防

音事業，②移転補償事業，③再開発整備事業，④緑地造成事業を行っている。このう

ち②④は受託事業として国及び地方公共団体からの受託金で，①は国及び地方公共団

体からの補助金及び住民からの負担金で行われる。これらは機構が国の手足として事

業を行うものである。 

  これに対し機構の固有事業（再開発整備事業，代替地造成事業，共同住宅建設事業

については，機構独自で資金調達することになっている。このうち貸付金の対象事業

となるのは再開発整備事業である。同事業は，空港周辺において移転補償事業により

国が取得した土地を有償で借り受け，周辺生活へも配慮しながら「騒音斉合施設（駐

車場，倉庫，物販施設など航空機の騒音によりその機能が害される恐れが少ない施設）

を整備し，これを賃貸することによって移転補償跡地の有効利用を図る事業である。

大井地区で３期にわけて実施され，スーパーマーケット，ホームセンター，郵便集配

施設・郵便局等が整備された。予定されていた事業は終了しており，新たな固有事業

の予定はない。固有事業の財源構成は以下のとおりとされており，３と４が福岡市の

貸付金である（「福岡空港周辺整備機構に対する地方公共団体の財源負担について」

（昭和 51年１１月２日付空環‐第１１３号運輸省航空局飛行場部長発）。 
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資金区分 資金の構成 

1政府補助金 事業費の 10％ 

2政府無利子貸付金 事業費‐（業務収入‐業務外支出）×20％ ※1 

3地方公共団体無利子貸付金 事業費‐（業務収入‐業務外支出）×10％ 

4特別転貸債 ｛（全体事業費＋償還金等）‐（業務収入＋1＋2

＋3｝｝×70％ 

5空港周辺整備債券 ※2 ｛（全体事業費＋償還金等）‐（業務収入＋1＋2

＋3｝｝×30％ 

    

※１ 業務外支出＞業務収入の場合は（）内は０として，事業費に無利子資金比

率を掛ける。 

    ※2  法律第 30条に基づき，機構が国土交通大臣の認可を受けて発行する債券

である。 

  

 エ 手続きと運用 

貸付金の利率，償還期間及びその他の条件については，貸借契約において定めるこ

ととされている（要綱第５条）。特別転貸債の利率は，市が発行に伴い財務省から借り

入れた際の利率（財政融資資金貸付金利）による（契約書３条）。返済方法・期間は，

近年は無利子貸付金について元利均等２０年年賦，特別転貸債貸付金について１０年

半年賦で償還としている。 

貸付の申請は所定の申請書に事業計画書等を添付して行う（要綱第６条）。市長が

貸付の決定をすれば所定の貸借契約書が作成され，機構からの請求書をまって貸付金

を交付する（要綱第７～９条）。契約書には延滞金も定められている（要綱第１２条）。

貸付対象事業が完了したときは，完了の日から３０日を経過した日又は貸付の年度の

末日までのいずれか早い日までに所定の完了報告書を提出する（要綱第１６条第１項）。 

貸付金は，担当課で償還総括表を作成して管理している。担当課によれば，これま

で貸付金の返済が滞ったことや，目的外使用等の問題が発生したことはない。現在の

残高等は下表のとおりである。 

 

区分 H22 年度末

残高 

H23 年度減

額 

H23年度 

末残高 

H24 年度減

額 

H24 年度末

残高 

特別転

貸債 

元本 36,000,000 0 36,000,000 0 36,000,000 

利子 1,874,812 324,000 1,550,812 324,000 1,226,812 

小計 37,874,812 324,000 37,550,812 324,000 37,226,812 
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無利子 元本 128,369,080 13,903,736 114,465,344 13,903,736 100,561,608 

小計 128,369,080 13,903,736 114,465,344 13,903,736 100,561,608 

    合計 166,243,892 14,227,736 152,016,156 14,227,736 137,788,420 

元本のみの 

残高 

164,369,080 13,903,736 150,465,344 13,903,736 136,561,608 

 

オ 利用状況 

   予定されていた事業は終了しており，今後固有事業は予定されていない。福岡空港

は拡張を予定しているが，担当課によればその場合でも新たに固有事業が発生する予

定は今のところないとの説明であった。現在行われている固有事業の経費は，テナン

ト家賃等の賃料収入で賄われているため，新たな融資は受けていない。 

 

 カ 過去の内部監査等の指摘 

   特に指摘されたことはない。 

   

（２）問題点 

 ア 必要性 

  対象となる事業は当面予定されておらず，平成２２年からは予算計上もされていない。

空港の拡張が行われても現段階では対象事業を実施する予定はないとのことである。 

  今後は償還事務のみが残ることになると思われる。したがって必要性を問題にする意

味は乏しいと考えられる。 

 

 イ 手続きと運用 

   適切に運用されていると思われ，手続きについてもとくに指摘することはない。 

   回収も順調に行われており，これまで返済が遅滞したことはない。機構のＨＰで公

表されている財務状況を見る限り，今後も特に心配はなさそうである。引き続き適正

に償還事務を行われたい。 

 

 ウ 結論 

   特に問題点として指摘すべきことは見当たらなかった。 
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４ 公益財団法人福岡観光コンベンションビューローコンベンション開催資金 

 

貸付金名 公益財団法人福岡観光コンベンションビューローコンベンション開催資金 

貸付開始年度 平成元年度 担当部・課 

公財福岡観光コンベンショ

ンビューロー誘致部誘致

課（市においては経済観

光文化局コンベンション推

進課） 

根拠法律，条例，規則，要綱等 
公益財団法人福岡観光コンベンションビューローコンベンション開催資金

貸付規程，同要項 

マニュアル，手引き等 なし 

広報 ホームページ 

貸付先 コンベンション開催者 

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 

福岡市で開催されるコンベンションの主催者に対し，開催資金を貸し付け

ることにより，コンベンションの開催を促進しその円滑な運営と成功に寄

与する。 

貸付金の概要 （千円） H19 H20 H21 H22 H23 

予算額 10,000 10,000 10,000 10,000  10,000  

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 
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備考 福岡市の外郭団体である公益財団法人による貸付である。  

 

（１）現状 

 ア 福岡市におけるコンベンション誘致 

   福岡市は，福岡空港が国内及びアジアの主要諸都市と直行便で結ばれ，市の中心部

まで地下鉄で１０分という利便性を有している。鉄道，港湾の利便性もよい。国際会

議場，大規模展示場等のコンベンション施設は都心に近い埠頭地区に集中しており，

ホテルも多様で多くの客室を備えている（公益財団法人福岡観光コンベンションビュ

ーローのＨＰより）。そのためコンベンションの開催地として恵まれており，多くの国

際・国内コンベンションが開催されている。平成２３年の国際コンベンションの開催

数は，東京（２３区）についで全国で２位とのことである。 

そして，福岡市におけるコンベンション（国内・国際）開催は年々増加している。

同 HPと担当課によれば以下のとおりである。 

 

年度（平成） 開催予定件数 

18 1,556 

19 1,581 

20 1,730 

21 1,742 

22 1,824 

23 1,885 

 

イ 公益財団法人福岡観光コンベンションビューロー 

   公益財団法人福岡観光コンベンションビューローは，「福岡市及び周辺地域との緊密

な連携のもとに，観光客の誘致，コンベンション（国際・国内の各種会議，展示会等

という。）の誘致等を行うことにより，福岡市における観光及びコンベンションの振興

を図り，もって国際・国内観光の振興による人的交流の促進並びに地域経済の活性化

及び文化の向上に寄与することを目的とする」（定款第３条）福岡市の外郭団体である。

所在地は福岡市役所北別館であり，事務局機能は総務部総務企画課が担っている。 

同法人が行う事業は次のとおりである（定款第４条）。 

 

     （1）観光客の誘致及び受入 

     （2）コンベンションの誘致及び主催者に対する支援 
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     （3）観光・コンベンション都市福岡の広報及び宣伝 

     （4）観光及びコンベンションの調査，企画及び開発 

     （5）観光及びコンベンションに関する情報の収集及び提供 

     （6）福岡市からの委託による受託事業の管理運営 

     （7）その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

 

   福岡観光コンベンションビューローの平成２３年度事業報告書によれば，同法人は

同年度に次のような事業を実施している。なお，同法人についての詳細な情報はその

ＨＰ（http://www.welcome-fukuoka.or.jp/）で得られる。本貸付金についての広報も

そこで行われている。 

 

     （1）観光プロモーション 

        ・姉妹都市である釜山広域市及びソウル市からの観光客誘致につなげる

ため日本政府観光局（ＪＮＴＯ）ソウルオフィスと連携したキーマン

招聘事業 

        ・福岡市・釜山廣域市共同観光客誘致事業としての共同観光説明会（中

国南京市） 

        ・福岡観光プロモーション協議会（宿泊・観光施設，旅行・交通関係企

業，観光団体等で構成されている）事業としての国内誘致宣伝事業，

海外誘致宣伝事業 

        ・博多祇園山笠宣伝隊派遣事業（市内宣伝，釜山市での宣伝） 

     （2）外国クルーズ客船受入事業 

     （3）他団体との連携 

 

          なお，福岡観光コンベンションビューローに類似した名称を持つ福岡市の外郭団体

として，財団法人福岡コンベンションセンターがある。同法人は福岡国際会議場，マ

リンメッセ福岡，福岡国際センターを管理運営している団体である。 

 

 ウ 貸付金制度の趣旨  

   本貸付金は，福岡市で開催されるコンベンションの主催者に対し，コンベンション

開催資金の貸付を行うことによって，コンベンションの開催を促進し，その円滑な運

営と成功に寄与することを目的としている（公益財団法人福岡観光コンベンションビ

ューローコンベンション開催資金貸付要項第１条 以下単に「要項」という）。なお，

ここにいう開催資金とは，原則として開催前の準備資金を指し，開催期間中の経費を

含まない（要項第２条）。 
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 エ 貸付金制度の内容 

   貸付対象は次のとおり定められている（要項第４条）。 

 

  「貸付の対象は，福岡市において行われるコンベンションの主催者で，その

コンベンションが次の要件を満たすものであること。ただし会長が特に必要

を認めた場合はこの限りではない。 

     （1）国又は，地方公共団体等の賛同を得られるもの。 

     （2）６ヶ月以上の準備期間を要するものであること。 

     （3）営利を目的としないもの。 

     （4）参加規模が九州（沖縄を含む）を超えるもの。 

    

貸付条件等は次のとおりである（要項第５条）。 

 

貸付額    原則として 1コンベンションにつき３００万円以内で総予算額 

       の４０％以内 

利息     無利息 

貸付期間   原則として２年以内 

返済方法   貸付後２年以内でコンベンション終了後１カ月以内に一括返済 

       ただし終了後３カ月を限度として延長できる場合あり 

連帯保証人  ２名 

物的担保   なし 

    

貸付の申し込みは，所定の借入申込書のほか，コンベンション企画・資金計画書，

申込人の所得証明書等，団体については定款，寄付行為，規約等を添えて公益財団法

人福岡観光コンベンションビューローの会長に対して行う（要項第６条）。申し込みを

受けた会長は貸付審査委員会の審議を経て貸付の可否を決定する（同第７条）。契約書

も所定のものが用意されている。 

   福岡観光コンベンションビューローでは，貸付申込みがあればその一般会計からコ

ンベンション開催資金特別会計に１０００万円を繰り入れ，貸付は特別会計から行わ

れる。返済は特別会計で受入れ，一般会計に繰り入れる（要項第１３条）。借入と返済

が複数年度にまたがる場合は，年度末（３月３１日）に銀行から借り入れを行って一

般会計へ戻し入れ，年度初め（４月１日）に一般会計から特別会計に移したうえで銀

行に返済する。そのため金利負担が一日分発生する。このような処理をしている理由

として，法人担当者（総務部総務企画課）は，単年度の収支の均衡を図る必要がある

ことと法人の財源が潤沢でないことをあげている。 
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 オ 貸付金制度の実績 

   本貸付金は平成元年以来７６団体が利用しているが，平成１８年度以降は毎年１０

００万円が予算計上されているもののまったく利用されていない。これは次に触れる

助成金の存在によるところが大きいと考えられる。 

 

カ 類似制度 

   公益財団法人福岡観光コンベンションビューローは，市内で開催されるコンベンシ

ョンに対して，本貸付金のほかに各種の支援を行っているが，本貸付金と類似するも

のとしてコンベンション開催助成金（「国際コンベンション助成金」と「国内コンベン

ション助成金」）がある。国際コンベンション助成金は平成１３年度から，国内コンベ

ンション助成金は同２１年度から開始された。これらについては「福岡市コンベンシ

ョン開催助成金交付要綱」および同細則が定められている。参加人数等に応じて，国

際コンベンション助成金は３００万円，国内コンベンション助成金は１００万円の限

度で，かつ経費の１０％を超えない限度で助成が行われる。助成金の原資は「福岡市

からの負担金（包括外部監査人注：平成２３年度福岡市からの負担金は年間１億３２

４０万円余りであり，このうち３４３７万円余りが助成金に充てられている），その他

会長が定める資金をもって充てる」とされている（福岡市コンベンション開催助成金

交付要綱）。 

助成金の対象とするか否かは，コンベンション開催助成金審査会の審査による。平

成２３年度においては，国際コンベンション１７件，国内コンベンション５件に対し

て助成が行われている。主催者としては返還しなければならない貸付金よりも返還の

必要がない助成金に魅力を感じるのは当然であり，オで述べたように，本貸付金が利

用されていない大きな原因は同助成金の存在であると考えられる。なお，助成金の原

資はすべて福岡市の負担金である。助成金の利用状況は以下のとおりである。 

 

年度（平成） 件数 助成金の金額（円） 

19 6 13,000,000 

20 7 14,000,000 

21 26 19,877,000 

22 19 17,302,867 

23 21 34,375,830 

 

   他県市等においても，コンベンション誘致のための助成金や貸付金が制度化されて

いる。本市のように助成金と貸付金の両方が制度化されている県市等も少なくないが，
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助成金のみを制度化している県市等もある。いくつか例をあげる。 

 

 助成金 貸付金 

横浜市 国際会議のみ（最大 1000

万円） 

最大 500万円 

 

仙台市 最大 200万円 最大 200万円 

静岡市 最大 100万円 最大 200万円 

広島市 最大 200万円 国際会議 最大 300 万円  

国内会議 最大 200万円 

岡山市 最大 100万円 なし 

 

 カ 過去の内部監査等の指摘 

   平成１６年度の内部監査において本貸付金も対象になっているが，とくに指摘され

ている点はない。ただし，当時は助成金の対象となっていのは国際コンベンションの

みであり，国内コンベンションに対しては本貸付金のみであった。また当時は本貸付

金も現に利用されていた。 

 

（２）問題点 

 ア 必要性 

   平成 18年度以降，利用実績がないにもかかわらず，「置き予算」として毎年１００

０万円が計上されている。災害等に備える「置き予算」とは異なり，本貸付金につい

ては数年間利用実績がないことは問題である。 

担当課によれば，①支援のメニューは多い方がよい，②助成金に比べて要件が緩や

かである（助成金はパーティーや懇親会には使えない），③他都市にも貸付金制度があ

り，本市にないことで候補から外れないようにすべきであるとの説明であった。 

   たしかに，札幌市，仙台市，横浜市（助成金は国際会議のみ），神戸市（同）等も助

成金と貸付金の両方を用意している。一般論としては開催者にとって支援のメニュー

が多い方がよいのはそのとおりであろう。しかし，助成金が利用されているにもかか

わらず，本貸付金は７年間にわたり（平成２４年度も１２月末まで貸付実績は０件で

ある）まったく利用されていない。これは，開催者にとって本貸付金が魅力に乏しい

ことを意味している。開催者にとってより有利である助成金に加えて本貸付金を存続

させることは，屋上屋を架するものであると批判されるのではないだろうか。 

   加えて，本貸付金が利用されていないにもかかわらず，（１）アのとおり福岡市にお

けるコンベンション開催件数は年々増加している。国際会議をとっても，同２５年１

月１０日の朝日新聞（福岡地方面）では，福岡市における国際会議が年々増加してお
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り同２３年は過去最高であったことが報道されている。 

順位 都市名 開 催 件 数

（前年比） 

同紙によれば同年の国際会議開催件数上位１

０都市は左のとおりである。 

1 東京 23区 470（-21） これを見ればわかるように，国際会議開催 

2 福岡市 221（+5） 件数は全国的に減少傾向にあるにもかかわら 

3 横浜市 169（-5） ず，福岡市については前年より増加している。 

4 京都市 137（-18） しかも増加は５年連続である。さらなる会議 

5 名古屋市 112（-10） 誘致のために，市では新施設の建設も検討し 

6 神戸市 83（-8） ていることも報道されている。 

7 札幌市 73（-13）  同種の助成制度を他都市も用意している中 

8 大阪市 72（+3） で，福岡市での国際会議の開催が多いのは，  

9 大阪府千里地区

(豊中,吹田,茨木,

高槻,箕面市） 

54（-11） 交通の便（とくに中国，韓国等アジア地域か

らの）が良いことが大きな理由であると考え

られる。 

10 茨城県つくば地区 

(つくば，土浦市) 

46（-23）   

   以上より，本貸付金の存在がコンベンションの誘致に寄与しているとは言いがたい。

福岡市からは同じ目的のためにコンベンションビューローに対して負担金が支出され，

それが同法人による助成金の原資となっている。さらに利用されていない貸付金制度

を維持すべき必要性は乏しいと言わざるをえない。 

 

☞意見３８ 

☆ 本貸付金は必要性に乏しいので廃止を検討すべきである。 
 

 イ 貸付要項の問題 

   要項第２条および第 3条は以下のとおりである。 

     第２条 この要項において，「コンベンション開催資金」とは，コンベンション

を開催するにあたり，その準備のために必要となる資金，及び公益財団法人福

岡観光コンベンションビューロー会長（略）が，特に必要と認めた資金をいう。 

       第３条 コンベンション開催資金は，次の各号の資金をもってあてる。 

        （１）福岡市からの借入金 

        （２）その他，会長が定める資金 

         

第３条は「コンベンション開催資金は」と規定しているが，意味するところは「コ
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ンベンション開催資金貸付の原資は」ということであろう。また，第 1号は「福岡

市からの借入金」と規定しているが，福岡市からの貸付金が本件貸付金の原資にな

っているものではない（かつてはそうであったとのことである）。とすれば実質的

には，本貸付金の原資は会長が決めるというだけの規定にすぎなくなっている。規

定ぶりの再考が望ましい。 

    また，対象経費は「開催の準備に必要な資金および会長が特に必要と認めた資金」

としか規定されず，その範囲は不明確である。この点助成金については，交付要綱

細則４条で対象経費が定められている。借入申込書に添付される「コンベンション

企画・資金計画書」に資金計画を記載させることになっているが，要項においても

対象経費の範囲を定めるべきであろう。 

 

☞意見３９ 

☆ 本貸付金を存続させるのであれば，貸付金要項の規定を見直し，対象経費の範

囲についても定めることが望ましい。 
 

ウ 運用 

   資金の使途に関して，助成金は懇親会パーティーには使えないのに対して，本貸付

金は可能であるという運用は，助成金と貸付金で区別する合理性があると思われる。 

年度末に銀行から借り入れを行って一般会計の収支を償わせ，翌日に銀行に返済す

るという運用の合理性は疑わしい。１日分とはいえ無駄な金利を払うことになる。一

般会計の帳尻を合わせるために必要のない借り入れを行っていると指摘されてもしか

たがないのではないだろうか。法人担当者による，①単年度の収支の均衡を図る必要

がある，②法人の財源が潤沢ではない，という理由も説得的とはいえない。現状を正

しく報告するという会計報告の趣旨からしても，このような運用は改めることが望ま

しい。 

  

☞意見４０ 

☆ 年度末の一般会計の収支を償わせるために銀行借入を行う扱いは再検討する

ことが望ましい。 
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第７章 農林水産局の貸付金 

 

１ 福岡市農林業金融資金 

 

貸付金名 福岡市農林業金融資金 

貸付開始年度 昭和 25 年度 担当部・課 農林部農業政策課 

根拠法律，条例，規則，要綱等 福岡市農林業金融資金制度要綱 

マニュアル，手引き等 福岡市農林業金融資金申込に対する審査要領 

広報 農林水産局ホームページに制度概要を掲載，ＪＡから需要者に案内 

貸付先（最終借主） 福岡市農業協同組合，福岡市東部農業協同組合（本市内の農林業者） 

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） ０．５～０．６ ％ 

貸付金の趣旨・目的 
農林業者等に対して必要な事業資金を低利で融資することにより，農林

業者等の経営近代化を図り，もって本市の農林業を育成する。 

貸付金の概要 （千円） H19 H20 H21 H22 H23 

予算額 1,240,625 1,240,375 1,240,000  1,240,000  1,240,000  

当年度 

貸付実績 

貸付金額 384,644  347,367 307,688 241,776 175,223  

貸付件数 2  2 2  2  2  

回収すべき金額（当年度分）（Ａ） 384,644   347,367  307,688  241,776 175,223  

回収済み金額（当年度分）（Ｂ） 384,644 347,367 307,688 241,776 175,223 

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）） 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

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 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  

 

単年度償還 
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 (1) 現状 

ア 本貸付金の概要 

(ｱ) 福岡市農林業金融資金融資制度は，本市の農林業者等の経営近代化や規模拡大等を図

るため，福岡市農林業総合計画の推進に必要な事業資金を市内居住及び市内に農地を持

つ農林業者等に対して低利で事業資金を融資することを目的とするものである。また，

災害や突発的な環境変化などにより，農林業者が被害等を受け，緊急に支援を行う必要

がある場合にも緊急対策資金として融資が行われている。昭和２５年度から行われてお

り，既に制度開始から５０年以上が経過している。 

  本融資制度の需要者は，市内居住及び市内に農地を持つ農林業者であるが，本貸付金

は，本市が福岡市農業協同組合及び福岡市東部農業協同組合（以下，「ＪＡ」という。）

に対して，一年以内の定期預金の形で貸付原資を預託するものである。そして，ＪＡは

これを原資として需要者に対して比較的低利での融資を実施することになる。 

  平成２３年４月１日現在における融資資金の種類，条件等については以下のとおりで

ある。 

種 類 
融資限度 

（事業費の８０％以内） 

融資利率 

（年利率） 

融資期間 

（）は据置期間 

設備資金 
個人５００万円以内 

団体８００万円以内 
１．６％以内 ７年以内（２年以内） 

経営資金 
個人２００万円以内 

団体６００万円以内 
１．６％以内 ３年以内（なし） 

後継者資金 １人８００万円以内 １．５％以内 ７年以内（２年以内） 

畜産環境 

整備資金 

１融資対象者 

１０００万円以内 
１．５％以内 １０年以内（２年以内） 

園芸施設 

整備資金 

個人１０００万円以内 

団体２０００万円以内 
１．５％以内 １２年以内（２年以内） 

林業資金 
個人３００万円以内 

団体１０００万円以内 
１．５％以内 

２５年以内 

（１０年以内） 

緊急対策 

資金 
市長が定める要件による。 

また，平成２３年４月１日現在，過去に実施された以下の緊急対策資金の償還が継続

している。 

 ・ＢＳＥ対策資金（平成１３年１０月２６日～平成１８年３月３１日） 

  （融資件数：３件，融資金額：８４０万００００円） 
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 ・台風１６号・１８号関連（平成１６年１０月１４日～平成１６年１２月３１日） 

  （融資件数：８件，融資金額：３４８万２０００円） 

 ・福岡県西方沖地震関連（平成１７年４月１５日～平成１７年１２月２８日） 

  （融資件数：２２件，融資金額：７１３１万７０００円） 

 ・燃油・台風１３号関連（平成１８年１１月１３日～平成１９年１月３１日） 

  （融資件数：７件，融資金額：３１９万５０００円） 

 ・原油価格高騰対策（平成２０年２月１８日～平成２１年３月３１日） 

  （融資件数：１９件，融資金額：１６９０万８０００円） 

(ｲ) 本融資制度に関しては，「福岡市農林業金融資金制度要綱」が定められている。また，

本市とＪＡとの間で原資の預託（貸付）等に関して毎年「覚書」が交わされている。 

  需要者から融資の申込を受けたＪＡは，本市から原資の預託を受けようとする資金の

種類，金額，融資条件，需要者たる事業主体・事業内容・資金計画等を記載した申請書

及び関連書類を提出する。これを受けて，本市は，申請内容が要綱に定める要件に合致

しているかなどを審査した上で，原資の預託を可とした場合にはＪＡに対して必要な原

資を定期預金の形で預託する。なお，定期預金であることから，本市はＪＡから預託金

額に対する所定の預金利息（０．５～０．６％）を受領することになる。また，本市は，

上記審査にあたっては，「福岡市農林業金融資金申込に対する審査要領」に基づき，本

市農業政策課長及び関係係長等を構成員とする審査会において審査を行い，以下に述べ

るとおり，需要者の滞納のリスクは専らＪＡが負担することになっているから，本市に

おいては，融資対象となる事業が要件に合致するかのチェックの他，本融資制度の趣旨

に合致するかの点を中心に審査を行っている。 

ＪＡから需要者への融資については保証人及び物的担保を立てることを要件として

いないが，ＪＡの判断により，保証人及び物的担保を立てることが求められることもあ

り，また，別途福岡県農業信用基金協会の保証を付すことが必要とされる。保証料は平

成２３年度において０．５％程度であり，需要者は所定の利率による利息の他に，この

保証料も上乗せして負担する必要がある。 

  需要者は，ＪＡとの間で，融資契約を締結した上で，複数年にわたり，毎会計年度末

の元金均等償還の方法により（要綱第１５条）同契約所定の償還を行っていくことにな

るが，本市からＪＡに対する原資の預託（貸付）は，「一年以内の定期預金とし，期限

は毎会計年度末とする」とされているから，ＪＡは，本市に対して，年度当初に預託し

た継続分の原資及び年度途中に預託した新規分の原資と合わせた上で，預託日から年度

末までの経過利息を付して償還することになる（要綱第３条，覚書）。そして，翌年度

初に本市及びＪＡとの間で覚書を交わし，また，ＪＡから申請書を提出させた上で，本

市は継続分の原資を翌年度末までの定期預金として再預託することになる。なお，毎会

計年度末の融資残高については，ＪＡが「一時立替する」こととなっている（要綱第３

７－3



条第１項）。 

  本要綱において，融資の決定はＪＡが行い，ＪＡが「これに関する一切の責任を負う」

こととされている（要綱第１１条）ことから，市からの預託金は年度末に全額回収する

ため，需要者の滞納のリスクは専らＪＡが負担することが予定されている。 

  なお，本市からＪＡに対しての預託は定期預金の形式で行われ，本市は所定の預金利

息を受領することになるが，万一，ＪＡが経営破綻した場合のペイオフ対策としては，

本市はＪＡに対して借入金債務及び公社のＪＡに対する借入金の保証債務を負ってい

ることから，これと相殺することにより回収を図ることが予定されている（覚書第６項）。 

イ 過去の監査意見等，融資の現状 

(ｱ) 本融資制度については，平成１４・１５年度の行政監査において，「他の事業の予算措

置に影響を及ぼすものではないが，決算においては，予算額に対して相当額の不用額を

生じている状況が見受けられる。」，「相当額の不用額が出てきている状況にあることや

近年の融資状況が減少傾向にあることを踏まえ，貸付実績の減少の要因等について調

査・分析を行うとともに利用者にとってさらに利用しやすい制度となるように改善策を

検討されたい。」との意見が述べられている。 

  なお，ここで述べられている「他の事業の予算措置に影響を及ぼすものでない」とは，

本市からＪＡへの貸付金に関する歳出に対応する歳入が，年度末の償還金及び利息から

引き当てられており，別途歳入から割り当てる措置を講ずる必要がないことを指してい

るとのことである。 

(ｲ) 本融資制度については，平成１７年度の包括外部監査においても取り上げられている。

ここでは，本融資制度による融資残高がＪＡの単独融資と比較して減少率が高いことに

触れられ，その理由として「申請から融資実行までの期間が長く，農家の資金需要に機

動的に対応できていないことが考えられる。」との意見が述べられている。 

(ｳ) 本融資制度における本市のＪＡに対する貸付にかかる予算及び決算の推移については，

冒頭の概要表のとおりであるが，これにＪＡから需要者に対する融資件数及び金額，新

規融資件数及び金額を合わせて再掲すると，以下のとおりである。 

 

区 分 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 

予算 1,240,750 1,240,375 1,240,000 1,240,000 1,240,000 

決算 384,644 347,367 307,688 241,776 175,223 

融資件数 141 138 138 124 99 

うち新規件数計 

上段通常対策 

下段緊急対策 

7 

7 

0 

15 

3 

12 

13 

4 

9 

1 

1 

0 

2 

2 

0 
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うち新規金額計 

上段通常対策 

下段緊急対策 

16,640 

16,640 

0 

32,350 

12,180 

20,170 

30,680 

13,680 

17,000 

2,353 

2,353 

0 

3,290 

3,290 

0 

                                  金額：単位千円 

(2) 問題点 

ア 本制度利用の現状について 

(ｱ) 農林業経営の近代化，集約化，後継者対策などは，農業振興のための重要なテーマと

されるところ，これを進めるにあたってはそのための資金をどのように調達するかが大

きな課題とされるところである。 

  また，農林業者は，災害や突発的な環境変化などにより被害・影響を受けやすく，そ

の際支援を受けなければ，その経営に対して後からでは回復しがたい深刻なダメージが

生じることがある。 

  本市において農業振興を重要施策の一つとして位置づける場合，農林業者への融資原

資をＪＡに預託することによって，ＪＡからの農林業者への十分かつ速やかな資金融通

を促すという，本貸付金制度自体の必要性，合理性は認められるものと考える。 

(ｲ) このように本貸付金制度そのものの必要性は認められるところであるが，以前の行政

監査及び包括外部監査でも言及されているとおり長年にわたり本制度の利用は低迷し

ており，予算額に対して大きな不用額が生じている現状にある。 

  この点，担当課が述べるように，仮に本貸付金における予算が「他の事業の予算措置

に影響を及ぼすものではない」というものであったとしても，予算額と実際の決算額の

甚だしい乖離が継続的に続いている状況は，予め予算を立てて議会のチェックを受け，

これに基づき各施策を実施・推進するという予算制度の趣旨からすれば，決して望まし

いものではない。 

  本制度は，災害や突発的環境変化などが発生した際の緊急対策ということも担ってい

るところであるが，過去の実績に照らしても毎年１０億円前後の予算上の余裕を確保し

て備えておかなければならないものとは言い難い。もし，およそ予めには想定もしがた

い大災害や環境の激変が発生し，農林業者に対して多額の資金支援が必要となったとし

ても，それは改めて議会のチェックを経た補正予算を通じて対応すべき事柄であろう。 

(ｳ) 本制度の利用低迷にあっては，そもそも，景気低迷や農林業の厳しい経営状況等を原

因とする，農林業者の資金需要そのものの減退が大きな要因に挙げられる。そして，こ

れを原因として，農林業者である組合員に対して行うＪＡ独自の融資商品と，本制度と

の間で競争が生じている現状にあるようである。 

  本制度については，需要者らからは，①書類が煩雑であり，審査に時間がかかる，②

利率が高い，限度額が小さい，必要事業費の１００％の融資を受けることができないな

どの課題が指摘されているようである。このうち，①については，担当課によれば，本
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市に本制度の利用申請がなされてから概ね１か月程度では審査会による審査を了して

おり，その後速やかに本市からＪＡへの預託を実施しているとのことである。本市の設

備や施設の整備資金などという本資金の使途を考えると，その資金目的の実現にあたっ

て大きな支障となるとまでは考えがたいかとも思われるが，しかしながら，やはりＪＡ

独自の融資制度に比べると，やはり融資実行までの時間と手続の煩雑さが気になるとこ

ろではあるのであろう。 

  本制度については，将来を担う優良な農林業者を支援して育成するという目的と，緊

急対策を中心とする経営基盤の弱い農林業者を保護するという目的の二面が混在して

いるように思われる。さらに，本制度とＪＡの独自融資との間でもバッティングが生じ

ているのであれば，本制度とＪＡの独自融資との間で一定の棲み分けを念頭に置くこと

も必要な観点かと思われる。すなわち，例えば，本制度は特に将来を担う優良な農林業

者を支援するものとして，ＪＡと協力しつつ審査を慎重に行う代わりに，融資限度額，

融資期間（据え置き期間），融資利率等を大胆に有利なものとする，逆に，本制度は，

むしろ緊急対策を制度目的の中心に据えて，緊急時に通常よりも特に有利な条件で幅広

く資金の行き渡らせるようにすることに主眼を置くなどである。 

  本制度においては，ＪＡに対して，預託金額に対して，０．５％～０．６％の利息を

得ているが，利息を得ることは本市にとって悪いことではないが，しかし，ＪＡに対す

る資金預託の目的は，本市の資金運用のために利息を得ることではなく，あくまでも農

林業者に必要な資金を，より低利でかつ十分に供給することによって，もって本市の農

林業を保護し，振興することにある。単純かつ極端に言えば，ＪＡが本市に対して支払

っている０．５％～０．６％の利息を０とすれば，ＪＡから需要者に対する融資利率も

同程度引き下げることも直ちに可能であるはずである。 

  本制度の趣旨・目的に照らし，できるだけ需要者である農林業者のニーズに沿った制

度内容となるよう，検討を継続されたい。 

   

☞意見４１ 

☆ これまでの利用実績等に照らして，予算額が明らかに過大である。予算額と

実際の決算額の甚だしい乖離が継続的に続いている状況は，予算制度の趣旨

からすれば決して望ましいものではなく，予算額は過去の実績等に照らして

合理的な範囲で算出・設定すべきである。 

 

イ 単年度預託について 

本貸付金は，単年度預託をしており，その問題点については総論で述べたとおりであ

る。 

  また，現在行われている単年度預託を前提としても，総論で述べたとおりの問題点が
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みられたことから，速やかに改善すべきである。 

  すなわち，本制度においては，いわば，当年度末の償還と翌年度初の再預託が制度と

して予定されているというべきものであるが，要綱上は，「この資金の預託は，一年以

内の定期預金とし，期限は毎会計年度末とする。毎会計年度末における融資残高は，組

合が一時立替するものとする。」とされているのみであって，再預託を制度として予定

されていること，この預託の繰り返しがいつ終了するのかが，要綱上明らかでないから

である。 

 

☞意見４２ 

☆ 単年度預託については，できるだけ速やかに改めるべきである。 

 

☞意見４３ 

☆ 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分かるような要綱

等に改正すべきである。 
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２ 福岡市漁業協同組合貸付金 

 

貸付金名 福岡市漁業協同組合貸付金 

貸付開始年度 平成 5 年度 担当部・課 漁業部水産振興課 

根拠法律，条例，規則，要綱等 なし 

マニュアル，手引き等 なし 

広報 なし 

貸付先 福岡市漁業協同組合 

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） ０．０２％ 

貸付金の趣旨・目的 
市民への水産物の安定供給等を担う福岡市漁業協同組合の経営安定と

強化を図る。 

貸付金の概要 （千円） H19 H20 H21 H22 H23 

予算額  1,000,000  1,000,000 1,000,000 1,000,000  1,000,000  

当年度 

貸付実績 

貸付金額  1,000,000  1,000,000 1,000,000 1,000,000  1,000,000  

貸付件数 １  １  １   １ １  

回収すべき金額（当年度分）（Ａ）  1,000,000  1,000,000 1,000,000 1,000,000  1,000,000  

回収済み金額（当年度分）（Ｂ）  1,000,000  1,000,000 1,000,000 1,000,000  1,000,000  

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）） 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

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 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 なお，上記回収済み金額及び回収すべき金額には利息は含まない。 

 

 

 

単年度償還 
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(1) 現状 

ア 福岡市漁業協同組合について 

(ｱ) 福岡市漁業協同組合（以下，「福岡市漁協」という。）は，福岡市における唯一の漁協

であり，平成４年に市内１２漁協が合併し，平成１９年に箱崎漁協が合併して，現在１

３支所で構成されている。平成２３年度（平成２４年３月現在）の正組合員数は５１７

名であり，準組合員数は１６０名である。 

弘支所 能古支所 志賀島支所 浜崎今津支所 奈多支所 

唐泊支所 箱崎支所 西浦支所 福岡支所 玄界島支所 

伊崎支所 小呂島支所 姪浜支所   

 

福岡市漁協が行う事業の概略は以下のとおりである。 

 ①共済事業   組合員が不慮の事故，災害等に遭遇した際の保障を行うもの。 

 ②購買事業   燃油や生活資材を一括購入し，組合員に供給するもの。 

 ③販売事業   朝市・夕市等の水産物販売事業。 

 ④製氷事業   漁や出荷に必要な氷の製造・販売。 

 ⑤利用事業   漁船上架施設，漁具倉庫等の整備。 

 ⑥漁業自営事業 定置網漁業を行うもの（志賀島）。 

 ⑦指導事業   教育情報，繁殖保護，漁場・資源管理，営漁指導，遭難救助， 

         生活改善，共済保険促進など 

(ｲ) 福岡市漁協は，本市沿岸漁業の推進を担う組織であるが，沿岸漁業の漁家一世帯あた

りの漁労所得は年間２００万円を下回る状況が続いている。また，福岡市漁協自身につ

いても，合併による効果が十分に発揮されず，事業収入は伸び悩んでおり，厳しい経営

状況が続いている。 

  福岡市漁協の平成２３年度末における貸借対照表及び損益計算書の概要は以下のとお

りである。 
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＜貸借対照表＞                 平成２４年３月３１日現在・千円 

資 産 負債及び純資産 

＜資産＞ 

１ 共済事業資産 

２ 流動資産 

３ 信用事業譲渡特別資産 

４ 固定資産 

５ 繰延資産 

６ 繰り延べ税金資産 

 

585 

687,816 

19,583 

1,646,456 

0 

57,771 

 

＜負債＞ 

１ 共済事業負債 

２ 流動負債 

  （うち短期借入金） 

３ 特別事業譲渡特別負債 

４ 固定負債 

５ 諸引当金 

６ 繰延税金負債 

   負債の部合計 

＜純資産＞ 

１ 出資金 

２ 回転出資金 

３ 資本準備金 

４ 利益剰余金 

５ 処分未済持分 

   純資産の部合計 

 

29,337 

913,172 

(500,000) 

0 

67,044 

251,520 

0 

1,261,076 

 

1,153,960 

0 

0 

100,307 

▲103,130 

1,151,137 

資産の部合計 2,412,213 負債及び純資産の部合計 2,412,213 

 

なお，上記短期借入金の５億円は，本貸付金の返済原資を平成２３年度末に福岡県信用

漁業協同組合連合会から借り入れたものであり，平成２４年度初に返済している。その利

息額２万９０４１円であった。  
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＜損益計算書＞        平成２４年３月３１日現在・千円 

１ 事業総利益 

（１）共済事業総利益・損失 

（２）購買事業総利益・損失 

（３）販売事業総利益・損失 

（４）製氷冷凍事業総利益・損失 

（５）保管事業総利益・損失 

（６）利用事業総利益・損失 

（７）漁業自営事業総利益・損失 

（８）漁場利用事業総利益・損失 

（９）指導事業収支差額 

（10）無線事業収支差額 

２ 事業管理費 

  （うち人件費） 

443,601 

10,630 

60,309 

168,857 

7,645 

3,874 

98,800 

10,584 

0 

82,662 

235 

▲682,014 

(▲355,729) 

事業利益・損失 ▲238,413 

３ 事業外収益 

  （うち受入補助金） 

  （うち賃貸料） 

  （うち漁場影響補償料） 

  （うち雑収益） 

４ 事業外費用 

426,236 

(56,234) 

(100,571) 

(100,797) 

(150,128) 

▲126,551 

経常利益・損失 61,272 

５ 特別利益 

６ 特別損失 

5,691 

▲8,678 

税引前当期利益・損失 

法人税・住民税・事業税・法人税等調整額 

当期剰余金・損失金 

当期首繰越剰余金・損失金 

当期未処分剰余金・損失金 

58,286 

▲57,138 

1,146 

159 

1,306 

 

  なお，上記賃貸料とは福岡市漁協が有する土地等の賃貸料である。 

  上記漁場影響補償料とは博多海砂協業組合が支払う，同組合が行う海砂採取事業に伴

う補償金である。 

  上記雑収入には，一般クルーザー等の係船料，かもめ広場の管理や見廻船事業に伴う
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管理委託料，駐車場利用料等が含まれている。 

  また，福岡市漁協の収益の推移については，以下のとおりである。 

                                                             単位：千円 

 Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

事業利益 ▲331,427 ▲307,322 ▲327,903 ▲238,413 

経常利益 26,896 33,133 10,618 61,272 

当期剰余金 1,128 1,349 755 1,146 

総資産 2,597,762 2,596,304 2,489,801 2,412,213 

純資産 1,345,095 1,290,714 1,240,050 1,151,137 

 

(ｳ) かかる現状を踏まえ，本市は，福岡市漁協に対して，漁協経営基盤強化対策事業補助

金として，福岡市漁協が行う，①漁家経営指導及び②漁業共済事業促進対策に対して，

以下の補助金を支出し，財政支援を行っている。また，②に対しては，平成２３年度に

おいて，別途国が３億５５６２万円，財団法人日韓・日中新協定対策漁業振興財団が３

１３万円を補助している。なお，上記補助金の概要及び問題点については，平成２３年

度包括外部監査報告書（第７章第１節「１ 漁協経営基盤強化対策事業補助金」Ｐ７－

１～７－８）を参照されたい。 

 Ｈ２３ Ｈ２２ Ｈ２１ Ｈ２０ 

決算額（千円） 1,430 4,105 5,107 5,864 

本貸付金は，福岡市漁協が行っている販売・購買事業をはじめとする各事業について，

円滑な運営に必要な運転資金が不足しているとの現状認識の下で，その運転資金に充て

るための資金を貸し付け，もって福岡市漁協が行う事業を財政的に支援するものである。 

イ 本貸付金の内容 

 ・貸付先：福岡市漁業協同組合 

 ・貸付金額：１０億円 

 ・利息：有 年０．０２％ 

 ・貸付期間：平成２３年４月１日から平成２４年３月３０日まで 

  なお，平成２３年４月１日に７億円，同年７月１日に１億５０００万円，同年１０月

３日に１億５０００万円をそれぞれ貸付。 

 ・貸付の趣旨・目的： 

市民への水産物の安定供給を担う福岡市漁協の経営安定と強化を図る。 

 ・貸付の意義・必要性： 

  福岡市漁協の財務状況は大変厳しく，事業収支ベースで毎年３億円程度の赤字を計上

しており，この赤字を組合員からの賦課金や海砂採取の保証金などの事業外収入によ
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り補う構図になっている。このような状況において，福岡市漁協の運転資金を確保す

ることが必要である。 

 ・貸付金の使途：福岡市漁協が行う事業の運転資金 

  ※なお，貸付申請にあたっては，本貸付金につき，販売事業につき８０００万円，購

買事業につき６億２０００万円，管理費につき２億５０００万円，立替金（補助金

の立替）につき５０００万円を，それぞれ充てる計画であるとされている。 

 ・根拠法律・条例・規則・要綱等：なし 

※予算について議会の承認を得る。 

※平成２３年３月９日に，平成２３年度分の貸付の「申請」がなされ，同年４月１日

付で，市と福岡市漁協との間で，契約書が交わされている。 

 ・保証人の有無：なし 

 ・物的担保の有無：なし 

 ・延滞が生じた場合の損害金の定め：年１４．６％（延滞が生じた日から１月を経過す

るまでの間は年７．３％） 

ウ 本貸付金の補足説明 

  福岡市漁協からは，平成２３年３月９日に，本市に対して，貸付申請がなされている

が，運転資金を必要とする主な内容として，①販売事業の拡大に伴う運転資金（販売事

業に関する諸費用，販売未収金），②購買事業の拡充に伴う運転資金（漁協一括購入に

かかる仕入原価の支払），③管理費（人件費・業務費・施設費等），④立替金（共同施設

の設置にかかる補助金等が支給されるまでの一時立替金）が挙げられており，以下の貸

付金の月別計画が挙げられていた。 

                                単位：百万円 

  ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 合計 

購買 支払 95 100 110 100 70 95 90 85 85 40 40 50 960 

貸付 450   100   70      620 

販売 支払 35 30 30 20 20 20 25 25 30 20 20 25 300 

貸付 50   30         80 

管理費 支払 50 35 40 85 50 50 40 40 95 40 40 90 655 

貸付 200   30   30      250 

立替金 支払       50      50 

貸付       50      50 

合計 支払 180 165 180 205 140 165 205 150 210 100 150 165 1965 

貸付 700   150   150      1000 
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  なお，平成２３年度の決算書における短期借入金の用途別使途は，「購買事業運転資金」

につき６億円，販売事業運転資金につき１億円，その他につき３億円であったとの報告

がなされている模様である。 

エ 過去の外部監査等 

(ｱ) 平成１５年度包括外部監査 

  同監査で本貸付金について取り上げられ，「福岡市は，福岡市漁協の経営安定と強化を

図る必要から貸付を行っているが，どのような状態をもって経営安定，強化というのか，

あいまいな記載となっている。このような記載では，貸付の終期が明示されたものとは

言えない。貸付に際しては，終了する時期が明らかとなるように貸付理由を記載する必

要がある。」との意見が述べられている。 

これに対して，担当課によれば，「この意見が述べられて以降は，起案文に，市漁協

の財務状況や資金調達の内容を記載するとともに，貸付の終期についても自立漁協とし

て機能できるまで支援すると明示する対応を行っている。」とのことであった。 

また，同監査においては，「１０億円の貸付金額が必要とされる算定根拠は，契約に

関する伺書に記載されていない。貸付金額の算定根拠を伺書に明記すべきである。」，「福

岡市漁協には１０億円の貸付の必要性はないものと考える。福岡市は回収時期を明示す

べきである。」との意見が述べられている。なお，ここでいう「回収時期」とは，上記

のとおり，福岡市漁協に対しては，合併により設立された当初である平成５年度当時か

ら，毎年１０億円の貸付・返還が繰り返されているところ，この貸付を廃止または縮小

する時期のことを指しているものと解される。 

これに対しては，担当課によれば，「この意見に基づき，漁協が総合的に事業展開を

するために必要な運転資金を算定根拠とし，内訳を明記している。また，漁協経営を取

り巻く環境は，むしろ厳しさを増している。平成１５年当時から現在においても，事業

収支ベースでみると，毎年３億円近くの赤字を計上しており，この赤字を，組合員から

の賦課金や海砂採取の補償金などの事業外収入により補うという構図が続いている。つ

いては，今後，福岡市漁協が，徐々に経営基盤が充実強化される状況を見ながら，自立

漁協として機能し，事業収支の赤字が解消されるまでは支援が必要であると考えてい

る。」とのことであった。 

なお，同監査においては，当時貸付金利率が無利息であったところ，「福岡市漁協の

財政状態からは，無利息とする理由はない。利息を取ることを検討すべき。」としてい

たところ，この意見を受けて，平成１６年度以降は０．０２％の利息を取ることとなっ

た。 

(ｲ) 平成１４・１５年度行政監査 

  同監査において，「団体の運転資金等に充てるための貸付については，借入団体の経営

状況や貸付金の運用状況等を見ながら，貸付金の必要性の有無や貸付金のあり方につい
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て，適宜検討が加えられる必要がある。借入金の借入団体の余剰金や積立金の状況など

経営状況について，適宜，その把握に努めるとともに，貸付金の必要性やその額，必要

な時期に貸付を行っているかなどについて，さらに分析・検討を進められ，貸付金の適

切な運用に努められたい。」との意見が述べられている。 

 

(2) 問題点 

ア 貸付に関する「公益上の必要性」 

(ｱ) 貸付金においても，その支出にあたっては，「公益上の必要性」がなければならないこ

とは当然であろうと考える。そもそも，地方公共団体が行う貸付も，住民の税金を財源

とするものであることからすると，公共性ないし公益性の認められないような支出は，

地方公共団体存立の基本理念に反して許されないし，地方公共団体においては，支出負

担行為は法令又は予算の定めるところに従って行わなければならず（地方自治法第２３

２条の３），地方財政法第４条第１項は，「地方公共団体の経費は，その目的を達成する

ための必要かつ最小の限度を超えて支出してはならない」旨を定め，同法第８条も，「地

方公共団体の財産は，常に良好の状態において管理し，その所有の目的に応じて最も効

率的に運用しなければならない」旨を定めていることなどから，やはり「公益上の必要

性」のない貸付が許容される余地はないというべきである。 

  この点，貸付金は，反対給付を求めない一方的な給付である補助金とは異なり，返還

を前提として交付される性質のものであることから，政策目的実現のために要する負担

は補助と比較しては低い。そのため，貸付による手法は，補助によるそれと比して，よ

り柔軟な運用や裁量の行使が許容されるとは考えうるであろう。しかし，貸付金は，逆

に返還を前提とするものであるが故に，その「公益上の必要性」，すなわち，「その貸付

を行うことによってどのような公益目的が実現されるのか？本当にその貸付が公益目

的達成のために必要なのか？効果が上がっているのか？」などに関する意識や検討が乏

しいままに，漫然と継続される傾向があるということも否めないように思われる。予算

は有限であり，その貸付や予算の確保によって，他の政策目的実現のための支出が制限

されることが，常に念頭に置かれるべきである。 

(ｲ) この点，漁業は食糧政策の根管に関わる部分であり，福岡市漁協が福岡市の漁業の維

持・振興のために，一定の公益的役割を果たしていることは確かであろうと思われる。 

しかしながら，福岡市漁協の運転資金のために，毎年１０億円もの金額を２０年近く

にわたって継続的に融資し続けていることの妥当性・相当性については疑問なしとしな

いところであり，公益上の必要性の観点から慎重な検討が必要なところである。 

(ｳ) 福岡市漁協に対する貸付にあたっては，毎年予算審議を通じて議会のチェックがなさ

れている。また，同漁協から「福岡市漁業協同組合に対する貸付について（申請）」と

題する申請書が提出され，そこには，「貸付の目的」，「運転資金の主な内容」，「貸付金

７－15



の使途に関する事業計画・月別計画」等の内容が記載されている。さらに，同漁協から，

各事業年度の事業報告・財務諸表・事業計画等が記載された業務報告書等が提出されて

いる。 

  しかし，貸付申請における書類から読み取れる「貸付の目的」や「貸付の必要性」の

記載では，漁家経営が厳しい状況にあること，漁家経営の厳しさと漁家の後継者不足等

によって漁協経営も厳しい現状にあり「事業収支」ベースでの多額の赤字が継続してい

ること，これに伴い運転資金の資金繰りについても厳しい状況にあることという程度で

ある。どうして各事業について，その時期に，その金額が必要となるのか，また，今後

の漁協経営について本貸付による支援を通じてどのように改善しようとしているのか

などについては，明らかでなく，慎重かつ十分な検討がなされているとは感じられなか

った。 

  具体的には，上記のように購買事業については，「月別計画」によると，「購入計画」

金額９億６０００万円に対して，合計６億２０００万円の貸付を受けることが必要とさ

れ，４月に４億５０００万円，７月に１億円，１０月に７０００万円の貸付を受けて，

全額を年度末に返済する計画とされている。この購買事業については，燃油・資材物資

等の仕入原価の支払に充てることを目的としているようであるが，購入計画によると特

に年度当初に多額の支払が必要であるとの内容も読み取れない一方，１月ないし３月期

には比較的購入計画金額が少なくなっている。１月ないし３月期に比較的購入計画金額

が少ない理由については，担当課によれば，冬期は禁漁期間の関係で漁が行えないこと

が多く，購買事業も低調に止まることによるとのことが一つの理由であるとのことであ

るが，仮にそうであったとしても，この貸付がどのように回転・運用することを予定し

て計画が立てられているのかは判然としない。 

同じく，販売事業についても，４月と７月にそれぞれ５０００万円，３０００万円の

貸付を受けることが必要とされつつも，やはり「支払計画」によれば，比較的毎月の計

画は平準化されているところ，この貸付をどのように回転・運用することを予定してい

るのかも判然としない。 

管理費にあっても，７月，１２月に「支払計画」が大きくなっているのは，この時期

に賞与等の支払が予定されていることからかと思われるが，かといって貸付時期は４月

に２億円，７月に２０００万円，１０月に３０００万円となっている。 

立替金については，これは漁協が国・県・市からの水産振興事業等の補助金を受領す

るまでに先行して支出することに対する資金繰りとのことであるが，１０月に貸付を受

けることが不可欠であること，これを年度末まで償還できないことの理由は判然とせず，

また，本市から敢えて半年間の資金繰りのための融資を受けなければ，漁協経営に重大

な影響を生ずるものかも疑問なしとせず，十分な検討がなされているとは思われない。 

  さらに，平成２３年度の業務報告書では，本貸付金について，上記のとおり購買事業
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運転資金に６億円，販売事業運転資金に１億円，その他に３億円が充てられた旨の報告

がなされているが，当初の資金計画とは必ずしも一致していない。 

この点，平成２２年度においては，当初の資金計画では，購買事業運転資金に６億２

０００万円，販売事業運転資金に８０００万円，管理費２億円，立替金に１億円を必要

とするとの申告であったところ，同年度の業務報告書では，購買事業運転資金に６億５

０００万円，販売事業運転資金に１億円，その他に２億５０００万円が充てられた旨の

報告がなされている。なお，平成２１年度を見ると，当初の資金計画では，購買事業運

転資金に６億５０００万円，販売事業運転資金に５０００万円，管理費２億円，立替金

に１億円を必要とするとの申告であったところ，同年度の業務報告書では，購買事業運

転資金に６億５０００万円，販売事業運転資金に１億円，その他に２億５０００万円が

充てられた旨の報告がなされている。やはり当初の資金計画との一致は見られない。 

貸付にあたっての契約書では必ずしも貸し付けられた資金について各用途毎の限定

が存するものではないようだが，契約書第２条に「漁協は，貸付金の運用にあたっては，

漁協が実施する事業の円滑な推進により，漁協経営基盤の充実，強化と健全な発展を図

るため確実な運用方法により適正かつ効率的に運用しなければならない。」，同第８条に，

「漁協は，貸付金を第１条（漁協の事業の円滑な運営を図る），第２条に規定する目的

以外に運用してはならない。」とされており，申請書を提出させ，貸付金の使途内容・

月別計画等を提出させている趣旨からすれば，決して看過できる齟齬とは言い得ず，当

初の資金計画，事業報告における各用途について，格別の根拠がある数字とも感じられ

ない。 

(ｴ) 平成１５年度の包括外部監査においても意見が述べられているとおり，平成５年以降

毎年１０億円の貸付・返還が繰り返されているところ，このサイクルの終期は上記包括

外部監査時点でも明示されておらず，それから１０年近くが経過した現在においても明

示されていない。その目処も立っていないようである。後述のとおり，年度末の返済は

行われているものの，その原資は金融機関からの短期借入によっており，年度初めには

その返済のための資金繰りのために本市から借入を行うことが予定されている。また，

同じく後述のとおり，返済を確実にするための物的担保を取るなどの保全措置も採られ

ていない。 

このような終わりの見えない貸付の継続，運転資金の使途や必要性の曖昧さなどから

照らすと，実質的には「貸付」ではなく，もはや「出資」に類するものと評価すべきと

ころであり，貸付との形式が採られることによって，また，貸付金として年度末に一括

返済されることによって，本市の実質的「出資」の実態が明らかにならないことも問題

であると言わざるを得ない。 

なお，平成２１年６月２３日付，総務省自治財政局長による「第三セクター等の抜本

的改革の推進等について」（総財公第９５号）における通知，「公的支援の考え方」と題
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する項目において，「第三セクター等に対する短期貸付けを反復かつ継続的に実施する

方法による支援は，安定的な財政運営及び経営の確保という観点からは，本来長期貸付

けまたは補助金の交付等により対応すべきものであり，当該第三セクター等が経営破綻

した場合には，その年度の地方公共団体の財政収支に大きな影響を及ぼすおそれがある

ことから，早期に見直すべきである。」との意見が示されているところである。 

(ｵ) 上記（エ）と関連して，本貸付金の必要性について，平成１５年度の包括外部監査当

時から，「事業収支ベースで毎年多額の赤字が計上されている。事業収支ベースでの黒

字化がなされるまで支援を継続する必要があり，その予定がある。」との旨の説明がな

されている。 

しかしながら，必ずしも本貸付金の必要性を基礎づける「資金繰り」の問題は事業収

支ベースでの黒字・赤字とは直結しない。また，現状において，事業収支ベースでの黒

字化は，残念ながら，短期的にはもとより，中長期的にも，期待できるような状況には

ないように思われる。一方で，福岡市漁協については，毎年数億円の事業外収益を上げ

ており，その結果，経常収支ベースでは黒字を確保している。その内容としても，賃貸

料収入や補償金収入，委託料収入が多くを占めており，比較的安定的な収入が期待でき

るものである。これらの事業外収入についても，福岡市漁協が有する資産等の効率的な

運用等によって増加させ，経営安定に資することも期待でき，また，その努力を促すべ

きである。少なくとも，本貸付金の必要性の検討にあっては，専ら事業収支ベースだけ

で論ずるのではなく，経常収支ベースで評価・検討すべきである。 

また，年度末の本貸付金の返済にあたっては，金融機関からの短期借入金によって賄

っているが，その金額は平成２３年度では５億円に止まる模様であり（なお，平成２２

年度では５億円，平成２１年度では４億円，平成２０年度では３億５０００万円と，次

第に増加している模様ではある。），残りについては自己資金によって調達している模様

である。 

これらの事情からしても，真に現状において，１０億円という金額の継続的な貸付が

現状において必要であるかは疑問を禁じ得ないところである。 

(ｶ) これらの事項については，平成１５年度の包括外部監査において述べられている意見，

すなわち，「福岡市は，福岡市漁協の経営安定と強化を図る必要から貸付を行っている

が，どのような状態をもって経営安定，強化というのか，あいまいな記載となっている。

このような記載では，貸付の終期が明示されたものとは言えない。貸付に際しては，終

了する時期が明らかとなるように貸付理由を記載する必要がある。」との意見，「１０億

円の貸付金額が必要とされる算定根拠は，契約に関する伺書に記載されていない。貸付

金額の算定根拠を伺書に明記すべきである。」，「福岡市漁協には１０億円の貸付の必要

性はないものと考える。福岡市は回収時期を明示すべきである。」との意見において，

既に言及がなされ，早急な検討・改善が促されていたものと考えられる。にもかかわら
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ず，既に１０年近くが経過するも根本的な検討・改善がなされたものとは到底考えがた

い。少なくとも，直ちに，実質的な「出資」とも化してしまっている，１０億円との多

額の貸付の継続の必要性・相当性について，十分な検討・見直しがなされることが必須

であると考える。 

(ｷ) 総論において言及・指摘したとおり，総務省通知も指摘する形式的に単年度償還を繰

り返すことの問題性，危険性については，本貸付金についても妥当する。早急に改めら

れるべきである。 

 

☞指摘１７ 

★ 現状において，福岡市漁協に対して，毎年１０億円の貸付を継続する必要性

があるか，大いに疑問がある。 

少なくとも，貸付に関する申請にあたっては，より具体的な資金繰りの必要

性や資金計画等を提出させ，資金の回転等も考慮して，どの時期に，どの金額

の貸付が真に必要であるのかを，具体的に検証・検討すべきである。 

   

☞指摘１８ 

★ 本貸付金は，形式的には単年度貸付と償還を繰り返しているが，実質的な「出

資」であると評価すべき現状にある。 

貸付であるとするならば，抽象的な「福岡市漁協の経営安定と強化を図る必

要」などという理由でなく，どのような状態をもって経営安定・強化というの

かを具体的に明らかにし，その具体的な計画を示させた上で，実質的な償還の

実現，「貸付の終期」を明示すべきである。 

もし，これが難しいとするのであれば，政策目的実現のために「貸付」とい

う手法によるべきであるのか，根本からの検討が必要である。 

   

☞指摘１９ 

★ 実質的には長期の貸付ないしは出資であるのに，貸付の長期化と「返済」の

実態を見誤らせる，単年度貸付・償還の繰り返しについては，早急に改めるべ

きである。 

 

☞意見４４ 

☆ 申請時における資金計画と，実績報告との間に齟齬が見られる。その齟齬が

生じた理由について確認・検証すべきである。 
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☞意見４５ 

☆ 福岡市漁協に対して，毎年１０億円の貸付を行う必要性については，その事

業収支だけでなく，経常収支ベースでの検討が必要である。福岡市漁協に対し

ては，本来的事業のみならず，資産の効率的な運用等を促し，事業外収入に属

する項目についての収入増のための方策を検討させ，これを通じての経営安定

化も促すべきである。 

 

イ 本貸付金の根拠について 

 本貸付金については，根拠となる条例・規則等はもとより，要綱等の定めもないまま，

福岡市漁協からの申請，本市と福岡市漁協との間の契約書が取り交わされるのみによっ

て貸付が実行されている。総論でも述べているとおり，要綱は，当該貸付金制度そのも

のの公益性や必要性を検討する機会となるだけでなく，貸付継続の可否を検討する基準

ともなるものであるところ，上記アで述べた本貸付金制度及び現実の運用に見られる問

題点は，本貸付金に関して根拠・基準となるべき要綱等の定めもないことが原因の一つ

となっているものと考えられる。 

 

☞指摘２０ 

★ 貸付金制度を開始・継続するにあたっては，少なくともその根拠・基準と

なる要綱等が必要である。少なくとも早急に要綱を作成すべきである。 

 

ウ 貸付金の保全 

本貸付にあたり締結されている契約書においては，第６条において，「市は，貸付金

に係る債権保全上必要があると認めるときは，漁協に対して担保の提供を求めることが

できる。」との条項が入っている。 

しかし，現状において，市は，本貸付金に関して，福岡市漁協から物的・人的担保を

設定していない。 

福岡市漁協の財務状況を見ると，１０億円の貸付に関して，担保を設定しなくとも早

期かつ確実な回収が確保される状況にあるとは決して思われない現状にある。そもそも，

本件貸付は，事業に関する運転資金のための貸付であり，返済のかなりの部分を金融機

関からの短期借入によって賄っているとのことであると言うのである。 

一方で，福岡市漁協は担保力・収益力のある不動産等を有しているとのことである。

これらに対して担保を設定し，万一の不履行の際の債権の保全措置を行うことは必須で

あると考える。 

なお，「組合員出資金が１２億円程度ある」というのは，不履行のリスクや不履行の

際の回収可能性とは直接関係がなく，担保を設定しない（設定しなくてよい）理由とは
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ならない。 

 

☞意見４６ 

☆ 本貸付金に関して，適当かつ十分な担保を設定すべきである。 

 

エ 期限の利益喪失条項 

  本貸付にあたっての契約書においては，第９条において，「漁協がこの契約条項を履行

しなかったときは，市はこの契約を解除できる。この場合，漁協は，市がとった措置に

対して一切の異議申し立てをすることができない。」との定めはあるが，これ以外に期

限の利益喪失に関する定めはない。 

  本貸付については，１００％確実な回収が期待できる性質のものではなく，相応の不

履行のリスクが存するものであるから，上記担保の設定と併せて，福岡市漁協において，

経営破綻，支払停止，著しい信用低下，担保への強制執行等が生じた際の期限の利益喪

失条項を盛り込むべきである。 

 

☞意見４７ 

☆ 本貸付契約において，貸付先の経営破綻，支払停止，著しい信用低下，担

保への強制執行等が生じた際の期限の利益喪失条項を盛り込むべきである。 

 

オ 契約書について 

  本貸付にあたっては，本市及び福岡市漁協との間で，毎年度，契約書原本２通が作成

されて取り交わされているが，市保管分には収入印紙が２０万円分貼付されていた。成

立した契約の存在・内容を証明するための原本には所定の収入印紙を貼付すべきことは

当然であるが，これも毎年単年度貸付・償還を繰り替える形式を採っていることによる

デメリットの一つであるといえる。 
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３ 福岡県漁業信用基金協会貸付金 

 

貸付金名 福岡県漁業信用基金協会貸付金 

貸付開始年度 昭和 46 年度 担当部・課 漁業部水産振興課 

根拠法律，条例，規則，要綱等 なし 

マニュアル，手引き等 なし 

広報 なし 

貸付先（最終借主） 福岡県漁業信用基金協会 

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） ０．０３％ 

貸付金の趣旨・目的 

福岡県漁業信用基金協会は，沿岸漁業者，水産加工業者等の債務保証

機関であるところ，協会の信用保証能力を向上させ，資金借り入れを円

滑にすることにより，本市水産物の安定供給，水産業の振興を図る。 

貸付金の概要 （千円） H19 H20 H21 H22 H23 

予算額  250,000  190,000  129,000 129,000  96,000  

当年度 

貸付実績 

貸付金額  250,000  190,000  129,000 129,000  96,000  

貸付件数 １  １  １   １ １  

回収すべき金額（当年度分）（Ａ）  250,000 190,000   129,000 129,000 96,000  

回収済み金額（当年度分）（Ｂ）  250,000 190,000   129,000 129,000 96,000  

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）） 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

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 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 なお，上記回収済み金額及び回収すべき金額には利息は含まない。 

 

 

 

単年度償還 
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(1) 現状 

ア 福岡県漁業信用基金協会について 

(ｱ) 福岡県漁業信用基金協会は，中小漁業融資保証法に基づく，漁業者，水産加工業者等

のための債務保証機関であり，昭和２９年４月に設立されたものである。福岡市水産業

金融資金融資制度においては，本協会の債務保証を受けることが融資条件とされている。 

同協会は，本市を含む県内の地方公共団体，福岡市漁協等の水産業協同組合，漁業関

係者，福岡県信用漁業協同組合連合会（信漁連）等の金融機関の出資によって成り立っ

ている。平成２４年３月現在の各出資金の状況は以下のとおりである。 

 

 出資金（千円） 

福岡県   444,450 

福岡市   62,400 

その他市町村   216,100 

水産業協同組合   218,950 

漁業者（個人・法人）    16,100 

信漁連    48,550 

その他金融機関    27,050 

合 計 1,033,600 

 

なお，福岡県水産局長，各漁協理事などとともに，本市農林水産局水産部長が本協会

の理事に就任し，同協会の運営に参加している。 

(ｲ) 福岡県漁業信用基金協会は，平成１３年１月に水産庁から経営状況が特に悪化してい

る漁業信用基金協会（純資産額が出資金額を下回っている）として経営改善計画の提出

を求められ，平成１３年度中に，国，地方公共団体，関係団体等からの財政支援を中心

とした経営改善計画を策定し，提出した。 

この経営改善計画の実施期間は，平成１３年度から平成２７年度までの１５年間とさ

れていたところ，平成１８年２月に，日本遠洋底曳網漁業信用基金協会との合併により

財務基盤が強化され，平成２０年度において改善計画の目標であった繰越欠損金の解消

を実現した。これを受け，平成２２年度に，これまでの経営改善計画の内容を改定した

「中期経営計画（平成２２年度～平成３０年度）」を策定して，現在に至っている。こ

の中期経営計画においては，さらに健全な協会運営体制の構築を目指し，本来業務であ

る保証業務の推進・拡大等を行って収支を改善していくとともに，これまでの国や地方

公共団体等からの財政的支援額の軽減を目指していくことが述べられている。 

(ｳ) 平成２４年３月３１日現在の福岡県漁業信用基金協会の貸借対照表，損益計算書の概
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要は以下のとおりである。 

 

 ＜貸借対照表＞                          （単位・千円） 

科 目 金 額 科 目 金 額 

流動資産 

 現預金 

 前払費用 

 未収収益 

 その他流動資産 

 

固定資産 

 有形固定資産 

 無形固定資産 

投資その他資産（投資

有価証券・求償権など） 

 

保証債務見返 

279,332 

256,117 

3,960 

11,924 

7,330 

 

3,089,506 

48,809 

174 

3,040,522 

 

 

3,085,387 

流動負債 

 短期借入金 

  １年以内返済予定長期借入金 

 前受収益 

 未払費用 

 その他流動負債 

 

固定負債 

長期借入金 

納付準備金 

引当金 

特別準備金 

 

保証責任準備金 

保証債務 

   負債合計 

出資金 

交付金 

繰入金 

準備金 

繰越利益金 

当期利益金 

有価証券評価差額金 

   純資産合計 

691,903 

200,000 

477,100 

8,102 

2,212 

4,488 

 

1,288,388 

189,300 

1,087,439 

4,608 

7,040 

 

12,897 

3,085,387 

5,078,576 

1,033,600 

11,983 

278,863 

37,196 

0 

1,623 

12,383 

1,375,649 

資産合計 6,454,226 負債・資本合計 6,454,226 
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 ＜損益計算書＞                          （単位・千円） 

科 目 金 額 科 目 金 額 

事業収入 

 保証料 

 受取保険金 

 受取奨励金 

財務収益 

その他収益 

 受取助成金 

 雑収益 

経常収益計 

 

特別利益 

収益合計 

63,029 

20,978 

42,000 

51 

37,884 

7,473 

7,471 

1 

108,387 

 

9,460 

117,848 

 

事業直接費 

事業管理費 

 

 

財務費用 

その他費用 

 

 

経常費用計 

  差引 当期経常利益 

特別損失 

費用合計 

    差引 当期利益 

49,302 

45,952 

 

 

338 

10,630 

 

 

106,224 

2,162 

9,999 

116,224 

1,623 

 

イ 福岡県漁業信用基金協会貸付金について 

  本市は，福岡県と共に，昭和４６年度から福岡県漁業信用基金協会に対して，信用保

証業務の強化，充実を図るため，貸付を実施している。昭和６３年に，本市は，それま

での１億５０００万円からさらに３億円の追加貸付を実施し，市の貸付金額は４億５０

００万円となった。平成１３年度には貸付金額を３億円に減少させたが，同協会の経営

改善計画には，地方公共団体からの支援措置として，福岡県及び福岡市からの低利貸付

を受けることも一内容になっていたことから，以降も貸付を継続している状況にある。 

   ＜福岡市・福岡県による貸付金額の推移＞           （単位：百万円） 

 Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 

福岡市 ３００ ３００ ３００ ３００ ３００ ２５０ １９０ １２９ １２９ ９６ ８３ 

福岡県 ４００ ４７６ ５７６ ５７６ ７７６ ５７６ ４３６ ２９７ ２９７ ２２０ １８８ 

  ＜「中期経営計画」における借入金の返済計画との対比＞    （単位：百万円） 

  Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ 

計 

画 

福岡市 １９０ １２９ １２９ ９６ ８３ ８３ ４０ ４０ ４０ ４０ ４０ 

福岡県 ４３６ ２９７ ２９７ ２２０ １８８ １８８ ８６ ８６ ８６ ８６ ８６ 

実 

際 

福岡市 １９０ １２９ １２９ ９６ ８３ ― ― ― ― ― ― 

福岡県 ４３６ ２９７ ２９７ ２２０ １８８ ― ― ― ― ― ― 

                         ※なお，上記はいずれも期初残高 
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  本市の貸付金については，平成１６年度までは無利息であったが，平成１７年度以降

は０．０３％の利息を徴収している。 

  本貸付金については，本市と同協会との間で毎年度初に「福岡県漁業信用基金協会に

対する市費貸付に関する契約書」を締結している。貸付期間は毎年度の４月１日から３

月３１日までとされており，本市は，この約定に従い，毎年度末に元本及び利息の支払

を受け，翌年度初に再び契約書を締結して貸付を行っている。上記のとおり，平成１８

年以降，本市及び福岡県はそれぞれ貸付金額を減少させている。 

なお，本契約書の第６条には，本市が債権保全上必要があると認めるときは，同協会

に対して担保の提供を求めることができ，同協会は直ちにこれを提供しなければならな

いとの約定があるが，現在のところ，人的・物的担保の提供は受けていない。 

本市の貸付金については，上記契約書第２条において，「協会は，貸付金の運用にあ

たっては，・・・確実な運用方法により適正かつ効率的に運用しなければならない。」と

の規定があり，結局，同協会は本市から低利での資金調達を受けることで，これを有価

証券等で運用し，その運用益によって収益を得，もって同協会の経営を改善することを

企図しているものと言いうる。 

 

ウ 過去の外部監査等 

(ｱ) 平成１５年度包括外部監査において本貸付金について取り上げられているが，この中

で，貸付金の終了時期と貸付金額として，「協会の財政状態及びその機能から貸付金は

必要であるが，貸付開始から既に３３年を経過し，経営改善計画ではさらに平成２７年

まで支援時期を延長するなど回収が長期化している。福岡市は，協会の理事会の一員と

して，理事会に参加し，経営状況の把握を行っているが，貸付金の終了時期を明示しな

いままでは，市民の理解を得られない。経営改善計画とあいまって，協会から貸付金の

返済計画をも提出させ，福岡市は，貸付金の終了時期を明示すべきである。」との意見

が述べられている。また，同じく「なぜ現在３億円が必要なのか合理的な算出基準はな

い。福岡市が独自に貸付金額の妥当性を検討する必要がある。」との意見が述べられて

いる。 

さらに，利息に関して，「貸付利率が無利息となっている理由の記載が伺書にはない。

利息についての考え方を伺書に記載し，従前は利息をとっていたのであるから低金利時

代とはいえ利息の徴収について検討すべきである。」との意見も述べられている。なお，

この意見を受けて，本市では平成１７年度からは０，０３％の利息を徴収する対応を採

ったとのことである。 

加えて，その他として，担保の提供に関して，「福岡市は，債権保全上必要があると

認める条件（例えば欠損状態になった場合等）を明確にし，当該条件に該当すれば担保

の提供を求めることを検討すべきである。」との意見も付されている。この点に関して
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は，「当協会は沿岸漁業者等の円滑な借入を行うために特別法により設置された法人で

あり，その経営安定のため，国及び県が必要に応じて経営支援を行っていること及び貸

付金は国債等の安全な資産で運用していることから担保は特に求めていない。」との担

当課からの応答が述べられている。 

(ｲ) 平成１４・１５年度行政監査において，「団体の運転資金等に充てるための貸付につい

ては，借入団体の経営状況や貸付金の運用状況等を見ながら，貸付金の必要性の有無や

貸付金のあり方について，適宜検討が加えられる必要がある。借入金の借入団体の余剰

金や積立金の状況など経営状況について，適宜，その把握に努めるとともに，貸付金の

必要性やその額，必要な時期に貸付を行っているかなどについて，さらに分析・検討を

進められ，貸付金の適切な運用に努められたい。」との意見が述べられている。 

 

(2) 問題点 

ア 本貸付金について 

(ｱ) 本市が福岡県漁業信用基金協会に対して貸付を行う必要性について，担当課によれば，

「同協会が債務保証している業界は，経営規模が零細で信用力が低い沿岸漁業者，水産

加工業者等であり，協会の保証がないと金融機関の融資が受けられない実態がある。そ

のため，地元の県を含む地方公共団体，漁協，系統組織が厳しい状況にある同協会の経

営を支援し，協会の経営体質を強化し信用保証能力の維持を図る必要がある。」との説

明であった。 

  確かに，本市においても，漁業・水産業の振興を図ることは重要政策の一つであり，

沿岸漁業，水産業を取り巻く環境が年々更に厳しさを増していることからすると，漁

業・水産業に対して一定の支援を行い，その維持・発展を図ることは公益上も必要であ

るとは思われる。 

ただ，本市においては，各種貸付・助成制度を設けて，福岡市漁業協同組合，漁業者・

水産業者などに対して様々な支援を行っているところである。そして，本貸付金は，結

局，同協会が本市から低利での資金調達を受けることで，これを有価証券等で運用し，

その運用益によって収益を得，もって同協会の経営を改善することを企図しているもの

と言いうるところであって，いわば本市が「利ざや」分の助成を行っているものと同視

しうる。福岡市漁業協同組合，漁業者・水産業者などに対する直接の支援に加えて，債

務保証を行っている福岡県漁業信用基金協会に対して，既に行っている多額の出資の他

に，本貸付金をもって財政支援を継続することが，漁業・水産業の振興を図るという目

的を果たすために必要かつ有効なのかは，様々な評価があろうかと思われる。 

(ｲ) 本貸付金については単年度の貸付・償還を繰り返しているものであるが，実質的には，

上記１イで述べたとおり，昭和４６年度以降，特に昭和６３年の合計４億５０００万円

に貸付金額を増額して以降の貸付が継続しているものであり，いわば，本市から福岡県
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漁業信用基金協会への長期貸付について，同協会から本市に対して断続的に返済が行わ

れている状況にあるものと考えることができる。 

  平成１５年度の包括外部監査において，本貸付金について，貸付開始から既に長期間

経過しているにもかかわらず，その金額の妥当性も，返済計画も見えないままに回収が

長期化している現状について厳しい指摘がなされている。それ以降，毎年の貸付金額は

漸減し，平成２２年度の「中期経営計画」において更に貸付金額を減少させていく計画

が同協会から示され，現在のところこれに従って漸減しているところではある。これは

これで，平成１５年度の包括外部監査における指摘の趣旨に沿って改善してきていると

評価しうるところではあるが，しかしながら，同中期経営計画によっても，なぜか平成

２５年度中に，４３００万円の「返済」がなされて，「貸付残高」が４０００万円にな

って以降は，平成３０年度まで「返済」が計画されていない。すなわち，平成１５年度

の包括外部監査における指摘の言葉を借りれば，「未だ，協会から貸付金の返済計画が

十分に示されておらず，貸付金の終了時期が明示されていない」状況にあると言わざる

を得ず，「貸付金の終了時期を明示しないままでは，市民の理解を得られるものではな

い」というべきところである。 

  どうして，平成２６年度以降は，貸付金の「返済」が予定できないのか，どうして貸

付を継続することが必要なのか判然とせず，「貸付」の固定化が危惧されるところであ

る。 

  元々，本貸付金による経営支援は，例外的・緊急的なものであったと理解されるとこ

ろであり，これが固定化し，既得権化することは望ましいものではない。本市において

は，平成１５年度の包括外部監査の指摘の趣旨を今一度再確認し，「貸付金の終了時期

を明示するとともに，現状の貸付金額の妥当性を検討する必要がある」ものと考える。 

(ｳ) 総論において言及・指摘したとおり，総務省通知も指摘する形式的に単年度償還を繰

り返すことの問題性，危険性については，本貸付金についても妥当する。早急に改めら

れるべきである。 

 

☞意見４８ 

☆ 本貸付金に関しては，確かに，福岡県漁業信用基金協会の中期経営計画に基

づき，断続的に「返済」され，貸付金額が漸減しているところであるが，同計

画によっても，未だ同協会から貸付金の返済計画が十分に示されておらず，貸

付金の終了時期が明示されていない状況にある。元々，本貸付金による経営支

援は，例外的・緊急的なものであったと理解されるところであり，これが固定

化し，既得権化することは望ましいものではない。 

本市においては，貸付金の終了時期を明示するとともに，現状の貸付金額の

妥当性を再度検討する必要がある。 
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☞指摘２１ 

☆ 実質的には長期の貸付であるのに，貸付の長期化と「返済」の実態を見誤ら

せる，単年度貸付・償還の繰り返しについては，早急に改めるべきである。 

 

イ 本貸付金の根拠について 

 本貸付金については，根拠となる条例・規則等はもとより，要綱等の定めもないまま，

福岡県漁業信用基金協会からの申請，本市と同協会との間の契約書が取り交わされるの

みによって貸付が実行されている。総論でも述べているとおり，要綱は，当該貸付金制

度そのものの公益性や必要性を検討する機会となるだけでなく，貸付継続の可否を検討

する基準ともなるものであるところ，上記アで述べた本貸付金制度と実態に見られる問

題点は，本貸付金に関して根拠・基準となるべき要綱等の定めもないことが原因の一つ

となっているものと考えられる。 

 なお，付言するに，要綱等の策定は，これによって本貸付金の固定化，既得権化を許

容するものであってはならないことは当然である。本貸付金の趣旨，目的を明確にする

とともに，特に，本貸付金にあっては，現状の貸付の必要性・妥当性に関する不断のチ

ェック・検討を行うためのものであり，「貸付金の終了時期の明示」するためのもので

ある。 

 

☞指摘２２ 

☆ 貸付金制度を開始・継続するにあたっては，少なくともその根拠・基準と

なる要綱等が必要である。少なくとも早急に要綱を作成すべきである。 

 

ウ 担保について 

  本貸付金については，平成１５年度の包括外部監査において，上記のとおり，担保を

提供させることを検討するようにとの意見が述べられているところであるが，未だ，本

市は担保の提供は受けておらず，また，担保の提供を受ける条件も明確にしていない。 

  この点，「当協会は沿岸漁業者等の円滑な借入を行うために特別法により設置された法

人であり，その経営安定のため，国及び県が必要に応じて経営支援を行っていること及

び貸付金は国債等の安全な資産で運用していることから担保は特に求めていない。」と

の担当課からの応答がなされているが，本市において担保の提供を受ける必要がないと

の理由としては必ずしも的を射ていない。 

  本市は，福岡県漁業信用基金協会に対して多額の出資を行っていることから，本貸付

金について担保を得たところで，同協会に信用危機が生じたときには少なからずの損失

が生じることは避けられないところである。ただ，現在も「貸付残高」も決して少額で
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はなく，その「返済」時期も不確定であることから，契約書第６条に基づき，一定の担

保を得ておくこと（例えば，不動産の他，保有する有価証券等に担保を付すことも考え

られる）は検討すべきであると考える。 

 

☞意見４９ 

☆ 本貸付金については，現在も「貸付残高」も決して少額ではなく，その「返

済」時期も不確定であるという現状を踏まえて，契約書第６条に基づき，一定

の担保を得ておくことも検討すべきである。 
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４ 福岡市水産業金融資金 

 

貸付金名 福岡市水産業金融資金 

貸付開始年度 昭和 49 年度 担当部・課 水産部水産振興課 

根拠法律，条例，規則，要綱等 
福岡市沿岸漁業振興金融資金制度要綱ほか 

（各融資対象事業毎に要綱がある） 

マニュアル，手引き等 なし 

広報 農林水産局ホームページに制度概要掲載，金融機関から需要者に案内 

貸付先（最終借主） 

沿岸漁業振興：福岡県信用漁業協同組合連合会 

遠洋漁業振興：福岡銀行，西日本シティ銀行 

水産加工業振興：福岡銀行，西日本シティ銀行，福岡県中央信用組合 

魚滓集荷対策：福岡市水産加工公社 

水産加工業原料魚等購入：福岡銀行，福岡県中央信用組合 

（各漁業者，水産業者） 

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 

水産業者，漁業従事者等に対して，必要な設備資金及び運転資金等を

低利で融資することにより，本市の水産業振興及び水産業関係者の経

営改善と安定化を図る。 

貸付金の概要 （千円） H19 H20 H21 H22 H23 

予算額 2,899,000 2,645,000 2,564,000  2,364,000  2,364,000  

当年度 

貸付実績 

貸付金額 1,526,800  1,401,308 1,490,464 917,625 600,385  

貸付件数 4  4 4  2  2  

回収すべき金額（当年度分）（Ａ） 1,526,800  1,401,308 1,490,464 917,625 600,385  

回収済み金額（当年度分）（Ｂ） 1,526,800 1,401,308 1,490,464 917,625 600,385  

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）） 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

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 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  

単年度償還 
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(1) 現状 

ア 本貸付金の概要 

(ｱ) 福岡市水産業金融資制度は，本市の水産業振興及び水産業関係者の経営改善と安定化

を図るために，水産業者，漁業従事者等に対して，低利で，必要な設備資金及び運転資

金等を融資することを目的とするものである。また，災害や突発的な環境変化などによ

り，水産業者，漁業従事者等が被害等を受け，緊急に支援を行う必要がある場合にも緊

急対策資金として融資が行われている。近時では，平成２１年度に，原油価格高騰対策

資金として緊急対策資金の融資が実施されている。 

  本融資制度は，融資対象業種・事業などで，①沿岸漁業振興，②遠洋漁業振興金融，

③水産加工業等振興，④魚滓集荷対策，⑤水産加工業原料魚等購入の５つに区分される。

それぞれに要綱が定められている。 

  本融資制度の需要者は，本市の水産業者，漁業従事者等であるが，本貸付金は，金融

機関等に対して，本市が融資原資の全部または一部を貸し付け（預託し），金融機関等

が需要者に対して比較的低利での融資を実施する仕組みとなっている。 

(ｲ) 上記のとおり本融資制度については，大きく５つに区分され，それぞれに要綱が定め

られているが，内容面でも相互に大きく異なっている。 

  平成２３年４月１日現在における各制度概要については以下のとおりである。 

  

①沿岸漁業振興 

 ・要綱等：福岡市沿岸漁業振興金融資金制度要綱の他，同運用細則が存する 

 ・貸付先：福岡県信用漁業協同組合連合会(要綱第１１条) 

 ・融資対象者：漁業協同組合及びその支所並びにその組合員 

       （後継者育成資金については４４歳以下の組合員に限る）（要綱第２条） 

 ・融資条件：市内に住所を有し市税の滞納がない 

融資金の償還及び利子の支払について十分な能力を有する（要綱第３条） 

  ・保証・物的担保の要否： 

   保証会社の保証の要否：要（福岡県漁業信用基金協会） 保証料：１．０％ 

  ・貸付先による融資資金拠出の有無：なし（本市からの貸付を専らの原資としている） 

  ・預託利息の有無：なし 

  ・対象事業 

浅海増殖資金：浅海増殖事業（ノリ・わかめ等の養殖）を行うために必要な資材等

の購入資金 

   経営近代化資金：漁船（付属物含む）の建造・改造・取得等に必要な資金 

           漁業用施設の建造・改造・取得等に必要な資金 
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           漁具・養殖施設の取得等に必要な資金 

その他資金＝漁村の生活環境改善，漁業者の資質向上，漁協運営 

      について必要な施設の建設・改造・修理・取得 

   経営安定化資金：漁業経営の安定に必要な資金 

＝組合員：漁業経営つなぎ資金など，漁協：各事業資金など 

           漁協及び漁場の転換のために必要な資金 

   後継者育成資金：漁船（付属物含む）の建造・改造・取得等に必要な資金 

           漁具・養殖施設の取得等のために必要な資金 

           漁業経営の安定のために必要な資金 

種 類 
融資限度 

（以内） 

融資 

利率 

（以内） 

融資期間 

（据置期間） 

（以内） 

Ｈ２３年度： 

①予算額，②決算額， 

③融資件数，④新規件数・金額 

浅海増殖 

資金 

組合員： 

400万円 

組合：市長が

認める額 

1.45% 
９か月 

（なし） 

①４００万円 

②２００万円 

③１件 

④１件 ２００万円 

経営近代化 

資金 

組合員： 

2000万円 

組合：市長が

認める額 

公 害 防 止 施

設：3000万円 

1.4%（※） 

１５年度の

末日まで 

（翌年度末

日まで） 

（※） 

①１４億３５００万円 

※経営安定資金と共用 

②３億５５０２万円 

③８１件 

④４件 ３６９７万円 

経営安定 

資金 

組合員： 

1000万円 

組合：市長が

認める額 

1.4% 

７年度の 

末日まで 

（翌年度の

末日まで） 

①１４億３５００万円 

※経営近代化資金と共用 

②０円 

③０件 

④０件，０円 

後継者育成 

資金 

組合員： 

2000万円 

1.25%以

内 

１５年度の

末日まで 

（翌々年度

末日まで） 

①１億０１００万円 

②７８１６万円 

③１１件 

④０件，０円 

※水産業者が行う公害防止施設に必要な資金については，融資利率０％，融資期間は７

年度の末日まで，据置期間は当該年度の末日までとされている。 

 

②遠洋漁業振興 
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 ・要綱：福岡市遠洋漁業振興金融資金制度要綱 

 ・貸付先：福岡銀行，西日本シティ銀行（要綱第５条） 

 ・融資対象者：以西底曳網漁業，まき網漁業，大中型イカ釣り漁業，その他遠洋漁業

を営む個人，法人，協同組合（要綱第２条） 

 ・融資条件：市内に主たる事務所または対象船を有し，市税の滞納がない 

融資金の償還及び利子の支払について十分な能力を有する（要綱第３条） 

  ・保証・物的担保の要否： 

   保証会社の保証の要否：要（福岡県漁業信用基金協会） 保証料：１．０％ 

  ・貸付先による融資資金拠出の有無：あり（要綱第１２条） 

  ・預託利息の有無：なし 

  ・対象事業 

   経営安定化資金：出漁準備に要する資金 

漁業経営の安定に必要な資金 

組合の運用に必要な資金 

   経営近代化資金：近代化に必要な機械器具及び漁具の整備等に必要な資金 

           イカつり漁船の購入資金 

種 類 
融資限度 

（以内） 

融資 

利率 

（以内） 

融資期間 

（据置期間） 

（以内） 

Ｈ２３年度： 

①予算額，②決算額， 

③融資件数，④新規件数・金額 

遠洋漁業 

経営安定 

化資金 

①業者につき

１隻あたり

1700万円 

以西底曳網業

者：2000万円 

１社あたり

8000万円 

以西底曳網業

者：１億円 

②組合につき 

１億円または

１隻あたり

300万円の少

ない額 

1.53% 
２年 

（１年） 

いずれも０ 

最終の貸付は平成７年度 

遠洋漁業近 ①業者につき 1.62% ３年 いずれも０ 
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代化資金 １隻あたり

900万円 

以西底曳網業

者：1000万円 

１社あたり

5500万円 

以西底曳網業

者：6500万円 

②イカつり漁

船購入につき

１隻あたり

2000万円 

（１年） 

イカつり漁

船購入につ

き５年 

（１年） 

最終の貸付は平成７年度 

 

③水産加工業振興 

 ・要綱：福岡市水産加工業等振興金融資金制度要綱 

 ・貸付先：西日本シティ銀行，福岡銀行，福岡県中央信用組合 

 ・融資対象者：水産加工業者，魚介類販売業者，協同組合（要綱第２条） 

 ・融資条件：市内に主たる住所・事務所を有し，事業を６か月以上継続して営む者で

市税の滞納がない 

融資金の償還及び利子の支払について十分な能力を有する 

独立開業資金については，市内に住所を有し，市内で独立開業しようと

する者で，同一企業に引き続き７年以上勤務した，年齢２７歳以上の者

（要綱第３条） 

  ・保証・物的担保の要否： 

   保証会社の保証の要否：要（福岡県漁業信用基金協会） 保証料：１．０％ 

  ・貸付先による融資資金拠出の有無：あり（要綱第１４条） 

  ・預託利息の有無：なし 

  ・対象事業 

   経営改善資金：運転資金（原材料・資材の購入，水産物の加工・販売・運搬の事業

資金） 

          設備資金（生産・販売設備の改善・取得等） 

          共同事業資金（企業の集団化等） 

   独立開業資金：独立開業に伴う運転資金・設備資金 
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種 類 
融資限度 

（以内） 

融資 

利率 

（以内） 

融資期間 

（据置期間） 

（以内） 

Ｈ２３年度： 

①予算額，②決算額， 

③融資件数，④新規件数・金額 

運転資金 

個人・法人：

1500万円 

組合： 

3000万円 

通常：

1.7% 

短期：

1.5% 

通常：３年

（なし） 

短期：１年

（なし） 

①２００万円（※経営改善資金

全体金額，以下本表にて同じ） 

②０円，③０件 

④０件 ０円 

設備資金・

共同事業 
3000万円 1.45% ７年（１年） 

①２００万円（※） 

②２６万円，③１件 

④０件 ０円 

独立開 

業資金 
600万円 1.4% ５年（１年） 

①２００万円（※） 

②０円，③０円 

④０件 ０円 

 

④魚滓集荷対策 

 ・要綱：福岡市魚滓集荷対策資金制度要綱 

 ・貸付先：福岡銀行 

 ・融資対象者：福岡魚滓集荷協同組合及びその組合員，魚滓集荷業者（要綱第２条） 

 ・融資条件：福岡市水産加工公社に魚滓を搬入している者もしくは搬入すると認めら

れるもの 

融資金の償還及び利子の支払について十分な能力を有する（要綱第３条） 

  ・保証・物的担保の要否： 

   保証会社の保証の要否：要（福岡県漁業信用基金協会） 保証料：１．０％ 

  ・貸付先による融資資金拠出の有無：なし 

  ・預託利息の有無：なし 

  ・対象事業 

   設備資金：魚滓集荷自動車の購入及び改造 

   経営改善資金：運転資金 

 

種 類 
融資限度 

（以内） 

融資 

利率 

（以内） 

融資期間 

（据置期間） 

（以内） 

Ｈ２３年度： 

①予算額，②決算額， 

③融資件数，④新規件数・金額 

設備資金 １台 700万円 1.3% ５年（１年） 
いずれも０ 

最終の貸付は平成１３年度 
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経営改善 

資金 

組合員： 

700万円 

組合： 

1000万円 

1.6% ５年（１年） 
いずれも０ 

最終の貸付は平成１５年度 

 

⑤水産加工業原料魚等購入 

 ・要綱：福岡市水産加工業原料魚等購入金融資金制度要綱 

 ・貸付先：福岡銀行，福岡中央信用組合 

 ・融資対象者：水産加工業者，協同組合（要綱第２条） 

 ・融資条件：市内に主たる住所・事務所を有し，事業を６か月以上継続して営む者で

市税の滞納がない 

融資金の償還及び利子の支払について十分な能力を有する（要綱第３条） 

  ・保証・物的担保の要否： 

   保証会社の保証の要否：要（福岡県漁業信用基金協会） 保証料：１．０％ 

  ・貸付先による融資資金拠出の有無：あり（要綱第１４条） 

  ・預託利息の有無：なし 

  ・対象事業 

   水産加工業者の原料魚購入資金 

  

種 類 
融資限度 

（以内） 

融資 

利率 

（以内） 

融資期間 

（据置期間） 

（以内） 

Ｈ２３年度： 

①予算額，②決算額， 

③融資件数，④新規件数・金額 

原料魚購入 

個人： 

2000万円 

組合： 

4000万円 

福岡水産加工

業協同組合： 

4億 1000万円 

（うち鱈卵３

億円，調整保

管事業7000万

円，その他

4000万円） 

1.45% １年（なし） 

①８７００万円 

②０円 

③０件 

④０件 ０円 

最終の貸付は平成２０年度 
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(ｲ) 本融資制度に関しては，上記のとおり融資対象業種・事業毎に要綱が定められており，

融資を受けるための手続もそれぞれ異なっている。すなわち，①沿岸漁業振興について

は，需要者は信用漁業協同組合連合会に申込みを行い，同連合会から貸付協議書が関係

書類と共に本市に提出され，水産業金融資金審査会が開催されて，原資の預託を可とし

た場合には同連合会との間で「福岡市水産業金融資金の預託に関する約定書」を交わし

た上で，原資の全部を預託する流れとなる。一方，その他については，需要者は，受付

機関である本市（または③水産加工業等振興については福岡県中央信用組合でも可）に

対して借入申込書等の必要書類を提出した上で，受付機関において審査・調査を行い，

金融機関に送付して調査を行った上で，融資及び原資の預託を可とした場合に，同様の

約定書を交わした上で，金融機関が融資を実施して，本市が金融機関からの求めるとこ

ろにより，その原資の一部または全部を預託するという流れとなる。なお，②遠洋漁業

振興，⑤水産加工業原料魚等購入については，融資を実行する指定金融機関が複数ある

が，どの指定金融機関が融資を実行するかは需要者が任意に選択する取扱いとなってい

るとのことである。 

  本市から金融機関への預託（貸付）期間については，各要綱において「当該会計年度

の範囲内で預託する」と記載されており，また，取り交わされる約定書においても預託

期間が当年度末までとされている。そのために，金融機関は，本市に対して，当年度末

に，年度当初に預託した継続分の原資及び年度途中に預託した新規分の原資と合わせた

上で，償還することになる。そして，翌年度初に本市及び金融機関との間で約定書を交

わした上で，本市は継続分の原資を翌年度末まで再預託することになる。 

各要綱において，融資の決定は金融機関が行うこととされ，金融機関が「これに関す

る一切の責任を負う」こととされていること，金融機関から本市に対する預託金の償還

に関して，需要者から金融機関への償還の有無が条件とされていないことから，需要者

の滞納のリスクは専ら金融機関が負担することが予定されている。ただ，上記のとおり，

融資を受けるための要件として，各要綱に「融資金の償還及び利子の支払について十分

な能力を有すること」が挙げられていることから，本市においても需要者の支払能力に

ついては調査を行うべきこととなる。実際には，申込時に返済計画書や経営概況などの

書類を提出させた上で，内容につき確認する形で行っているとのことである。 

イ 過去の監査意見等，融資の現状 

(ｱ) 本融資制度については，平成１４・１５年度の行政監査において，「他の事業の予算

措置に影響を及ぼすものではないが，決算においては，予算額に対して相当額の不用額

を生じている状況が見受けられる。」，「相当額の不用額が出てきている状況にあるこ

とや近年の融資状況が減少傾向にあることを踏まえ，貸付実績の減少の要因等について

調査・分析を行うとともに利用者にとってさらに利用しやすい制度となるように改善策

を検討されたい。」との意見が述べられている。 
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(ｲ) 本融資制度については，平成１５年度の包括外部監査においても取り上げられており，

「融資件数，融資金額ともに年々減少している」，「水産加工業等振興資金，魚滓集荷

対策資金については，融資対象となる業者数も限定されており，融資残高，件数ともに

非常に少ない」との現状が述べられている。 

(ｳ) 本融資制度における本市の金融機関に対する貸付にかかる予算及び決算の推移につい

ては，冒頭の概要表のとおりである。上記ア（イ）等で述べたとおり，本融資制度のう

ち，実質的には沿岸漁業振興資金融資のみが比較的広く利用されているところであり，

その他についてはほとんど利用がなされていない現状にある。 

沿岸漁業振興資金融資に関して，金融機関から需要者に対する融資件数及び金額，新

規融資件数及び金額を合わせて再掲すると，以下のとおりである。 

 ＜沿岸漁業振興資金融資の推移＞ 

区 分 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 

予算 1,740,000 1,740,000 1,540,000 1,540,000 1,540,000 

決算 1,008,006 938,690 719,420 681,695 435,188 

融資件数 147 132 117 111 93 

うち新規件数 11 15 19 10 5 

うち新規金額 458,360 475,363 288,720 247,346 38,970 

                                  金額：単位千円 

(2) 問題点 

ア 本制度の必要性について 

(ｱ) 漁業・水産業は食糧政策の根管に関わる部分である一方，本市の漁業の中核をなす沿

岸漁業を中心に，漁業・水産業を取り巻く環境は年々更に厳しさを増している。漁業・

水産業は，農業と同じく，災害や突発的な環境変化などにより被害・影響を受けやすく，

その際支援を受けなければ，その経営に対して後からでは回復しがたい深刻なダメージ

が生じることがある。 

漁業・水産業者への融資原資を金融機関に預託することによって，金融機関からの漁

業・水産業者への十分かつ速やかな資金融通を促すという，本貸付金制度自体の必要性，

合理性は認められるものと考える。 

(ｲ) しかし，本融資制度については，融資対象者として，漁業協同組合（支所）も挙げら

れている。本市における唯一の漁業協同組合である福岡市漁業協同組合に対しては，本

市からは，既に福岡市漁業協同組合貸付金として毎年１０億円が本市から直接貸し付け

られて支援されており，また，補助金等も支出されているところであって，これとはさ

らに別に，さらに本融資制度を利用して支援を行う余地を与えているのは，公益上の必

要性・合理性の観点からも疑問があると思われるところである。 

さらに言えば，沿岸漁業振興について「漁業経営の安定に必要な資金」の融資を「漁
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協等」が利用する場合については，その対象資金は「①漁業用施設，用地等の取得のた

めの資金及びこれらに要した資金の償還金，②漁協における購買事業資金，③漁協にお

ける販売事業資金，④漁協における利用事業資金，⑤その他漁協の経営に必要な資金」

とされている（細則：第２条）ところであって，もはや何らの限定にもなっていない。

また，「組合」に対して行う融資限度額についても「市長がその都度認める額」と規定

されていて（要綱：別表），こちらも何らの限定にもなっていない。 

  担当課からは，これまで本制度に基づいて漁業協同組合に対して融資がなされた事例

はなく，想定もしていないとの説明であったが，そうであれば誤解を与えることがない

ように，要綱及び細則を改めてその旨を明確にすべきである。 

 

☞意見５０ 

☆ 本融資制度において，本市から他の支援を受けている福岡市漁業協同組合を

融資対象者として想定していることについては，公益上の必要性・合理性の

観点から疑問があると言わざるを得ない。漁業協同組合に対して本制度を利

用して融資がなされた事例はなく，想定もしていないとのことであれば，要

綱及び細則を改めてその旨を明確にすべきである。 

 

イ 要綱・細則について 

(ｱ) 本融資制度の利用の中心をなしている沿岸漁業振興であるが，これに関しては，「福

岡市沿岸漁業振興金融資金制度要綱」と「福岡市沿岸漁業振興金融資金運用細則」が存

する。細則においては，「要綱第４条の別表に掲げる「浅海増殖資金」・「経営近代化

資金」・「経営安定資金」・「後継者育成資金」の円滑，かつ効率的運用を図るため，

次のとおり運用細則を定める。」とされており，細則は要綱を受けてさらに内容を具体

化するという位置づけにあるように理解される。 

  しかし，この両者において，「貸付限度」や「償還方法」に関して，例えば，以下の

ような齟齬とも思われる部分が存し，本融資制度の内容・運用がどのようになっている

か，かえってわかりにくくなっている。 

 例：経営近代化資金について 

  ○融資限度額 要綱：組合員２０００万円 

（必要資金量に対する限度割合につき定めなし） 

         細則：必要資金量の８割とする 

  ○融資期間  要綱：１５年度の末日まで以内の期間 

             翌年度の末日まで以内の期間において償還を据え置く 

         細則：①貸付後２年以内の据置期間を設け，その後据置期間を差し引

いた残存期間に分割償還する 
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            ②貸付後据置期間を設けず，１０年以下の分割償還する 

            （担当課によれば，上記①または②のいずれかを需要者が選択

するとの理解であるようである。） 

            ③天災又は災害等により，やむを得ず規定の償還ができない場

合には，償還方法に特例を設けることがある。 

             （これが融資実行後の償還困難が生じた際の猶予等を定めた

ものか，当初から上記①，②の方法での償還ができない場合

を想定して例外的取扱いの余地があることを定めたものか，

文言からは全く不明である。） 

  「貸付限度」や「償還方法」は，あくまでも本融資制度内容そのものであって，細則

や運用で要綱を事実上修正すべきものではなく，要綱で明確に定めるべきである（例え

ば，融資限度額を「必要とする資金の８割」と定めるのであれば，これは要綱において

定めるべきである。）。そもそも，本貸付金制度に関して，要綱と細則とを分けて定め

る必要性も感じないが，もし敢えて分けるというのであれば，例えば要綱は融資制度内

容と必要な手続の流れ等について定め，細則については，要綱に規定した範囲内で，具

体的な解釈基準や手続における必要書類や書式等を定めるなどと，その棲み分けを明確

にして，利用者から見て分かりやすく整理すべきである。 

 

☞意見５１ 

☆ 沿岸漁業振興に関する「福岡市沿岸漁業振興金融資金制度要綱」と「福岡市

沿岸漁業振興金融資金運用細則」との間に，相互に齟齬とも見られる部分が

存する。「貸付限度」や「償還方法」など，本融資制度内容そのものに関す

るものについては，細則や運用で要綱を事実上修正すべきものではなく，要

綱で明確に定めるべきである。本貸付金において，要綱と細則を分ける必要

は感じないが，もし分けるのであれば，誤解の余地などがないよう，相互の

定めを整理すべきである。 

 

(ｲ) 水産加工業振興における独立開業資金に関しては，要綱上，「融資を受けることがで

きる者は，次の条件を備えていなければならない。」とされている（第３条）。 

  ①市内に住所を有し，かつ市内に事務所を有していること。 

  ②融資の対象となる事業を申し込み以前６か月以上継続して営んでいること。 

  ③市税の滞納がないこと。 

  ④（独立開業資金については，）市内に住所を有し，市内で独立開業しようとする者

で，同一企業で引き続き７年以上勤務し，年齢２７才以上であること。 

  ⑤融資金の償還及び利子の支払いについて十分な能力を有すること。 
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しかし，水産加工業の振興のために，これから独立開業しようとする者を支援すると

いう趣旨であるのに，①，②で，既に市内に事務所を有し，かつ，６か月以上事業を継

続することを要件とするのは明らかに不合理である。また，④で，「同一企業で引き続

き７年以上勤務していること」を支援のための要綱において絶対条件としているのも，

不合理であるというべきである。 

なお，確かに，商工金融資金融資などにおける独立開業に関する資金融資にあたって

は，一定程度の企業での勤務経験や社会経験を要件として求められていることがあるも

のの，それは，概ね「同一の職種で通算して一定期間以上勤務している（した）こと」

が求められる程度で，また，それも絶対条件として定められているものでもない。 

例えば，①，②，④の要件としては，「本市内に住所を有し，本市内で融資の対象と

なる事業（水産加工業）を新たに独立開業しようとする者で，（原則として同一職種に

通算して○年以上勤務した経験を有し，）水産加工業に関する相当の経験，意欲または

アイデアを有すると認められる者」という程度が相当であろう。 

 

☞意見５２ 

☆ 水産加工業振興における独立開業資金において，要綱上，既に市内に事務所

を有し，かつ，６か月以上事業を継続することを要件とするのは明らかに不

合理である。また，「同一企業で引き続き７年以上勤務していること」を支

援のための要綱において絶対条件としているのも，不合理であると思われ

る。これらの要綱上の要件については改められるべきである。 

 

ウ 本制度利用の現状について 

  以前の行政監査及び包括外部監査でも言及されているとおり長年にわたり本制度の利

用は低迷しており，予算額に対して大きな不用額が生じている現状にある。 

  この点，福岡市農林業金融資金に関連して述べたように，仮に本貸付金における予算

が「他の事業の予算措置に影響を及ぼすものではない」というものであったとしても，

予算額と実際の決算額の甚だしい乖離が継続的に続いている状況は，予め予算を立てて

議会のチェックを受け，これに基づき各施策を実施・推進するという予算制度の趣旨か

らすれば，決して望ましいものではない。 

  本制度も，災害や突発的環境変化などが発生した際の緊急対策ということも担ってい

るところであるが，やはり過去の実績に照らしても毎年１０億円以上もの予算上の余裕

を確保して備えておかなければならないものとは言い難い。もし，およそ予めには想定

もしがたい大災害や環境の激変が発生し，漁業者・水産業者に対して多額の資金支援が

必要となったとしても，それは改めて議会のチェックを経た補正予算を通じて対応すべ

き事柄であろう。 
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  なお，本制度の利用低迷の原因に関しても，農林業と同じく，景気低迷や漁業者・水

産業者の厳しい経営状況等を原因とする，漁業者・水産業者の資金需要そのものの減退

が大きな要因に挙げられるところであるが，やはり本制度の趣旨・目的に照らし，でき

るだけ需要者である漁業者・水産業者のニーズに沿った制度内容となるよう，検討を継

続されたい。 

   

☞意見５３ 

☆ これまでの利用実績等に照らして，予算額が明らかに過大である。予算額と

実際の決算額の甚だしい乖離が継続的に続いている状況は，予算制度の趣旨

からすれば決して望ましいものではなく，予算額は過去の実績等に照らして

合理的な範囲で算出・設定すべきである。 

 

エ 単年度預託について 

本貸付金は，単年度預託をしており，その問題点については総論で述べたとおりであ

る。 

また，現在行われている単年度預託を前提としても，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。 

  すなわち，本制度においては，いわば，当年度末の償還と翌年度初の再預託が制度と

して予定されているというべきものであるが，要綱上は，「この制度による資金，当該

会計年度の範囲内で預託する。」とされているのみであって，再預託を制度として予定

されていること，この預託の繰り返しがいつ終了するのかが，要綱上明らかでないから

である。 

 

☞意見５４ 

☆ 単年度預託については，できるだけ速やかに改めるべきである。 

 

☞意見５５ 

☆ 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分かるような要綱

等に改正すべきである。 
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５ 福岡市農業及び漁業集落水洗便所改造資金融資 

 

貸付金名 福岡市農業及び漁業集落水洗便所改造資金融資 

貸付開始年度 昭和 60 年度 担当部・課 水産部漁港課 

根拠法律，条例，規則，要綱等 
下水道法第１１条の３ 福岡市集落排水処理施設条例 

福岡市農業及び漁業集落水洗便所改造資金融資制度要綱 

マニュアル，手引き等 特になし 

広報 集落排水事業に関するパンフレット 

貸付先（最終借主） 

農業集落につき，福岡市農業協同組合 

漁業集落につき，福岡県信用漁業協同組合連合会 

（同集落において，くみ取り式便所を水洗式便所に改造しようとする者） 

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 

貸付先から農業集落及び漁業集落処理区域内においてくみ取り便所を

水洗便所に改造しようとする者に対して必要な資金の融資を行うことによ

り，同区域内において水洗便所の普及を促進する（要綱第１条） 

貸付金の概要 （千円） H19 H20 H21 H22 H23 

予算額   25,248 11,720 5,712  5,515  3,440  

当年度 

貸付実績 

貸付金額 2,955  968 389  75 0  

貸付件数 2  1  1  1 0  

回収すべき金額（当年度分）（Ａ） 2,955  968  389  75 0  

回収済み金額（当年度分）（Ｂ） 2,955 968 389 75 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）） 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% －% 

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 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 

平成２０年度以降の需要者に対する新規貸付の実績はない。漁業集落

に関しては平成１９年度に，農業集落に関しては平成２２年度に，それぞ

れ需要者からの償還が完了している。なお，需要者は金融機関からの貸

付を受けるにあたり連帯保証人を立てることが必須とされている。 

単年度償還 
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(1) 現状 

ア 農業及び漁業集落排水事業について 

  農業集落及び漁業集落においては，いわゆる「公共下水道」とは別途に，「農業集落排

水施設」・「漁業集落排水施設」（以下，これらを「集落排水施設」と総称する）が設置

され，下水処理が行われている。 

  公共下水道は市街化区域を中心に整備されているところ，農業・漁業集落においては，

離島や市街地から離れている地域であり，公共下水道の整備が行き届きがたいところ，

市民に対する公平性の観点から，農業・漁業集落にも下水道の便益を享受させるべく，

比較的小規模な処理施設を設置して処理を行うこととしているものである。なお，集落

排水に関しては，本市の「集落排水事業特別会計」に対して，排水処理設備工事にあた

り，国・県から補助金が拠出されている。 

本市においては，「農業集落及び漁業集落における生活環境の整備を図ることにより，

公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全に寄与するため」に，「福岡市集落排水処理

施設条例」を定めて，集落排水施設を設置し，農業集落及び漁業集落における下水道サ

ービスを提供している。各集落排水施設の設置や維持管理等については，公共下水道を

所管する道路下水道局ではなく，農林水産局の漁港課において所管して行っている。 

現在，農業集落排水地区は６か所，漁業集落排水地区は５か所であり，うち西浦地区，

宮浦地区は農業・漁業合併地区である。 

なお，集落排水施設については概成しており，新規の設置予定地区はない。 

  

農業集落排水 

地区 供用開始 処理区域(ha) 計画戸数（戸） 計画人口（人） 備考 

西浦 Ｈ７．７ 15.0 120 550 漁業と合併 

勝馬 Ｈ１０．８ 5.5 89 490  

曲渕 Ｈ１０．８ 4.8 78 410  

宮浦 Ｈ１１．８ 7.3 109 410 漁業と合併 

小田 Ｈ１３．８ 17.8 221 1310  

草場 Ｈ１６．４ 3.7 33 160  

計  54.1 650 3330  

 

漁業集落排水 

地区 供用開始 処理区域(ha) 計画戸数（戸） 計画人口（人） 備考 

弘 Ｓ６０．６ 8.9 126 600  
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西浦 Ｈ７．７ 13.8 223 1000 農業と合併 

宮浦 Ｈ１１．８ 9.7 180 840 農業と合併 

玄界島 Ｈ１３．８ 14.6 233 1220  

小呂島 Ｈ１６．４ 3.5 63 260  

計  50.5 825 3920  

 

なお，本市の下水道整備の状況等については，第９章の「１ 福岡市水洗便所改造資

金貸付金」（Ｐ９－１）を参照されたい。 

イ 福岡市農業及び漁業集落水洗便所改造資金融資の概要 

(ｱ) 第９章の「１ 福岡市水洗便所改造資金貸付金」（Ｐ９－１）で述べたとおり，下水道

法は，広く国民に対して公による下水処理が開始された場合にくみ取り便所を水洗便所

に改造する義務を課し，市町村及び国において国民の水洗化義務の履行のために，適切

な援助を行うべきことを，それぞれ定めている。なお，本市においては，集落排水施設

により下水を排除することができる地域（処理区域）に関しては，別途「福岡市集落排

水処理施設条例」においても，「処理区域内においてくみ取り便所が設けられている建

築物を所有する者」は，その区域において公による下水処理が開始されてから「３年以

内」に，「その便所を水洗便所に改造しなければならない」と，下水道法第１１条の３

第１項と同様の規定を設けている。 

(ｲ) 公共下水道による処理区域について，くみ取り便所から水洗便所への改造資金を融通

することによって水洗便所の普及を推進する制度が，「水洗便所改造資金貸付金」制度

であるが，集落排水施設による処理区域における同旨の制度が，本「福岡市農業及び漁

業集落水洗便所改造資金融資」制度である。 

  これらは，同じ趣旨による制度であるが，需要者（本項では，「既設のくみ取り式便所

を水洗便所へ改造するための資金の融通を受けようとする者」をいう。）への資金融通

の仕組み等については大きく異なっている。すなわち，「水洗便所改造資金貸付金」に

ついては，「福岡市水洗便所改造資金貸付規則」を根拠として，本市から需要者に対し

て直接貸付が行われるのに対して，「福岡市農業及び漁業集落水洗便所改造資金融資」

については，上記規則に準拠しつつ，別途の「福岡市農業及び漁業集落水洗便所改造資

金融資制度要綱」に基づき，本市から福岡市農業協同組合（農業集落）及び福岡県信用

漁業協同組合連合会（漁業集落）（以下，本項において「金融機関」という。）に対して

需要者への貸付原資を預託し，金融機関から同要綱に基づき需要者に貸付が行われると

いう仕組みとなっている。金融機関は需要者からの現実の返済の有無にかかわらず，本

市に対して預託金を返還することを要するから，需要者の滞納のリスクは専ら金融機関

が負担することになる。 
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一方で，本市は，金融機関に対して，金融機関との「覚書」に基づき，「預託金額の

１％」の「事務費」を，「金融機関が請求した日から３０日以内」に支払うこととなっ

ている（覚書第４条）。この点，実際には，毎年度末の決算時に，「当年度の回収（予定）

額」に対する１％の事務費を，金融機関からの請求に基づき支払う取扱いとなっている

ようである。すなわち，Ｘ年度初に金融機関から需要者への４０万円の貸付に伴い，本

市から金融機関に対して４０万円を預託し，これを金融機関が需要者に貸し付け，需要
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者が金融機関に対してこれを４０回／月に分けて均等返済する事例であった場合には，

Ｘ年度末には４０万円が金融機関から本市に対して返済され，Ｘ＋１年度には改めて本

市から金融機関に２８万円が預託される。この場合，Ｘ年度の回収（予定）金額は１２

万円であるから，本市から金融機関に対しては，この回収（予定）金額の１２万円の１％

に相当する１２００円が事務費として金融機関からの請求により別途支払われる。同じ

く，Ｘ＋１年度末には，２８万円が金融機関から本市に対して返済され，Ｘ＋２年度に

は改めて本市から金融機関に１６万円が預託される。この場合も，Ｘ＋１年度の回収（予

定）金額は１２万円であるから，本市から金融機関に対しては，この回収（予定）金額

の１２万円の１％に相当する１２００円が事務費として金融機関からの請求により別

途支払われる・・・という仕組みである。 

(ｳ) 「水洗便所改造資金貸付金」との異同につき念頭に置きながら，以下に詳説する。 

a まず，共通点であるが，融資対象となる工事は，既設のくみ取り便所を水洗便所に改

造するための便器及びこれに付随する器具の工事，並びに，これと同時に施行する排

水管の新設工事などの一定の工事とされており（要綱第２条），「水洗便所改造資金貸

付金」のそれと同じである。 

また，融資対象者についても，以下の各号の要件を満たす者とされて，⑤については

市長が特に必要と認めた場合には３年以上経過した場合でも貸付を行えるとの例外が

定められている（要綱第３条）ことも，「水洗便所改造資金貸付金」と同様である。 

 

①処理区域内の家屋の所有者又は改造について所有者の承諾を受けた家屋の使用者 

  ②改造工事の費用を一時に負担することが困難であること 

  ③貸付けを受けた資金の償還能力を有すること 

  ④一定の職業又は相当の資産を有する連帯保証人（市長が特に必要と認めた場合を除

き，本市に住所を有する者に限る。）を１名以上立てることができること 

  ⑤処理区域の公示があった日から３年以内に改造工事をする者であること 

  ⑥市税を完納していること 

 

融資の額については，「福岡市水洗便所改造資金貸付規則に準ずる」とされている（要

綱第４条）ことから，改造しようとする便所１か所につき４３万円以内ということにな

る。また，貸し付けた資金の償還期限は，原則として貸付の翌月から４０か月以内の毎

月均等払とされ，貸付金には「利息をつけない」（要綱第５条）こと，貸付を受けよう

とする場合には上記のとおり必ず連帯保証人を１名以上立てることとされているが，こ

れらについても，「水洗便所改造資金貸付金」と同様である。その他，一定の場合に期

限の利益を喪失する旨の条項があること，償還金の未納の場合の「延滞金」の定めがあ

ること，やむを得ない事由が存する場合に償還金の支払いを猶予することがあるとされ

７－48



ていることも共通する。 

b 一方，本制度の実施のために，本市は，上記「福岡市農業及び漁業集落水洗便所改造

資金融資制度要綱」を定めている他，金融機関との間で実施のための「覚書」を締結し

ている。 

新規貸付にあたっては，需要者は，「水洗便所改造資金融通申込書」を金融機関に提

出して申し込むこととされている。これを受けた金融機関は，本市に対し，所定の協議

書を提出して融資実行の承認を求め，貸付原資の預託を求める。本市は，先立つ排水設

備新設工事に関する確認申請や完了検査手続などを通じて，工事及び需要者が要綱に定

める要件に合致しているかなどについて確認した上で，金融機関への預託の可否を判断

し，可とした場合には金融機関に対して貸付原資の預託を行う。金融機関は，本市から

の原資の預託を待って，需要者に対して，所定の貸付を実行する。 

  需要者は，金融機関に対して，融資を受けた日の属する月の翌月から各月末日限り償

還を行っていくことになるが，金融機関は，「当該月の償還金に相当する額の預託金」

を，翌月の１０日までに本市に対して償還することとされている。ここで，要綱第７条

において「金融機関は，・・・市長と協議のうえ貸付の可否を決定し，これに関する一

切の責任を負うものとする。」とされ，上記協議書にも金融機関が「一切の責任を負う」

ことが記載され，また，金融機関から本市に対する償還に関して，需要者から金融機関

への償還の有無が条件とされていないから，需要者の滞納のリスクは専ら金融機関が負

担することが予定されている。 

  金融機関から需要者に対する融資については，原則として４０か月間の均等返済によ

るものであるから，この融資が年度をまたぐことが予定されているところであるが，本

市と金融機関との間では毎年度当初に「覚書」が交わされ，預託期間を当年度４月１日

から３月３１日までの１年間としている。そのため，金融機関から需要者への融資残高

に相当する，本市から金融機関への預託金について，年度末に一旦金融機関から本市に

償還させた上で，改めて覚書を締結して翌年度初めに「継続分」として再預託するとい

う形が取られている。なお，上記（イ）のとおり，金融機関から毎年度末の決算時に別

途「事務費」の請求がなされる。 

ウ 貸付及び回収状況 

本貸付金の毎年度の貸付及び債権の状況は，冒頭の概要表記載のとおりである。本貸

付金については，本市と金融機関との間の年度途中の需要者への新規貸付実施のための

預託の他に，年度末に一旦償還を受けて年度初めに再預託するという形が取られている

ために，毎年度継続分を含めた予算が計上され，金融機関に対する預託が発生している

が，金融機関と需要者との間では平成２０年度以降新規貸付の利用実績はない。また，

平成２２年度中には需要者から金融機関への償還も完了したため，平成２３年度には本

市から金融機関への預託自体も行われていない実態にある。 
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２ 問題点 

ア 公益上の必要性・貸付手法 

(ｱ) 公衆衛生の向上等の目的のために，下水道法及び福岡市集落排水処理施設条例が，国

（市）民に対して，くみ取り便所を水洗便所に改造する義務を課し，市町村及び国にお

いて国（市）民の水洗化義務の履行のために，適切な援助を行うべきことを求められて

いることからすると，本貸付金制度を通じて必要な資金を融通することによって，水洗

便所の普及を促進することについては，一定の公益上の必要性が存し，合理性があるも

のと考える。 

(ｲ) なお，下水道整備が途上の時期においては，福岡市水洗便所改造資金貸付金及び本制

度の利用も多かったようであるが，概成した現状においては，本制度に対する需要も少

なく，利用が低迷しているところである。処理区域であるにもかかわらず，未だ水洗化

が行われていない世帯も残るところであり，その理由が，本制度により改造資金の無利

子融資が受けられるとは言え，あくまでも貸付であり，最終的には需要者が改造費用の

負担を行わなければならないことから，需要者において，そこまでの金銭的余裕がなく，

必要性までを感じないということにあるのだとすれば，貸付という政策手法の限界を感

じるところではある。しかしながら，くみ取り式便所を水洗便所に改造することによる

利益を直接受けるのは改造を行った世帯であって，公益的利益は比較的間接のものに止

まることからすれば，全面的に補助等の一方的な給付の手法に改めるというのも躊躇を

覚えるところではある。ただ，このような現状を踏まえて，現行の水洗便所改造補助金

の要件及び内容等（第９章「１ 福岡市水洗便所改造資金貸付金」における（１）「エ 

水洗便所改造補助金について」（Ｐ９－８～）を参照）について検討することもあり得

るかと思われる。 

(ｳ) 本貸付金においては，目的を同じくする福岡市水洗便所改造資金貸付金と比較すると，

実質的には，金融機関に１パーセントの事務手数料を支払う代わりに，貸付金の回収手

続とそのリスクを金融機関に負担させるという点に特色がある（なお，貸付実行にあた

っての手続等については，本市または需要者において手続が簡易であるとの印象は受け

ない。）。この１パーセントの事務手数料が，貸付金の回収手続とリスク回避の便益に対

して高いか，安いかについては評価が難しいところであるが，人員・体制を整えている

公共下水道事業に対して，集落排水事業については，実質，主査１名，嘱託職員２名で

業務を担っている状況にあること，福岡市水洗便所改造資金貸付金においては，相当の

滞納が発生しており，現に処理に苦慮しているところからすると，不合理とは言い切れ

ないものと考える。ただ，「公共下水道」か「集落排水施設」かによって取扱いを異に

している現状はやや奇異の感も受けるところであり，どちらかに統一されることも検討

されるべきところであろう。 
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  本貸付金についても，需要者が借入を受けるにあたっては連帯保証人を立てることが

必須の条件であるとされているところであるが，適当な連帯保証人を立てることが困難

であるために本制度の利用が難しい需要者もいるとも考えられることからすると，特に，

本市は事務手数料を負担していることでもあるから，金融機関の審査とリスクの下に例

外的な取扱いの余地を作ることも，利用の拡大と政策目的達成のために検討には値する

ように思われる。 

   

☞意見５６ 

☆ 本制度にあっては，利用が低迷している現状とその原因を踏まえた上で，本

貸付金または関連制度の内容・要件等について，今一度再検討することが必要

かと考える。 

 

イ 福岡市農業及び漁業集落水洗便所改造資金融資制度要綱について 

  本貸付金については，「福岡市農業及び漁業集落水洗便所改造資金融資制度要綱」が定

められているが，この要綱の記載が，需要者・金融機関のどちらに宛てたものか，融資

の条件なのか金融機関の責務なのか等が，はっきりしない部分が見られる。 

  すなわち，例えば，第８条は，「融資の決定を受けた者に，指定された期日までに水洗

便所改造資金借用書又は金銭消費貸借契約書に本人及び連帯保証人の印鑑証明書を添

えて提出させるものとする。」とあるが，その主語がはっきりとしておらず，他でも同

様に主語が判然としないものが見られる。また，第１０条は，「融資の決定を受けた者

又は融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には，その決定を取消し，又

は融資金の全部若しくは一部を一時に償還させることがある。」との規定があるが，そ

の決定を取り消すのは誰であるのか，その判断は誰が行うのかなどについて明らかでな

い。同じく，第１２条も，「災害，盗難，疾病，負傷その他やむを得ない理由により支

払期日に償還金を支払うことが著しく困難となったと認められるときは，申請により償

還金の支払を猶予することがある。」との規定があるが，この「申請」は需要者が行う

ということかと思われるが，償還金の支払が著しく困難であるとの評価や，支払猶予の

判断は，市が行うのか，金融機関が行うのか，はっきりしない。 

  また，本制度において，本市から金融機関への事務費の支払は本制度の重要な特徴を

なすものであり，要綱において，事務費の支払やその内容・支払手続についても明記す

べきである。 

 

☞意見５７ 

☆ 本制度にあっては，本市，金融機関，需要者が関係し，本市が需要者の家屋
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の水洗化を図る目的で，本市・金融機関間で資金の預託をし，金融機関・需要

者間で同預託金を原資として貸付を行うものである。 

要綱については，各条項が，誰の誰に対する権利・義務，権限・責務等を定

めたものかを整理・明示すべきである。 

   

☞意見５８ 

☆ 要綱において，本市から金融機関に対する「事務費」支払の事実やその内容・

支払手続についても明記すべきである。 

 

ウ 金融機関との「覚書」について 

  上記のとおり，本市は，金融機関との間で毎年度当初に「覚書」を取り交わす取扱い

としているところ，この覚書については，本市と金融機関との間の貸付（預託）契約の

具体的内容を定めているものと理解されるが，この覚書の内容が実際の取扱いと大きく

齟齬が生じている。 

  例えば，福岡市農業協同組合との間で，平成２２年４月１日に交わされた「覚書」に

よると，第４条に「預託事務費」として，「（１）本市は，預託金額の１パーセントに相

当する金額を事務費として支払う。（２）本市は，前号の事務費を，福岡市農業協同組

合が請求した日から３０日以内に支払う。」との定めがある。この点，上記１イ（イ）

記載のとおり，実際には，毎年度末の決算時に，「当年度の回収（予定）額」に対する

１％の事務費を，金融機関からの請求に基づき支払う取扱いとなっているとのことであ

るが，上記条項を素直に読むと，本市は，年度当初または年度中の「預託金額」に対し

て１％の事務費を支払う義務があるかように思われる。すなわち，上記１イ（イ）であ

げた，「Ｘ年度初に金融機関から需要者への４０万円の貸付に伴い，本市から金融機関

に対して４０万円を預託し，需要者が金融機関に対してはこれを４０回均等返済する事

例」では，Ｘ年度末には４０万円が金融機関から本市に対して返済され，Ｘ＋１年度に

は改めて本市から金融機関に２８万円が預託されるが，Ｘ年度には預託金額の４０万円

に対する１％の４０００円，Ｘ＋１年度は再預託金額の２８万円に対する１％の２８０

０円，Ｘ＋２年度は再預託金額の１４万円に対する１％の１４００円を支払わなければ

ならないように読むのが自然ということになってしまうのである。 

  本「覚書」は，本市と金融機関との権利義務内容を定めるものであるから，本市にと

って不利益な解釈が行われることがないように注意して条項を定めるべきである。 

 

☞指摘２３ 

★ 契約（覚書）については，実際の取扱いに即した内容にすべきであるし，本
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市にとって不利益な解釈が行われることがないように注意して条項を定める

必要がある。 

 

エ 単年度預託について 

本貸付金は，単年度預託をしており，その問題点については総論で述べたとおりであ

る。また，現在行われている単年度預託を前提としても，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。 

すなわち，上記のとおり，金融機関から需要者に対する融資については，原則として

４０か月間の均等返済によるものであるから，この融資が年度をまたぐことが予定され

ているところであるが，本市と金融機関との間では，預託期間は当年度４月１日から３

月３１日までの１年間とされ，年度末に一旦金融機関から本市に償還させた上で，改め

て翌年度初めに「継続分」として再預託するという形が取られている。いわば，再預託

が制度として予定されているというべきものであるが，要綱上は，「資金は，当該会計

年度の範囲内で預託する」とされているのみであって，再預託を制度として予定されて

いること，この預託の繰り返しがいつ終了するのかが，要綱上明らかでないからである。 

 

☞意見５９ 

☆ 単年度預託については，できるだけ速やかに改めるべきである。 

 

☞意見６０ 

☆ 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分かるような要綱

等に改正すべきである。 

 

７－53



６ 福岡市中央卸売市場金融資金制度（協調融資） 

７ 福岡市中央卸売市場集荷対策金融資金制度（直接・協調融資） 

 

 まず，下の「はじめに」において福岡市中央卸売市場に関する説明をした後，上の２つ

の貸付金について述べることとする。 

 

はじめに（福岡市中央卸売市場の概要） 

１ 卸売市場の根拠法令及び福岡市における関係条例等 

ア 根拠法令 

 卸売市場法（最終改正平成２３年６月３０日），同法施行令（同），同法施行規則（最

終改正平成２３年８月３１日） 

イ 関係条例等 

 福岡市中央卸売市場業務条例（最終改正平成２４年３月２９日，以下「中央卸売市場

業務条例」という。），同施行規則（最終改正平成２４年４月２６日） 

 

２ 中央卸売市場の概要（卸売市場法） 

ア 卸売市場とは 

 「卸売市場」とは，生鮮食料品等 1の卸売のために開設される市場であって，卸売場，

自動車駐車場その他の生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて継続し

て開場されるものをいう（卸売市場法第２条）。 

 卸売市場には，中央卸売市場と地方卸売市場がある。 

イ 卸売市場の基本的な機能 

  卸売市場に求められる基本的な機能は，次のとおりである。 

 ① 集荷，分荷機能 

  全国各地の産地からまとまった単位で集荷し，多品目で大量の品揃えを確保す

るとともに，需要者のニーズに応じて迅速・効率的に，必要な品目，必要な量に

仕分けし捌いていく機能。 

 ② 価格形成機能 

  大量に集荷した荷について，需給状況に応じて迅速かつ公正で透明性の高い価

格形成を行う機能。 

 ③ 代金決済機能 

  出荷者に対し，卸売業者が卸売代金を迅速かつ確実に支払う機能。 

                            
1 野菜，果実，魚類，肉類等の生鮮食料品その他一般消費者が日常生活の用に供する食

料品及び花きその他一般消費者の日常生活と密接な関係を有する農畜水産物で政令の定め

るもの 
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 ④ 情報受発信機能 

  出荷者と需要者の中間に位置し，買い手である需要者側の情報を出荷者に，売

り手である出荷者側の情報を需要者に，的確に提供する機能。 

ウ 取引規制 

  中央卸売市場における売買取引は，公正かつ効率的でなければならない（卸売市場法

第３４条）とされ，主に次のような規制により取引の適正化が図られている。 

 ① 生鮮食料品等の区分に応じた，せり売，入札，相対 2といった売買取引の方法の

定め（同法第３５条）。 

 ② 卸売業者に対する，出荷者，仲卸業者，売買参加者の差別的取扱いの禁止。また，

当該市場の取扱品目の部類に属する生鮮食料品等につき，卸売のための販売委託の

申込があった場合は，正当な理由なくその引受けを拒むことはできない（同法第３

６条）。 

 ③ 卸売の相手方を，原則，仲卸業者及び売買参加者に制限（同法第３７条）。 

 ④ 原則，市場外物品の卸売の禁止（同法第３９条）。 

 ⑤ 卸売業者が卸売の相手方として買受けをすることの禁止（同法第４０条）。 

 ⑥ 仲卸業者が，販売委託の引受けをすること，卸売業者以外の者から買い入れて販

売することの，原則禁止（同法第４４条）。 

 ⑦ 売買取引の決済確保の為，決済方法は業務規程で定められる（同法第４４条の２）。 

エ 監督 

 農林水産大臣は，開設者若しくは卸売業者に対し，その業務若しくは財産に関する報

告を求め，また職員にそれらの検査をさせることができ（卸売市場法第４８条第１項）， 

開設者に対し，中央卸売市場開設の認可取り消しを含む監督処分をすることができる

（同法第４９条）。 

 開設者は，卸売業者若しくは仲卸業者に対し，その業務若しくは財産に関する報告を

求め，また職員にそれらの検査をさせることができ（同法第４８条第２項），卸売業務

の全部停止を含む監督処分をすることができる（同法第５０条）。 

 

３ 福岡市中央卸売市場の概要 

ア 沿革 

 終戦後の昭和２５年，福岡市において戦災復興のための大都市計画が進められ，その

一つとして，市民生活の安定と向上を図るために，中央卸売市場設置計画が具体的に推

進され，昭和３０年６月に福岡市中央卸売市場水産物部（鮮魚市場）が業務を開始し，

                            
2 相対とは，一の卸売業者と一の卸売の相手方が個別に売買取引を行なう方法をいう（卸

売市場法第３５条第１項第２号）。 
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昭和３４年９月には食肉市場，昭和３５年３月には青果市場（昭和４３年に現在地に移

転）が開場し，これにより，３部門の中央卸売市場が整備された。その後，昭和４９年

６月に西部市場（青果部），昭和５７年７月に東部市場（青果部）が開設されている。 

  鮮魚市場については，老朽化・狭隘化した市場基幹施設の抜本的な整備拡充と市民に

開かれた新しい市場づくりを推進するために，平成５年度より再整備事業に着手し，平

成１９年３月に完了している。 

  また，青果部３市場（青果・西部・東部の各市場）については，平成１２年３月に福

岡青果物流センターを完成させて供給を開始するなど，各市場施設の整備・拡充を実施

し，流通の円滑化・適正化に努めている。現在は，青果市場の一極集中化，施設の老朽

化・狭隘化等を解消し，将来にわたり市民へ青果物を安定供給していくために，青果部

３市場を統合し，アイランドシティでの新青果市場整備を進めている（新青果市場整備

事業）。 

  食肉市場 3については，平成１２年４月に新設の食肉市場を移転開場している。福岡

市中央卸売市場食肉市場は、食肉市場としては日本初のＩＳＯ認証を取得しており，同

市場では，最新のワンフロア・ワンウェイの製造ラインで生体搬入から製品出荷までト

ータルにＨＡＣＣＰ（危害分析重要管理点）システムで管理するという世界最高水準の

衛生管理がなされている。 

                            
3 平成１２年４月から平成１９年４月まで「臨海市場」との名称であった。 
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イ 流通経路 

 福岡市のホームページ（中央卸売市場の資料の「市場のしくみ」）より。 

 

流通経路 
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ウ 売買代金の決済状況 

 

 

エ 卸売市場関係者 

(ｱ) 開設者 

  開設者とは，開設区域において中央卸売市場を開設するにつき，農林水産大臣の認可
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を受けた地方公共団体である。卸売市場法等にもとづいて，施設を維持管理し，取引が

適正に行われるよう業務の指導監督を行う。 

 福岡市中央卸売市場の開設者は，福岡市である。 

(ｲ) 卸売業者 

 卸売業者とは，農林水産大臣の許可を受け，卸売市場において売買取引を行う物品の

集荷を行い，仲卸業者や売買参加者にその物品の販売をする者である。 

 中央卸売市場業務条例が定める福岡市中央卸売市場における卸売業者の数（最高限度，

第６条）と，平成２３年４月１日現在における実数は次の通りである。 

 

市場 限度数 実数 

水産物部 鮮魚市場 2 24 

青果部 青果市場 1 15 

西部市場 1 1 

東部市場 1 1 

食肉部 食肉市場 1 16 

         

(ｳ) 仲卸業者 

  仲卸業者とは，市場内に設置される店舗において市場の卸売業者から卸売を受けた取

り扱い品目の部類に属する物品を仕分けし，又は調整して，売買参加者等に販売する業

務を行う者である。仲卸業を行うには，市長の許可を受けなければならない。 

 中央卸売市場業務条例が定める福岡市中央卸売市場の仲卸業者の数（最高限度，第１

９条第１項）と，平成２３年４月１日現在における実数は次の通りである。なお，食肉

市場では仲卸業者を置かないものとされている（同条第２項）。 

 

市場 限度数 実数 

水産物部 鮮魚市場 46 46 

青果部 青果市場 28 27 

西部市場 5 5 

東部市場 4 4 

 

 (ｴ) 売買参加者 

                            
4  株式会社福岡魚市場，福岡中央魚市場株式会社の２社である。 
5 青果部は３市場とも，福岡大同青果株式会社の１社である。 
6  福岡食肉市場株式会社の１社である。 
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  売買参加者とは，市場において卸売業者から卸売を受けようとする者である。売買参

加者は市長の承認を受けなければならない（中央卸売市場業務条例第３０条）。 

 平成２３年４月１日における福岡市中央卸売市場の売買参加者の数は，次のとおりで

ある。 

 

市場 実数 

水産物部 鮮魚市場 218 

青果部 青果市場 435 

西部市場 159 

東部市場 88 

食肉部 食肉市場 211 

 

(ｵ) 買出人 

  買出人とは，鮮魚市場内において仲卸業者から再販用（業務用）の水産物の販売を受

ける者である。買出人は，市長が行う買出人登録を受けなければならない。 

(ｶ) 関連事業者 

  関連事業者とは，市場を利用する人の便益をはかるため，市長の許可を受けて，市場

内の店舗その他の施設において業務を営んでいる者である。 

  福岡市中央卸売市場における関連事業の種類は次のとおりである（中央卸売市場業務

条例施行規則第３１条）。 

 ① 取扱品目以外の生鮮食料品等の卸売を行う者，市場の取扱品目の保管，貯蔵，

運搬等を行う者その他市場機能の充実に資するものとして 

  精算代払機関，冷蔵庫業，通運運送事業，場内運搬業， 

  配送センター事業，市場の取扱品目以外の生鮮食料品等の卸売業， 

  容器販売業，市場の取扱品目の加工・保管調整等事業， 

  その他市場機能の充実に資すると市長が特に認める業種 

 ② 飲食店営業，理容業その他市場の利用者に便益を提供するものとして 

  飲食店営業，理容業，日用雑貨取扱業，金融業 

  その他市場の利用者に便益を提供するものとして市長が特に認める業種 

オ 農林水産大臣の「卸売市場基本方針」等 

  卸売市場については，卸売市場法第４条に基づき，おおむね５年ごとに，農林水産大

臣が，中央卸売市場の整備を図るための「卸売市場整備基本方針」を定めることとなっ

ており（同法施行令第３条），また，同法第５条では，目標年度までの期間につき「中

央卸売市場整備計画」を定めることとなっている。平成２２年１０月２６日付で新たな

「卸売市場整備基本方針」が定められ，これをもとに，平成２３年３月３１日付で「中
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央卸売市場整備計画」が定められている。 

  この「中央卸売市場整備計画」の「第２ 運営の広域化，地方卸売市場への転換その

他の再編措置への取り組みを推進することが必要と認められる中央卸売市場及び取り

組む再編措置の内容」には，福岡市中央卸売市場西部市場と東部市場について，平成２

７年度末までに福岡市中央卸売市場青果市場と統合し，廃止することなどが記載されて

いる。 
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６ 福岡市中央卸売市場金融資金制度（協調融資） 

 

貸付金名 福岡市中央卸売市場金融資金制度（水産物部市場金融資金）  

貸付開始年度 昭和 53 年度 担当部・課 中央卸売市場 市場課 

根拠法律，条例，規則，要綱等 福岡市中央卸売市場金融資金制度要綱 

マニュアル，手引き等 無 

広報 無 

貸付先（最終借主） 
福岡銀行（福岡水産物取引精算株式会社となる場合と，仲卸業者，売買

参加者，買出人となる場合がある。） 

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 

福岡市中央卸売市場における取引代金の決済資金を融資することによ

り，市場の確実な信用決済と取引の活性化を図り，もって市場の円滑な

流通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  180,000 180,000  180,000 180,000 180,000 

当年度 

貸付実績 

貸付金額 93,100 105,000 83,560 83,560 83,560 

貸付件数 1 1 1 1 1 

回収すべき金額（当年度分）（Ａ） 93,100 105,000 83,560 83,560 83,560 

回収済み金額（当年度分）（Ｂ） 93,100 105,000 83,560 83,560 83,560 

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）） 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

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） 0  0 0 0 0 

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 

市から福岡銀行へ預託後，福岡銀行から福岡水産物取引精算株式会社

へ融資がなされる。融資金のうち一部は，福岡水産物取引精算株式会

社から各業者へ貸し付けられている。 

 

貸付金名 福岡市中央卸売市場金融資金制度（青果部市場金融資金）  

貸付開始年度 昭和 53 年度 担当部・課 中央卸売市場 市場課 

根拠法律，条例，規則，要綱等 福岡市中央卸売市場金融資金制度要綱 

マニュアル，手引き等 無 

広報 無 

貸付先（最終借主） 福岡県中央信用組合（仲卸業者，売買参加者） 

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 

福岡市中央卸売市場における取引代金の決済資金を融資することによ

り，市場の確実な信用決済と取引の活性化を図り，もって市場の円滑な

流通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  120,000 120,000  120,000 120,000 120,000 

当年度 

貸付実績 

貸付金額 93,100 68,400 56,553 56,553 56,553 

貸付件数 1 1 1 1 1 

回収すべき金額（当年度分）（Ａ） 93,100 68,400 56,553 56,553 56,553 

回収済み金額（当年度分）（Ｂ） 93,100 68,400 56,553 56,553 56,553 

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）） 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

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） 0  0 0 0 0 

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 

 

貸付金名 福岡市中央卸売市場金融資金制度（食肉部市場金融資金）  
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貸付開始年度 昭和 53 年度 担当部・課 中央卸売市場 市場課 

根拠法律，条例，規則，要綱等 福岡市中央卸売市場金融資金制度要綱 

マニュアル，手引き等 無 

広報 無 

貸付先（最終借主） 福岡銀行（売買参加者） 

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 

福岡市中央卸売市場における取引代金の決済資金を融資することによ

り，市場の確実な信用決済と取引の活性化を図り，もって市場の円滑な

流通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  50,000 50,000  50,000 50,000 50,000 

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） 0 0 0 0 0 

回収済み金額（当年度分） 0 0 0 0 0 

回収すべき金額（過年度分） 0 0 0 0 0 

回収済み金額（過年度分） 0   0 0   0  0 

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） 0  0 0 0 0 

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 
市から福岡銀行へ預託後，福岡銀行から福岡食肉市場株式会社へ融資

がなされ，同社から各業者へ貸し付けがなされることになっている。 

 

(1)  現状 

ア 本貸付金（金融資金制度）の補足説明 

 福岡市中央卸売市場金融資金制度は，市場の精算システムの円滑化を目的として昭和

５３年に設立されたものである。資金の種類には，水産物部市場金融資金，青果部市場
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金融資金，食肉部市場金融資金がある。 

 本融資は，市が，指定金融機関に一定の金額を預託し，預託を受けた金融機関は，こ

れに毎年度当初に市長が指定する額以上の自己資金を加えて融資等準備資金とし，融資，

貸付け 7を行うというものである（協調融資）。融資及び貸付の利率は，年８．０％以内

であり（福岡市中央卸売市場金融資金制度要綱（以下「金融資金制度要綱」という。）

第８条），融資期間は１年以内となっている（同第９条）｡ 

資金の流れは，次のようになっている。 

 

 

 

 

 貸付限度額は１事業者につき次のとおり定められている（金融資金制度要綱第７条） 

 水産物部 仲卸業者１０００万円，売買参加者３００万円， 

   買出人２００万円 

 青果部  仲卸業者１０００万円，売買参加者３００万円 

 食肉部  売買参加者５００万円 

 なお，食肉部市場金融資金については，平成１８年度には２０００万円の貸付実績が

あったが，平成１９年度からの実績はゼロである。これは，平成１９年度以降，取扱が

順調である卸売会社（福岡食肉市場株式会社）が，売買参加者に対し買受代金の支払を

猶予しており，融資，貸付需要が発生していないためとのことである。もっとも，担当

課からは，食肉流通においては，ＢＳＥや口蹄疫，ＴＰＰ交渉など，外的要因に大きく

影響を受けることから，今後も制度及び融資枠は残しておく必要があるとの説明があっ

た。 

イ 平成２３年度の貸付けについて 

(ｱ) 水産物部市場金融資金 

                            
7  福岡市中央卸売市場金融資金制度要綱では，金融機関から卸売業者及び取引代金の代払

機関への貸付を「融資」，金融機関，代払機関ないし卸売業者から仲卸業者，売買参加者

ないし買出人への貸付を「貸付」と整理している（第３条，第６条，第７条）。 

（食肉部）

金融機関
業　者

福岡市
福岡市 卸売業者

（水産物部）

（青果部）

業　者
福岡市

福岡市

金融機関
福岡市

福岡市

精算会社

業　者
金融機関
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  市は，平成２３年４月１日，株式会社福岡銀行と覚書を締結し，市の預託金額８３５

６万円，福岡銀行の協調金額１億１６４４万円の合計２億円が融資準備金とされた。預

託利率は年０％，融資利率は年１．１５％とされたことから，福岡銀行が，精算会社で

ある福岡水産物取引精算株式会社（以下「水産物取引精算会社」という。）に対して融

資をする際には，年１．１５％の利率が適用されている。また，水産物取引精算会社が

行う仲卸業者，売買参加者，買出人に対する貸付の利率についても市が決定しており，

水産物取引精算会社に対して通知をしている。平成２３年度の貸付利率は，年１.６５％

とされている。 

  平成２３年度の水産物取引精算会社への融資金額は２億円であった。 

 また，水産物取引精算会社が行った貸付の実績は次のとおりである。 

 

区分 貸付件数 貸付金額（円） 

仲卸業者 8 55,691,000 

売買参加者 12 13,205,900 

買出人 22 17,811,033 

合計 42 86,707,933 

 

(ｲ) 青果部市場金融資金 

 市は，平成２３年４月１日，福岡県中央信用組合と覚書を締結し，市の預託金額５６

５５万３０００円，福岡県中央信用組合の協調金額６３４４万７０００円の合計１億２

０００万円が融資準備金とされた。預託利率は年０％，貸付利率は年１．６５％である。 

  平成２３年度の貸付実績は，次のとおりである。 

 

区分 貸付件数 貸付金額（円） 

仲卸業者 13 111,200,000 

 

ウ 貸付の手続について 

  平成２３年２月２３日，融資を受けようとする代払機関（水産物取引精算会社）より

市長に対して，融資申込書とともに資金計画書が提出され（金融資金制度要綱第１０条

第１項），同日，当該融資申込の内容等が金融機関へ通知された（同条第２項）。同年４

月１日，融資（預託）が決定され，同日，融資（預託）が実行されている。また，貸付

利率についても同日決定通知がなされている。 

  金融機関は、融資を行った場合は，速やかに市長に報告しなければならないとされて

おり（同条第３項），平成２３年６月２８日付で，福岡銀行中央市場支店より水産物取
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引精算会社に対し，２億円の融資を行った旨の報告があった 8。  

  なお，貸付を行う金融機関は，貸付金の償還状況に関する月例報告書を市長に提出し

なければならず（金融資金制度要綱第１４条第２項），卸売業者及び代払機関は，融資

金の運用及び貸付金の償還状況に関する月例報告書を市長に提出しなければならない

（同第１５条第２項）。 

エ 過去の包括外部監査による指摘 

  平成１５年度の包括外部監査において，水産物部市場金融資金の末端段階において，

短期運転資金であるところを１年以上の長期資金として利用されている実態が問題と

された。担当課によると，代払機関に対し文書による指導を行い，月例報告書の様式を

変更するなどの確認作業を十分に行ったとのことである。  

 

(2)  問題点 

ア 貸金業法との関係について 9 

 貸金業法は，「貸金業」について次の定義をしている。 

 

第 2条第 1項 この法律において「貸金業」とは，金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介（手

形の割引，売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によ

ってする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。）で業

として行うものをいう。ただし，次に掲げるものを除く。 

 1号 国又は地方公共団体が行うもの 

 2号 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 号 物品の売買，運送，保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行う

もの 

 4号 事業者がその従業者に対して行うもの 

 5 号 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 

 

 すなわち，①金銭の貸付けまたは金銭の貸借の媒介で，②業として行う，という要件

に合致すれば，ただし書き第１号ないし第５号に該当しない限り，貸金業にあたること

になる。 

                            
8  青果部において福岡県中央信用組合が行う仲卸業者，売買参加者への貸付けは「貸付」

であり，「融資」ではないと整理されているため，福岡県中央信用組合からの融資の報告

はない。 
9  貸金業法の解釈にあたっては、「逐条解説貸金業法」（平成２０年１０月２０日発行，

上柳敏郎他編著）を参照した。 
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 ①の金銭の貸付けとは，利息付きであるか否かは問わず，②の「業として行う」とは，

反復継続し，社会通念上，事業の遂行とみることができる程度のものをいうと解されて

いる。「業」の判定にあたっては，営利目的であるかは問わないのであり，判例 10におい

ては，反復継続の意思をもって貸付けを行えば足り，必ずしも報酬利益を得る意思や，

実際にそれを得たことは要せず，貸付の相手方が不特定多数であることも要しないとさ

れているところである。 

 かかる要件からすると，水産物取引精算会社が行なっている貸付は，①金銭の貸付で

あり，②反復継続していること，事業の遂行であることから，業として行なっていると

いえ，上のただし書き各号に該当しない限り，貸金業にあたると考えられる。 

 これに対し，担当課からは次のような回答があった。 

 

 本制度は福岡市の融資制度であり，水産物取引精算会社は市の事業に協力して貸付業務

を行っているにすぎず，貸付けの主体は同社ではないし，同社が貸金業を営んでいるわけ

ではない。水産物取引精算会社は，福岡市に代わって金融資金制度に基づく貸付けの事務

を行なっている。市としては，市の業務を水産物取引精算会社に代行させているという意

識である。 

 ゆえに，同社の行なっている貸付は，貸金業法第２条第１項ただし書き第１号「国又は

地方公共団体が行うもの」に該当する。 

 

 しかし，本融資制度において，市が覚書を交わしているのはあくまで福岡銀行とのみ

であり，水産物取引精算会社との間で貸付業務の委託契約があるわけでもなく，客観的

に見て，「市が仲卸業者等への貸付けの主体であり，水産物取引精算会社は貸付けの事

務を行なっている。」と言いうる形式にはなっていない。また，市が貸付リスクを全く

負わず，下でも触れるように水産物取引精算会社と各業者間の貸付，償還状況も十分把

握できていない状況においては，実質的にも，市が貸付業務を水産物取引精算会社に代

行させていると言い得ない。ゆえに，本融資制度をもって，直ちに「地方公共団体が行

う貸付け」（貸金業法第２条第１項ただし書き第１号）にあたるとは言い難い。 

 担当課が回答するように，水産物取引精算会社が行なっている仲卸業者等への貸付け

が市の委託業務であるならば，委託範囲や委託内容を明確にした上で，水産物取引精算

会社と正式に業務委託契約を結び，貸付債権については市の債権として債権管理をして

いくといった，新たな制度の構築が速やかに行われる必要がある。 

 この点，担当課からは，今後，制度の見直しを検討したい旨の回答があったが，それ

にはかなりの時間を要するとのことでもあった。現状において，水産物取引精算会社の

                            
10 最判昭和２９年１１月２４日，最判昭和３０年７月２２日など 
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行なっている貸付けが「貸金業」に該当する場合，貸金業登録をしていない同社は，無

登録営業の禁止（同法第１１条第１項）に抵触することとなる 11。ゆえに，制度が見直

されるまでの間，かかる「貸金業法違反の疑い」をそのままにしておくことは問題と思

われたところ，今回の指摘を受け，担当課では，水産物取引精算会社の行う貸付けの貸

金業該当性について，監督官庁に対し照会をかける予定とのことである。そうであれば，

監督官庁の回答に沿って，必要があれば，水産物取引精算会社に対し貸金業登録をする

よう指導していただきたい。 

 なお，食肉部市場金融資金において福岡食肉市場株式会社が行う貸付けについては，

卸売業者がその本来の取引に伴って行う取引相手方に対する貸付けの範囲内であれば，

「物品の売買，運送，保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの」

として，貸金業からは除外されると考えることから（同法第２条第１項ただし書き第３

号），本監査では，意見を述べる対象としては取り上げなかった。しかし，担当課が本

融資制度について監督官庁へ照会をかけるのであれば，その際，福岡食肉市場株式会社

の行う貸付けに対しても併せて照会をかけ，適法性を担保するのが望ましいと考える。 

 

☞指摘２４ 

★ 水産物取引精算会社が，市の委託業務として各業者への貸付けを行なって

いるのならば，同社に対する委託範囲や委託内容を明確にした上で正式に業

務委託契約を結ぶ必要がある。またその場合，貸付債権については市の債権

として債権管理をしていくことも必要である。 

  業務委託と考えながら，客観的にも実質的にも委託とは言い難い制度を通

して運用がなされていることは非常に問題であり，新たな制度の構築を速や

かに検討すべきである。 

 

☞意見６１ 

☆ 現状において，水産物取引精算会社は，貸付を行うことによって貸金業法

に抵触している疑いがある。この点に関する監督官庁の回答によっては，同

社に対し貸金業登録をするよう指導すべきである。 

 

イ 貸付の必要性について 

 上述の通り，水産物部では，水産物取引精算会社という代払機関が存在し，卸売業者

と仲卸業者，売買参加者間の決済や，仲卸業者と買出人間の決済は，水産物取引精算会

                            
11 貸金業を営もうとする者は，当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事

の登録を受けなければならないこととなっている（貸金業法第３条第１項）。 
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社を介して行われるシステムとなっている（「はじめに ３ 福岡市中央卸売市場の概

要 ウ 売買代金の決済状況」を参照されたい。）。 

 本制度は，精算会社に取引決済資金を「融資」する一方で，仲卸業者，売買参加者，

買出人に取引決済資金を「貸付け」るものであり，果たして決済システムの中間と末端

の双方に資金を貸し付ける（融資する）必要があるのかという疑問がある。 

 これに対し，担当課からは次の回答があったが，納得には至らなかった。 

 

仲卸業者，売買参加者及び買出人は，取引物品の代金をいったん水産物取引精算会社に

代払いしてもらうこととなるが，同社に対し一定期日内（取引の翌日～８日目）に代金を

支払う必要がある。一方で，通常，取引においては物品の現金化に相当の期間を要するこ

とから，その間については，仲卸業者等に資金需要が生じることになる。このような資金

需要に対し決済資金の融資を行うことにより，市場における確実な信用決済と取引の活性

化を図るとともに，市民への生鮮食料品の安定供給に資することができるものである。 

 

 そもそも，水産物取引精算会社は，鮮魚市場卸売業者等の出資により設立されたもの

ではないかと思われるところであるが，本監査では，同社の設立の経緯や業務内容等に

ついて担当課から確認することはできず，その位置づけについて詳細に検討することは

できなかった。 

 しかし，物品の現金化に一定の期間を要するのは，青果部や食肉部についても同様で

あるところ，青果部や食肉部の融資・貸付制度は，水産物部のような状況にはなってい

ない。 

 貸付金の原資は市民からの税金を中心とする公金であることに鑑み，「市場の確実な

信用決済」を図るという趣旨の達成に最も適切な貸付先，及び貸付先に対する貸付けの

必要性について，検討がなされるべきであろう。 

 

☞意見６２ 

☆ 水産物部鮮魚市場では，決済システムの中間と末端の双方に資金を貸し付

ける（融資する）状況となっており，他市場との比較においても，その必要

性に疑問がある。市場の確実な信用決済を図るという趣旨の達成に最も適切

な貸付先，及び貸付先に対する貸付けの必要性について，改めて検討がなさ

れるべきである。 

 

ウ 月例報告書について 

(ｱ) 水産物部市場金融資金 

 中央卸売市場金融資金制度要綱第１５条第２項は，「卸売業者及び代払機関は，融資
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金の運用及び貸付金の償還状況に関する月例報告書に詳細の分かる書類を添付し，それ

を当該報告にかかる月の翌月の１５日までに市長に提出しなければならない。」として

おり，これにしたがって，水産物取引精算会社からも月例報告書の提出がなされていた。 

 しかし，月例報告書の貸付内訳表と回収内訳表では，各債務者に対する貸付残額がい

くらなのか，利息の計算がどのようになされているかが分からない。貸付残額が分から

ないために，返済中に再び貸付を受けた場合に，貸付限度額を超えていないかどうかの

確認もできない。また，償還日を過ぎている貸付が見受けられるにもかかわらず，これ

までいくら回収しているのかも分からない。 

 これでは，到底「貸付金の償還状況に関する」報告書とは言い難く，報告書の記載内

容は，「融資金の運用及び貸付金の償還状況」が分かるものに改める必要がある。 

 また，水産物取引精算会社の貸付では，返済方法が，月額，月３回，日割，一括など

となっているところ，分割弁済が，必ずしも均等になっているようにも見受けられない

ことから，どのような返済予定で貸付を行なっているかも確認すべきであろう。これは，

「詳細の分かる書類」として，貸付時の契約書や借用証の写しを月例報告書に添付して

提出させれば良い。 

 この点，担当課からは，報告書という形はとっていないものの，担当課（鮮魚市場）

において，必要に応じ水産物取引精算会社と情報交換を行い，適宜，業者の貸付状況等

の把握に努めているとの回答があった。 

 しかし，口頭での確認は，要綱が求めるところの「月例報告書」に代わるものではな

い。 

 さらに，水産物取引精算会社は，融資金全額を貸付金として利用しているわけではな

く，平成２３年度の水産物取引精算会社への融資額は２億円であるのに対し，同社から

仲卸業者，売買参加者，買出人への貸付総額は８６７０万７９３３円にとどまる。にも

かかわらず，現在の月例報告書では，貸付金として融資金が運用された部分は報告され

ているものの，それ以外の融資金運用に関しては報告がなされていない。 

 この点，担当課からは，月例報告書中「精算会社」の区分の当月貸付残高の金額が，

代払機関による融資金の運用に関する報告である旨の回答があった。 

 しかし，同欄に書かれている金額は，融資額２億円から各業者に対する貸付残高を単

純に引いた額に過ぎず、水産物取引精算会社において当該金額をいかに「運用」したか

は報告されていない。このように使途が分からない状況では，当該融資の必要性も判断

できず，また公益性についても疑問が生じることとなる。 

 ゆえに，貸付以外の融資金の運用についても報告するよう，水産物取引精算会社に対

し指導する必要がある。 
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☞意見６３ 

☆ 水産物取引精算会社から提出されている月例報告書では，貸付残額や利

息，延滞債権の回収状況などが全く分からない。これでは，要綱に定められ

ている「貸付金の償還状況に関する」報告書とは言えず，月例報告書の記載

内容を改めるべきである。また，実際の貸付契約の内容が分からないことか

ら，「融資金の運用状況に関する」報告として，貸付の際の契約書や借用証

の写しを，「詳細の分かる書類」として報告書に添付するよう求めるべきで

ある。 

 

☞指摘２５ 

★ 水産物取引精算会社から提出されている月例報告書には，貸付以外に運用

した融資金に関する報告がなく，要綱上求められている「融資金の運用」に

関する報告書が提出されていない状況にある。当該融資の必要性，公益性を

検討するためにも，これを報告するよう指導すべきである。 

 

(ｲ) 青果部市場金融資金 

 中央卸売市場金融資金制度要綱第１４条第２項は，「貸付を行う金融機関は，貸付金

の償還状況に関する月例報告書に詳細の分かる書類を添付し，それを当該報告にかかる

月の翌月の１５日までに市長に提出しなければならない。」としており，これにしたが

って，福岡県中央信用組合からも月例報告書の提出がなされていた。 

 同組合の月例報告書（回収内訳表）も，貸付額，融資日，償還日，償還方法，回収金

額を記載するようになっている点では水産物取引精算会社の報告書と同じであったが，

「貸付額」欄には，報告時における貸付残額が記載されている点で，より償還状況がわ

かるものとなっていた。 

 しかし，貸付残額の記載にあたって，前月の償還が反映されていない月もあり，報告

は正確性に欠けるところがある。「償還日」欄も，完済予定日を記載したり，当月の弁

済日を記載したりと一貫性がない。 

 もっとも，福岡県中央信用組合からは，月例報告書に貸付明細が添付されており，こ

の明細によって，貸付金額や残高，利息等を確認することができた。 

 ただ，仲卸業者に対して１０００万円の貸付をし，貸付期間が１年間であるにもかか

わらず，毎月の返済が５０万円であるものなど，いかなる返済予定で貸付がなされてい

るのか判然としないものがあった他，１０００万円を一括返済の約定で借り受けていた

仲卸業者が，１０００万円を償還したその日に，再び１０００万円の貸付を受けている

ケースもあった。このような貸付けは，長期貸付と同様の実態となっているのではない

かということが懸念される。制度趣旨に沿った運用がなされているかどうか，適宜，確
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認されることを求めたい。 

 

７－73



７ 福岡市中央卸売市場集荷対策金融資金制度（直接・協調融資） 

 

貸付金名 福岡市中央卸売市場集荷対策金融資金制度（直接融資資金）  

貸付開始年度 平成 15 年度 担当部・課 中央卸売市場 市場課 

根拠法律，条例，規則，要綱等 福岡市中央卸売市場集荷対策金融資金制度要綱 

マニュアル，手引き等 無 

広報 無 

貸付先（最終借主） 福岡食肉市場株式会社（畜産を業とする個人，団体，組合，法人） 

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 

福岡市中央卸売市場食肉市場において，卸売業者が行う集荷活動に必

要な資金を融資することにより，食肉市場の集荷機能を強化し，食肉価

格及び食肉供給の安定化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  480,000  480,000  480,000  480,000  480,000 

当年度 

貸付実績 

貸付金額 334,000 354,000 365,000 308,000 263,500 

貸付件数 1 1 1 1 1 

回収すべき金額（当年度分）（Ａ） 334,000 354,000 365,000 308,000 263,500 

回収済み金額（当年度分）（Ｂ） 334,000 354,000 365,000 308,000 263,500 

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）） 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

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） 0  0 0 0 0 

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 

 

貸付金名 福岡市中央卸売市場集荷対策金融資金制度（協調融資資金）  

貸付開始年度 平成 15 年度 担当部・課 中央卸売市場 市場課 

根拠法律，条例，規則，要綱等 福岡市中央卸売市場集荷対策金融資金制度要綱 

７－74



マニュアル，手引き等 無 

広報 無 

貸付先（最終借主） 福岡銀行，西日本シティ銀行（畜産を業とする個人，団体，組合，法人） 

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 

福岡市中央卸売市場食肉市場において，卸売業者が行う集荷活動に必

要な資金を融資することにより，食肉市場の集荷機能を強化し，食肉価

格及び食肉供給の安定化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  170,000  170,000  170,000  170,000  170,000 

当年度 

貸付実績 

貸付金額  170,000 160,000 160,000 145,000 120,000 

貸付件数 2 2 2 2 2 

回収すべき金額（当年度分）  170,000 160,000 160,000 145,000 120,000 

回収済み金額（当年度分）  170,000 160,000 160,000 145,000 120,000 

回収すべき金額（過年度分） 0 0 0 0 0 

回収済み金額（過年度分） 0   0 0   0  0 

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） 0  0 0 0 0 

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 

市から福岡銀行，西日本シティ銀行へ預託後，各銀行から福岡食肉市場

株式会社へ融資がなされ，同社から各出荷者へ貸し付けがなされてい

る。 

 

(1)  現状 

ア 本貸付金（金融資金制度）の補足説明 

  安定的，継続的に集荷体制を確立するため，食肉市場への出荷を条件に，畜産を業と

する個人，団体，組合，法人に対し，卸売業者を通して，素畜 1や生産資材の購入等の

                            
1 飼育をする子牛や子豚など。 
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資金を融資するものである。 

資金の種類には，直接融資資金と協調融資資金がある。直接融資資金とは，市が融資

対象者に直接資金を融資するものであり，協調融資資金とは，市が金融機関へ預託した

資金に金融機関が自己の資金を加えて，融資対象者に融資するものである（福岡市中央

卸売市場集荷対策金融資金制度要綱（以下「集荷対策金融資金制度要綱」という。）第

２条第１項）。融資対象者は，食肉市場の卸売業者と定められているところ（同条第２

項），福岡市中央卸売市場食肉市場における卸売業者は，福岡食肉市場株式会社（以下

「福岡食肉市場（株）」とする。）のみであることから，実際には，本融資の対象者は福

岡食肉市場（株）のみとなっている。 

融資の利率については別に定めることとなっており（同第３条第２項），担当課によ

ると，直接融資は０％，協調融資は，０．９３％とのことである。融資期間は，直接融

資，協調融資ともに，１年以内となっている（同条第１項）。 

福岡食肉市場（株）が，畜産を業とする個人，団体，組合，法人に対して貸し付ける

場合の貸付利率は，直接融資の場合は無利子，協調融資の場合は０．９３％とのことで

ある。 

資金の流れは，次のようになっている。 

 

            預託（１年）    融資（１年）     貸付（原則１年以内） 

集   協   福         金                    出 

荷   調       無利子   融   有利子   卸    有利子 

 対   融       償 還   機   返 済        返 済 

策   資       （毎年度末）   関   （毎年度末）  売 

金       岡                                    荷 

融   直           融資（１年）      業   貸付（原則１年以内） 

資   接                             

金   融            無利子        者    無利子  

資   市       償還（毎年度末）             返 済     者 

                  

 

  貸付限度額は，直接融資の場合，肉牛，肉豚の年間出荷予定頭数に係る販売予定価格

の６０％以内であるが，素牛導入 2の場合は１頭あたり４０万円以内の額とされている。

協調融資の場合は，牛１０万円／頭，豚１万円／頭の単価に出荷予定頭数をかけた金額

を限度としている。 

                            
2  子牛（生後１０月程度の牛が多い）を購入して飼育すること。 
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イ 平成２３年度の貸付について 

(ｱ) 直接融資資金 

  市は，平成２３年４月１日，福岡食肉市場（株）と覚書を締結し，２億６３５０万円

の融資がなされた。 

(ｲ) 協調融資資金 

 市は，平成２３年４月１日，株式会社福岡銀行及び株式会社西日本シティ銀行と覚書

を締結し，市の預託金額１億２０００万円，株式会社福岡銀行及び株式会社西日本シテ

ィ銀行それぞれの協調金額６０００万円の合計２億４０００万円が融資準備金とされ

た。 

  平成２３年度の貸付実績は，２億４０００万円である。 

(ｳ) 融資金の運用（貸付）状況 

 集荷対策金融資金制度要綱第８条では，「融資を受けている者は，融資金の運用状況

に関する月例報告書を当該報告にかかる翌月の１５日までに市長に提出するものとす

る。」とされているが，年度初めに一括融資，年度末に一括返済のため，「福岡市中央卸

売市場集荷対策金融資金事業計画書」として融資額の一覧表が提出されるにとどまり，

月例報告書としては，出荷状況の報告がなされていた。 

ウ 貸付の手続について 

  平成２３年３月，福岡食肉市場（株）より市長に対して，融資申込書とともに資金計

画書が提出され（集荷対策金融資金制度要綱第４条），同年４月１日，融資決定の通知

がなされた（同第５条第２項）。また，同日に，預託が決定，預託実行がなされている。 

  なお，融資を受けている者は，融資金の運用状況に関する月例報告書を市長に提出し

なければならない（要綱第８条）。 

エ 安定集荷対策事業補助金との関係 

(ｱ) 安定集荷対策事業補助金について 

 安定集荷対策事業補助金とは，福岡食肉市場（株）と福岡市によって組織された「福

岡食肉市場産地育成等対策協議会」の実施する輸送経費助成事業及び優良肉畜出荷助成

事業に対して，事業費の２分の１を助成するものである。 

 輸送経費助成事業とは，肉牛，肉豚の出荷頭数について月間一定数の出荷を果たした

出荷者に対して出頭数に応じて一定額の輸送経費の助成をするものであり，助成額は次

のとおりである。 

 

畜種 出荷頭数 助成単価 

肉牛 月間 30頭未満 1,000円／頭 

月間 30頭以上 2,000円／頭 
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肉豚 月間 1,000頭未満 100円／頭 

月間 1,000頭以上 200円／頭 

年間 10,000 頭以上を出荷する契約を締結した出荷者が

出荷したとき 200円／頭 

  

ただし，次の場合は別の取り扱いとなる。 

 ① 肉牛の出荷頭数が月間３０頭以上であっても，同一月の１頭あたりの平均価格が

３０万円未満のときは月間３０頭未満の助成単価を適用する。 

 ② 肉牛の出荷頭数が月間１０頭未満であり，かつ当該肉牛の取扱額の合計が３５０

万円未満のときは，当該肉牛は助成しない。 

 ③ 肉豚の出荷頭数が月間１０００頭以上であっても，同一月の出荷頭数の中に予約

相対に係わる出荷頭数を含む時は，当該予約相対に係わる出荷頭数については，月

間１０００頭未満の助成単価を適用する。 

 ④ 肉豚の出荷頭数が月間１００頭未満であり，かつ当該肉豚の取扱額の合計が３５

０万円未満のときは，当該肉豚は助成しない。 

 優良肉畜出荷助成事業とは，肉牛，肉豚の格付等級に応じて，出荷者に対して助成す

るものである。対象となる等級は，肉牛について，Ａ５，Ａ４，Ａ３，Ｂ５，Ｂ４，Ｂ

３の各等級であり，肉豚について，極上，上の各等級である。助成額は次のとおりとな

っている。 

 

畜種 区分 助成単価 

肉牛 Ａ５，Ａ４，Ｂ５，Ｂ４ 1,500円／頭 

Ａ３，Ｂ３ 1,000円／頭 

肉豚 予約相対 100円／頭 

予約相対以外 月間 1,000頭未満 200円／頭 

月間 1,000頭以上 300円／頭 

 なお，平成２３年度の輸送経費助成事業と優良肉畜出荷助成事業の助成額の合計は，

７５０万円である。 

(ｲ) 本貸付金と安定集荷対策事業補助金の関係について 

 集荷対策金融資金制度は，出荷者の生産基盤を強化し，肉牛，肉豚の安定的供給を維

持することを目的とし、素畜の購入資金や，生産資材の購入資金等を貸付けるといった，

肉牛，肉豚の飼育に対して行うものであり，毎年度末に償還されている。 

これに対し，安定集荷対策事業補助金は，安定的かつ計画的な肉畜の集荷の確保や，

市場活性化の観点から，輸送経費や優良肉畜の出荷に対して，補助金を交付するもので
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ある。 

オ 過去の包括外部監査による指摘 

  平成１５年度の包括外部監査において，金融資金予算枠の未執行部分につき，次の指

摘があった。 

 

今後の融資執行見込額が伸びないようであれば，実態に合わせた予算額の設定をすべき

である。 

 

これに対し，担当課では，次の措置を発表している。 

 

 平成１５年度に輸入肉買付金融資金と集荷基盤確保預託金を一本化し，集荷対策金融資

金として制度を変更した。平成１６年度には直接融資の枠を広げ，また，素牛導入資金と

して活用できるようにするなど，卸売業者が活用しやすいように融資条件を変更した。 

 このことにより，集荷対策金融資金の執行率は，平成１４年度に 43％であったものが，

平成１５年度は 47％，平成１６年度には 91％となっている。 

 

監査の指摘と措置内容がいかに対応しているか明確ではないが，担当課からはこれ以

上の回答は得られなかった。なお，直接融資に関しては，平成２２年度（６９．６％），

平成２３年度（５４．９％）と執行率は下がっているように思われる。 

 

(2)  問題点 

ア 貸金業登録について 

 前出の「福岡市中央卸売市場金融資金制度」においては，福岡食肉市場（株）の行う

貸付けについては，卸売業者がその本来の取引に伴って行う取引相手方に対する貸付け

の範囲内であれば，「物品の売買，運送，保管又は売買の媒介を業とする者がその取引

に付随して行うもの」として，貸金業からは除外されると考えられる（貸金業法第２条

第１項ただし書き第３号）旨を述べた（「福岡市中央卸売市場金融資金制度」の「(2)  問

題点 ア 貸金業法との関係について」を参照されたい。）。 

 しかし，本制度において，福岡食肉市場（株）が出荷者に対して行う貸付けは，素畜

の購入資金や生産資材の購入資金等であり，福岡食肉市場（株）が，本来の取引に付随

して行う取引相手方に対する貸付けの範囲内にあるとは言い難いように思われる。 

 この点について，担当課からは次の回答があった。 

 

集荷対策金融資金制度は，食肉の価格安定及び安定供給のため，中央卸売市場にて，卸
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売業者が行う卸売という売買取引のために必要な集荷対策に充てる資金の貸し付けを受

ける制度なので，貸金業法第２条第１項ただし書き第３号に該当するものと判断する。 

 

 さらに，担当課によると，「集荷活動」は卸売業者の本来の業務であり，集荷のため

に，生産者に貸付を行なって便宜を図ることも「取引に付随するもの」であるとのこと

であった。 

 しかし，かかる担当課の説明は，貸金業法の規定の解釈として疑問である。 

 本制度で福岡食肉市場（株）が行なっている貸付けが「貸金業」にあたる場合，同社

が貸金業登録をしていないのであれば，無登録営業の禁止（同法第１１条第１項）に抵

触することとなることから，かかる「貸金業法違反の疑い」をそのままにしておくこと

は，やはり問題と思われる。 

 この点，今回の指摘を受け，担当課では，福岡食肉市場（株）の行う貸付けの貸金業

該当性について，監督官庁に対して照会をかける予定とのことであった。そうであれば，

監督官庁の回答に沿って，必要があれば，同社に対し貸金業登録をするよう指導してい

ただきたい。 

 

☞意見６４ 

☆ 本制度において，福岡食肉市場（株）は，貸付を行うことによって貸金業

法に抵触している疑いがある。この点に関する監督官庁の回答によっては，

同社に対し貸金業登録をするよう指導すべきである。 

 

イ 月例報告書について 

 上述したが，集荷対策金融資金制度要綱第８条では，「融資を受けている者は，融資

金の運用状況に関する月例報告書を当該報告にかかる翌月の１５日までに市長に提出

するものとする。」とされているところ，福岡食肉市場（株）が提出している月例報告

書には，貸付先からの出荷状況の記載があるのみであった。 

 同条で「融資金の運用状況に関する月例報告書」を求めているのは，公益目的に照ら

し，融資金がその融資の趣旨に沿った形で運用されているか否かを確認することにあり，

貸付の状況やその対象，償還状況の報告なしに，同条の月例報告書が提出されていると

は言えない。報告書の記載内容を改めるよう指導すべきであろう。また，福岡食肉市場

（株）の貸付が年度当初の一括貸付，年度末の一括回収のみで，月例報告の必要がない

ということも考えられ，その場合は要綱の規定改正を検討すべきであるが，その際には，

年度当初及び年度末における報告の提出を必ず求めるべきである。 

 なお，本監査では，事業計画書によって「貸付希望額」や「貸付理由」は確認できた

ものの，事業計画に基づいて実際にどのような運用がなされたのかは確認できなかった。

７－80



「融資金の運用状況に関する報告」なくしては，当該貸付の必要性，公益性に関する検

討もできず，改善が必要である。 

  

☞指摘２６ 

★ 福岡食肉市場（株）から提出されている月例報告書では，要綱上求められ

ている「融資金の運用に関する報告」がなされていない。これを報告すべく，

報告書の記載内容を改めるよう指導すべきである。また，貸付状況から月例

報告の必要がないということであれば，年度当初及び年度末に報告書を提出

するよう，要綱の規定を改正すべきである。 

 

ウ 要綱の定めについて 

(ｱ) 貸付の対象とする資金需要について 

 集荷対策金融資金制度要綱は，卸売業者に対して何の資金を融資するのかといった点

につき，目的条項で「卸売業者が行う集荷活動に必要な資金」（第１条）と定め，別紙

（第３条第２項。もっとも，当該「別紙」は要綱の「別紙」として要綱と一体となって

いるわけではなく，第３条第２項の「定め」と言いうるか，疑問はある。）において，

預託限度額，融資限度額，融資期間，融資条件，貸付先，貸付限度額，貸付期間等が定

められているが，何の資金を貸し付けるのかといった点については規定を欠いている。 

 この点，担当課からは，卸売会社と各業者との間で、目的等を記した契約書を取り交

わしている旨の回答があったが，本貸付が，素畜や生産資材の購入等の資金としてなさ

れるのであれば，その旨を要綱に規定すべきである。また，担当課によると，「生産資

材」として念頭におかれているのは，飼料，生産道具類，畜舎の改築費用等とのことで

あり，「生産資材」と規定するだけでは曖昧にすぎると思われる。ゆえに，要綱に規定

を設けるにあたっては，公益目的を達成するために必要な貸付について検討をした上で，

貸付対象とする範囲を具体的に列記すべきである。 

 

☞指摘２７ 

★ 集荷対策金融資金制度要綱は，卸売業者が生産者に対し何の資金を貸し付

けるのかという制度の根幹に関する定めを欠いている。速やかに，規定を設

けるべきであるし，その際には，公益目的を達成するために必要な貸付につ

いて改めて検討をした上で，貸付の対象とする範囲を具体的に列記すべきで

ある。 

 

(ｲ) 期限の利益喪失について 

 担当課によると，本貸付は集荷を目的としてなされているものであることから，貸付
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けにあたっては，一定頭数の出荷を条件としており，もし，生産者が貸付けを受けなが

ら福岡市中央卸売市場食肉市場へ出荷をしない場合は，直ちに期限の利益を喪失させ，

貸付金の返還を求める取り扱いをしているとのことであった。 

 しかし，かかる取り扱いについて，要綱は何ら規定を置いていない。 

 また，本監査では，契約された出荷時期と本来の貸付金の返済時期との関係について

確認できなかったものの，返済期限が原則１年以内とされている本制度において，仮に

契約違反（出荷頭数が契約頭数に満たない等）の判断が年度末になされるのであれば、

「期限の利益喪失」は何の意味も持たないであろう。 

 生産者への貸付けにおいて一定頭数の出荷が条件なのであれば，公益目的達成のため，

契約違反にいかなる対応をとるべきか検討した上で，要綱にかかる取り扱いに関する規

定を設けるべきである。 

 

☞意見６５ 

★ 集荷対策金融資金制度では，生産者への貸付けにあたって一定頭数の出荷

を条件としており，出荷がなされない場合は直ちに期限の利益を喪失させる

取り扱いとしているとのことであったが，かかる取り扱いに関する規定を欠

いていることから，要綱の改正が望ましい。 

  なお，要綱に新たに規定を設けるにあたっては，中央卸売市場への集荷と

いう公益目的に照らし，契約違反に対していかなる措置をとるべきか，改め

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

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

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